KOYO SANGYO CO.,LTD. CORPORATION GUIDE

デコラティブ製品を通して︑光洋産業は企業イメージを創造し続けます

企業のイメージ創りに︑限りない技術で応える

今、
サイン市場は大きく変化しています。
一昔前までは、
映画ロードショーの時には
俳優たちの似顔絵がボードに手で描かれてい
たものでした。
バスの彩色・デザインを具現化
するには塗料を用いていました。

今は違います。
デジタル出力機の出現により、
この業界全体で、
デザインを具現化する手法
が大きく変わりました。
従来より単色シートからシルクスクリーン印
刷による多色シート・グラフィカルなシートま
でお客様のご要望に応えた製品を提供してき
た当社では、
よりお客様の満足度を向上させ
るべくシートの加工や貼り施工業務を取り入
れ、
トータルサイン製造加工業としての基礎を
築いて参りました。
現 在でも、少 量 多 品 種に対 応するインク
ジェットプリントや、
ラッピングバス、及び従来
からの大量少品種に最適・高品質なシルク
印刷など、
当社の製造技術は進化し続けてい
ます。
これからも設立当初の志は変わらず、
お客
様のご要望にいかに応えるか、
お客様のご要
望を具体化するには何が最適かを最優先とし
て事業を進め、
さらに当社独自の商品ライン
ナップを整え、皆様が驚き満足される広告・
案内サインやステッカーなどを創り出していき
たいと思います。
代表取締役社長
平山 祐誠
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提案・企画から生産加工まですべてお任せ下さい

企画営業

さまざまな企業イメージを創造します

企業イメージをどのように形にするか、光洋産業の限
りない技術をもって最適の提案をさせて頂きます。
デザイン部との連携で、
お客さまに施工イメージを具
体的につかんで頂きながら案件を進めます。

光洋産業の事業

加工

デザイン

P04〜07

デザインの提案、
施工イメージ図の作成などで
お客さまのニーズにお応えします。

一貫した生 産 加工販 売

内装用ダイノックフィルム

窓用スコッチティントフィルム

マーキング用スコッカルフィルム

スリーエムジャパン株式会社の
特約加工販売店として、
スコッチ
カルフィルム、
スコッチライトフィ
ルム、ダイノックフィルム等を使
用し、広告看板・車両マーキン
グ・シャッターマーキング・自動
販売機マーキング・ステッカーな
どの企画、
デザイン、特殊加工印
刷、
カッティング、
貼り施工に至る
まで、一貫した生産加工販売を
推進しています。

P04〜07

印刷・加工

P08〜09

あらゆる表現方法に応えるため、
光洋産業では
インクジェットプリント
さまざまな印刷・加工を取り扱っております。
デジタルシートカット加工
企業ロゴ、写真やグラデーションを含むイラスト、
シルクスクリーン印刷
その他どんなデザインにも対応致します。

広告看板

シャッターマーキング

車 両マーキング

自動販売機マーキング

ステッカー

施工

P09

広告看板・車両マーキング・自動販売機マ
ーキングその他、
各種貼り施工が可能です。
光洋産業の積み上げた技術でお応えします。

材料販売

P10〜11

材料のみの販売にも対応しております。

・スコッチカルフィルム
（看板・サイン）
・スコッチライトフィルム
（反射材）
・ダイノックフィルム等
（室内外装飾）
・スコッチティントフィルム(窓用パーティションフィルム)
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企画営業
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Project and Design

デザイン

イメージの具現化に向けて、貴社に最適の提案を！
光洋産業の持つ様々な印刷・加工技術を駆使して、
あらゆ
るデザインに対応しお客さまの要望に最適の提案をさせて頂
きます。
また、
デザインから当社にお任せ頂くことも出来ます
ので、
提案したイメージと完成した製品の印象が違うというよ
うな心配もございません。完成イメージ図作成など、
イメージ
の具現化の為にあらゆるサポートを致します。

屋外を明るくイメージアップ

屋外マーキング

屋外の広告は沢山の人に見て頂けるチャン
スがあります。
ひとえに
「屋外広告」
と言いま
しても、看板・テント・シャッターマーキング・
ウィンドサイン… その手法には様々な物
があります。
お客様のイメージ・ご要望に対
して、視認性・耐候性等プロのノウハウを活
かし、
最適なご提案をさせて頂きます。
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・シャッターのような凹凸面にグラフィックを表現！
・耐候性・耐久性を追求！
・古くなった壁にシートを貼って店内をリニューアル！

3

・その他のあらゆる条件に
最適なご提案をいたします。
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①沢山の人の目にとまる色鮮やかな屋外看板
②閉店時も彩るシャッターマーキング
③ガラスの存在を知らせ、目隠し効果もあるウィンドサイン
④宣伝効果の高い自販機ラッピング

屋外看板①

屋外

屋内

車両

KO

チャンネルサイン

YO

ウィンドサイン(外貼タイプ)

