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私たちは

常にお客さまの信頼にこたえ

彩りの知と技をもとに

こころをこめた作品を創りだし

情報・文化の担い手として

ふれあい豊かなくらしに貢献します

企 業 理 念

　私たちトッパンは、「情報・文化の担い手としてふれあい豊かなくらしに貢献する」という企業理念

のもと、1900 年の創業以来「印刷テクノロジー」をベースに社会的価値創造企業を目指して、さまざまな

事業展開を図ってまいりました。お客さまとの共創を通じ、今では世界約 150 拠点で約 52,000 人が

働く企業グループへと発展いたしました。

　今、多様化する時代に合わせ、私たちの価値創造の在り方にも変化が求められています。このほど、

“Digital & Sustainable Transformation”を基本方針として掲げた「中期経営計画（2021 年 4 月～

2023 年 3 月）」を策定、開示いたしました。

　重点施策として、事業ポートフォリオの変革、経営基盤の強化、ESG への取り組み深化により、持続

可能な社会の実現と企業価値の向上を目指し、さらには経営戦略へ SDGs 視点を反映させた企業活動を

推進し、グローバル市場を視野に「デジタル」と「リアル」を最適に組み合わせた事業を展開していきます。

　トッパングループ一丸となり、120 年を超えるその歩みで培った「印刷テクノロジー」をさらに深化させ、

社会からの期待を超え、さらなる革新を目指して、ステークホルダーの皆さまと共に、持続可能な

未来に向け歩み続けます。

代表取締役社長

「DX」と「SX」によって、ワールドワイドで
社会課題を解決するリーディングカンパニーに
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メサ型トランジスタ
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2019 ドイツINTERPRINTを買収
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シンガポール
大手印刷会社SNP社を買収

（2009年「トッパンリーフォン」に
社名変更）

2008

2003 ICビジネス

1997 VR

電子チラシ
ポータルサイト「Shufoo!（シュフー）」

2001

2011

VR作品『唐招提寺～金堂の技と鑑真和上に捧ぐ御影堂の美～』
■製作・著作：凸版印刷株式会社/TBS ■監修：鈴木嘉吉・大山明彦 ■協
力：唐招提寺　※データ提供：独立行政法人 情報処理推進機構 先導的
アーカイブ映像製作支援整備事業より

GL FILM
1986

2020 創立120周年

2014
群馬センター工場竣工

2016
TOPPAN USA ジョージア工場竣工

1900 年、当時の最先端印刷技術「エルヘート凸版法」をもってトッパンは創業しました。その後幅広い分野

に印刷の領域を拡大し、技術・ノウハウを培ってきました。そして、その印刷技術を進化・発展させ、1959

年にエレクトロニクス事業へ進出、1961 年には企画制作・マーケティング部門を設立するなど、さまざま

な変革を遂げてきました。そうして培われた印刷テクノロジーをベースに、トッパンは 2025 年を目標に社会

的価値創造企業という新たな企業像に向けて、挑戦を続けていきます。

 120 年を超えて培われた「技術・ノウハウ」で
新たな価値創造に挑戦し続けます。

トッパン の あ ゆ み
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「社会的価値創造企業 」に向けて、
4 分 野の成長領域でイノベーションに取り組んで います。

トッパン の 成 長 領 域

多様化する時代に合わせ、私たちの価値提供の在り方にも変化が求められています。

変化する社会のニーズに応えていくため、トッパンでは４つの成長領域として「教育・

文化交流」「エネルギー・食料資源」「健康・ライフサイエンス」「都市空間・モビリ

ティ」を設定し、重点的に取り組むことで、社会的価値を創造していきます。

空間の企画・設計・施工まで
ワンストップで手掛ける空間演
出ブランド「expace」で は、
利用者が快適に過ごすことが
でき、格別な体験が得られる
場所、街づくりを提案していき
ます。

■ expace

高意匠・高性能な化粧シート
とアルミを組み合わせた建装
材「FORTINA」は、住宅から
商業空間、そして街を豊かに
彩ります。安全で施工性の高
い建材で、快適・安心に生活
できる、彩り豊かな社会の実
現を目指します。

■ FORTINA

都市空間
・

モビリティ

健康
・

ライフサイエンス

遠隔での服薬指導により処方
せん薬を宅配するサービス「と
どくすり」を開発。「新しい生
活様式」の実践のために自宅
にいながら医療を受けられる
よう患者の利便性向上と治療
支援に貢献していきます。