O

KOY

テント
自動販売機④

ウィンドサイン(内貼タイプ)

袖看板

内照式サイン

ウィンドサイン③

シャッター②

ope

n

路上看板
路面表示
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No1

No2

No3

ウィンドウ保護
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五感で感じる空間づくり

走る！広告塔！

屋内マーキング

車両ラッピング

一見少ないと見られがちな店内の広告スペ
ースですが活用できるところは意外と多いも
ので、階段に表示するステップ広告、
また床に
表示するフロアーシートなど、様々なスペース
に広告を表示することができます。
最適なシー
トを活用することで様々な面にシートを貼り
付けることができ、お客様のご提案を具現化
できるのも当社の強みです。

車両ラッピングは不特定多数の方に宣伝や
アピールを行うといったことに有効な手法で
す。
社名の切り文字を貼り付けて認知度を上げ
たり、商品の写真やイラスト等をフルラッピ
ングすることにより、
インパクトの高い宣伝・
広告効果が期待できます。

壁面広告③
内照式メニュー①
壁面・タイル
ステップ広告
フロアーマーキング②

O

KOY

車両マーキング
O

O

KOY

KOY

『スコッチフィルム』
『スコッチカルシート』
『インクジェットシート』
『シルク印刷シート』
の組み合わせやカッティング加工を駆使し、
それを組み合わせることにより様々なバリ
エーションを生み出す事が可能です。

カウンター

1

2

3

1

①『おいしさ』
を連想させる、色鮮やかな内照式メニュー
②ディスプレイを引き立てる、
フロアーマーキング
③素敵な店内を連想させる、壁面看板
3

①車体・窓部分に連続した模様を施し、
インパクトのあるオリジナル営業車
②可愛らしいイラストで園児から愛される、
幼稚園送迎バス
③コンテナ全面を使用して、
社名と宣伝を同時にアピールしているトラック
2
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印刷・加工
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Processing technology

施工

様々なご要望を可能にする当社の製造技術を御紹介致します。

シルクスクリーン印刷
豊富な色彩と光洋産業設立当初から培われた
シルクスクリーン印刷の確かな技術が
お客さまをサポート致します。

プラスチック・布地・木面等、
シート以外の印刷も可能です。
小さなステッカーのミリ単位の文字から幅2メートルの
ステッカーまで、
クオリティの高い印刷物を大型の抜き
型機の使用によって大量生産でお届けすることを可能
にしています。
5年程度は施工時そのままの美しい色彩を保ちます。

デジタル出力
写真もグラデーションも自由自在！
大型グラフィックスを高速出力！

写真やイラストなどのフルカラー
原稿を自由自在に再現でき、
さら
に屋外使用で2〜4年以上という
高い耐候性が、変わらぬ美しさを
保ち続けます。
内照・外照、長期・短期用とメディ
アも豊富に取り揃え、
さらに様々
な出力機を取りそろえる当社は、
あらゆる表現方法で訴求力に満
ちた欲しいイメージそのままに装
飾表現が出来ます。

コンピューターカット

施工サービス

屋外・屋内を問わずその場に応じた最適の
シートプランを御提案致します。

製作した印刷物やカッティングの
取り付け・施工を行っています。

内照式の看板やウィンドウ
サイン・バナーなど、様々な
用途やシチュエーションに
応じたサインディスプレイ
が可能です。
スコッチカルフィルムのカッ
トだけでなく、
シルクスクリ
ーン印刷物・デジタル出力
物のカットにより、様々なバ
リエーションの表現ができ
ます。
優れた耐久性と耐褪色性・
豊富なカラーバリエイショ
ンで理想のサインディスプ
レイの製作をお手伝い致し
ます。

光洋産業では製作した印刷物の取り付け・施工も行っ
ています。広告看板・車両マーキング・自販機マーキン
グその他、各種貼り加工が可能です。光洋産業の積み
上げた技術でお応えします。

シャッターのような凹凸面への施工も可能です

重機を使った大型看板の施工も行っています

車両等の大型フルラッピングもご相談下さい
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Materials

材料販売

フィルムシリーズラインナップ

スコッチカル 屋外用マーキングフィルム

スコッチカルフィルムは発売以来20年以上に渡り、最も多くのお客様にご採
用いただいているベストセラーです。XLシリーズはフッ素コートにより、汚れの
付着度合いが少なく、
また清掃による汚染回復性に優れています。

スコッチカル Jシリーズ

XLシリーズと同等のフィルム構造ながら、
ノンコートタイプのため、
コスト面で
リーズナブルにお使いいただける一般長期屋外用マーキングフィルムです

インクジェット用マテリアル

高いクオリティを誇る<3M>インクジェット用マテリアル。 <3M>テクノロジー
を駆使した独自のマテリアルは、
ユーザーの方のグラフィックス作画性・施工
の効率化を実現いたします。