■ とどくすり

「健康」をキーワードにした新
たな街づくりの一環として、地
域の自然や資源を観光プログ
ラム化する「ヘルスツーリズム」
を推進。独自のノウハウを活
かした施策や地方創生・ヘル
スケアに関するソリューション
を展開しています。

■ ヘルスツーリズム

トッパンは、誰もが健やかに生活で

きる健康長寿社会の実現 に向け、

長年注力してきたヘルスケア事業の

中での蓄積された知見と技術を応

用しながら、お客さまや専門機関と

のアライアンスを通じ、食や運動、

医 療 に 関 連した 効 果 的 な 製 品・

サービスを提供していきます。

低消費電力という特長を活か
し、ペーパーレス化、省人化、
そしてフードロス削減等に貢献
します。小売向けには、価格・
製品情報を無線で自動更新す
る電子棚札を提供。製造／物
流向けには、電池不要のバッ
テリーレスタグを開発しました。

■ 電子ペーパー

持 続 可 能 な 社 会を目 指すた
め、製品のライフサイクル全
体を通じたパッケージの最適
化設計、および間伐材紙やリ
サイクル素材を使用した「環境
配慮型パッケージ」の提案・
提供を行っています。

■ サステナブル
　 パッケージ

エネルギー
・

食料資源

トッパンは、自然・環境と産業・経

済が調和するサステナブル社会の

実現に向け、多種多様な環境配慮

型パッケージの開発やエネルギーコ

ストを抑える独自のテクノロジーの

活用により、資源の最適化や環境

保全などにつながる資材・サービ

スをグローバルに提供していきます。

トッパンは、ふれあい豊かでサステ

ナブルなくらしの実現に向け、空間

の設計や高意匠・高機能な製品開

発、センシングデ バイス によるソ

リューションなどで、空間と時間の

両面からストレスを感じさせない街

づくりを支える製品・サービスを提

供していきます。

ICT 学習サービス『navima』
は、子どもたちがタブレット端
末を活用し学校の単元に沿っ
た学習を行うデジタル教材プ
ラットフォームで す。自 分 の
ペースで学びに向かい、先生
から教わったり、自習したり、
時には友達と勉強を教え合う
ことが可能です。

■ navima

各地の文化財の多くが経年劣
化や消失のリスクにさらされる
中、トッパンはバーチャルリア
リティ技術で、文化財の色や
形を精確にデジタルアーカイ
ブし、コンテンツとして提供す
るソリューションを展開。観光
立国支援と文化継承活動を実
現しています。

■ トッパン VR

トッパンは、多様な文化や人々の個

性を尊重しあう共生社会の実現に

向け、高精細・大容量・高度なグ

ラフィックの表現技術、トッパング

ループの保育支援や教育現場を熟

知したノウハウを駆使し、教育や文化

交流に関わるコンテンツやコミュニ

ケーション手法を提供していきます。

教育
・

文化交流
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 思い描く理想の未来に向けて、
 トッパンが起こすデジタルトランスフォーメーション。