ガラス用フィルム スコッチティント・ファサラ

＜ガラス用フィルム＞ ガラス用日光調整用フィルム・飛散防止フィルム
＜ファサラ＞ ファサラ™ ガラスシェードは、
ガラスに貼る装飾用デザインフィ
ルムです。
ガラスのデザイン性を高めながら透過する光の質と量をコントロー
ルして、多彩な空間設計を可能にします。窓やガラスファサードをはじめ、
内装
パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
また、
ガラスの飛散
防止やUVカットの機能も備わっています。

路面・壁面サイン

＜路面・壁面両方＞ペイントフィルム
＜路面のみ＞ネオキャプス・CPG2

ダイノックフィルム

屋内の壁や天井、
パーテーション、什器、床や外装など様々な場所に幅広く使
える、今や建築に欠かせない高質感装飾フィルムです。
ファインウッドシリーズ
やベーシックなシングルカラーシリーズなどで創造性を刺激しデザインの可能
性を広げます。

反射シート製品

特殊インクでの印刷が可能で、反射看板や車両マーキングなど、夜間のコミュ
ニケーショなどに効果があります。

※シートのみの御注文も常時行っております。
スリーエムカタログに記載されている商品でしたらお取り寄せ可能です。
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アクセス

会社名
所在地
ホームページ

メールアドレス
役員
資本金
設立

従業員数

主要取引銀行

光洋産業株式会社
本社／工場
〒201-0004 東京都狛江市岩戸北1-14-1
名古屋営業所 〒453-0836 愛知県名古屋市中村区五反城町7-1 第四岩塚ビル2B

光洋産業株式会社

http://www.koyo-sangyo.co.jp
info@koyo-sangyo.co.jp
代表取締役 社長 平山 祐誠
取締役 相談役 信田 治男

至新宿

3960万円
昭和43年8月26日
従業員数
りそな銀行

40人
渋谷支店

昭和43年 8月

住友スリーエム
（株）
特約加工店として設立
デコラティブ製品及び反射材の加工販売を始める。

昭和47年 12月

新工場建設とともに、
品質向上と量産体制を確立。

昭和63年 4月
平成 9年 4月
平成13年 4月
沿革

狛江駅
本社道順
小田急線狛江駅北口より 徒歩8分

平成14年 11月
平成15年 7月
平成18年 3月
平成18年 6月
平成19年 1月
平成20年 7月

名古屋営業所新設
住友スリーエム
（株）
・デコラティブグラフィックス事業部の 総合特
約加工販売店として、
屋内外広告・装飾物の生産・印刷・ 切り文
字等加工・現場施工を一貫して管理。
本社内にクリエイティブ部門を設立。
デザインワークを含む、
サイン製作のレベルアップを推進。
Ｓｃｏｔｃｈｐｒｉｎｔ2000システム導入
デジタル出力の内製化開始。
大型インクジェットプリンター導入 デジタル出力の内製化強化
大型インクジェットプリンター増強

デジタル出力品の体制強化

大型インクジェットプリンター増強

デジタル出力品の体制強化

フラットタイプ・カッティングマシン導入

大型インクジェットプリンター増強
白インク対応機導入により表現力のアップ

加工能力向上

大型インクジェットプリンター増強 デジタル出力品の体制強化

平成20年 10月

デジタルサイネージシステム販売開始

平成21年 4月

カッティングプロッター増強

至小田原

加工能力向上

※デジタルサイン・デジタル出力・印刷・シート加工など、
サインの総合プロデュースを推進中

主要取引先
順不同
敬称略

スリーエムジャパン
（株）/（株）
中村屋 / 岩崎電気（株）/ 小岩井乳業（株）/ 池上通信機（株）
キヤノン販売（株）/ 東急車輌製造（株）/（株）小田急エンジニアリング /（株）
日本交通 /（株）SHOEI
（株）協和エクシオ /（株）
日建設計 /（株）新陽社 / 三菱自動車工業（株）/ 日本マクドナルド
（株）
（株）
ロッテリア /（株）
スリーエフ /（株）
サンオート / コカコーラ・イーストジャパン / 日立システムズ
長田廣告（株）/（株）
フロンテッジ / アツギ
（株）/ (株）
アペックス / SBSロジコム
（株）
富士電機リテイルシステム
（株）/ JFEビジネスサポート横浜（株）/ 日本ユニシス・サプライ
（株） 他

※住友スリーエム株式会社は2014年9月よりスリーエム ジャパン株式会社に社名を変更致しました。

本社/工場
名古屋営業所

Tel.03-3480-3441（代） Fax.03-3480-3366
〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 1-14-1

Tel (052)433-1225 Fax (052) 433-1226
〒453-0811 名古屋市中村区太閤通 3-22 石田ビル 1F

http://www.koyo-sangyo.co.jp
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会社概要