Erhoeht -X ™（エルヘートクロス）

3
サービスの提供

ICTサービス、BPR、
デジタルプリントなど、
得意先事業の代行

サービス

2
データの分析・
価値化

データマネジメントによる
データの価値化と
成果アップ

1
データ収集

システム・デバイス
供給によるデータ接点の

デジタル化

「Erhoeht-X™（エルヘートクロス）」とは、トッパンが全社をあげ、社会や企業のデジタル革新を支援すると

ともに、当社自体のデジタル変革を推進するコンセプトです。「エルヘート」は、当社創業の原点である当時の

最先端印刷技術「エルヘート凸版法」から名付け、語源であるドイツ語の「Erhöhen（エルホーヘン）」には「高

める」という意味があります。トッパンは、これまで培ってきた印刷テクノロジーのさらなる進化とともに、先進

のデジタルテクノロジーと高度なオペレーションノウハウを掛け合わせ、データ活用を機軸としたハイブリッド

な DX（デジタルトランスフォーメーション）事業を展開し、社会の持続可能な未来に向けて貢献していきます。

加工食品・飲料

日用雑貨

化粧品・医療品

生鮮品

外食

家電・自動車

アパレル

など

製 造

物流・倉庫 卸 小売 生活者

流 通 購 買

企業を跨るサプライチェーン横断の情報連携

製造業ノウハウ、IoTに対
応したプラットフォーム、
RFIDソリューションなど

決済サービス、トレーサ
ビリティ（材料や製造デ
ータ含む）など

多岐にわたる販促手法、
生活者ニーズの把握、購
買履歴データ獲得など

部品・原料 メーカー
複
数
業
界
へ
価
値
提
供

製造・生産データ
生産情報 商品情報

卸・流通データ 購買/利用履歴データ
在庫情報 配荷情報 購買情報 利用情報

サプライチェーン横断の情報連携 × 複数業界により、新たな価値創造へ

Erhoeht-X™ のビジネスフィールド
製造、流通、購買という一連の流れすべてをターゲットと捉え、サプライチェーンを横断する情報連携でアプローチします。

Erhoeht-X™ の基本的なビジネスモデル

製造DX

製造現場の見える化や業務効率化、さらには製造データ活用に向けたシス

テムの導入から運用まで、製造現場の働き方改革をサポート。

少ない初期投資で製造現場のデジタル
化を始められ、課題に応じたサービスを
組み合わせて利用することで製造現場の
生産性向上・業務効率化を実現します。

■ NAVINECT® 【ナビネクト】
　 クラウド

DX Solution

お客さまが保有する製造工程のデータを
高度な分析により価値を高めます。その
分析結果と製造機能とを融合し、工場の
改善活動を強力に推進します。

■ NAVINECT® 【ナビネクト】
　 インサイト

お客さまのマーケティングデータ（購買情
報、ユーザープロファイル、プロモーショ
ンの結果など）を一元管理、分析し、ア
クションプランの最適化を実現します。

■ 生活者 DMP
　 （Data Management Platform）

DX Solution

地域における決済サービスをまとめてデ
ジタル化。1 枚のカードやスマートフォン
のアプリだけで複数の決済サービスの
キャッシュレスな利用を可能にします。

■ 決済プラットフォーム
　 地域 Pay

窓口業務の電子化と、高セキュアデータ
センターで行政手続きのデジタル化を支
援。住民と自治体をシームレスにつなぎ
利便性の高い行政手続きを実現します。

■ 行政事務デジタル化

DX Solution

個人情報を生活者自らの意思で管理し、
流通させる生活者視点の VRM プラット
フォームで、多様なサービスを利用でき
る環境を実現します。

■ MyAnchorTM
　 (VRM)

生活者DX

購買履歴をもとにしたマーケティング、接客での AI 活用、キャッシュレス

決済など、プロモーションから決済まで生活者の購買体験の変革をサポート。

行政DX

文書の電子化、行政手続きのオンライン化、個人の認証など 、各種業務

フローの分析から導入・運用まで、行政の業務変革をサポート。

8 9



etc…

観光立国
・

地方創生

医療
・

ヘルスケア
環境保全

まちづくりライフ
サイエンス人財教育 多文化

コミュニケーション

1310

エレクトロニクス
情報

コミュニケーション
生活・産業

「パッケージ」「建装材」「高機能・エネルギー関連」。3 つの分野に

おいて長年培ってきたテクノロジーは、サステナビリティ（持続可能

性）・ダイバーシティ（多様性）のコンセプトのもと、ライフスタイル

のご提案からライフサイエンス分野にまで領域を広げています。こ

れらのテクノロジーを進化・融合させ、総合力を発揮することによ

り、私たちはお客さまとともに、「ライフバリュー」の創造、すなわ

ち、ひとびとが生き生きとくらす “ まちづくり” を見据えたソリュー

ションを展開します。

未来の“豊かなくらし”の実現に向けて
「ライフバリュー」を創造する

【その他の代表的なソリューション】　軟包装、紙器、プラスチック成形品、液体複合容器、コントラクト・受託充填、マーケティング・商品企画、
UD コンサルティング、製造 DX 支援、化粧紙、壁紙、床材、インテリア部材、エクステリア商材、エレクトロニクス包材、リチウムイオン二次
電池関連部材、プリンタ用記録メディア、精密加工・外装加飾部品 ほか

高速で変化する情報環境のなかで、コミュニケーションの形を常に

アップデートすることが必要です。私たちは、こうした課題をマー

ケティング、クリエイティブ、セキュリティなど多彩な知見を組み合

わせたトータルソリューションによる「生活体験のデザイン」で解決。

私たちの持つリソースやノウハウを活用した新しい情報コミュニケー

ション構造の構築により、お客さまのデジタルトランスフォーメーショ

ンを支援していきます。

次世代型コミュニケーションモデルを
「生活体験のデザイン」で創造する

メディア

旅道®

セキュリティ

BPO/
業務効率化

クリエイティブ/
コンテンツ

コーポレート
コミュニ
ケーション

マーケティング

プロモーション

生活体験の
デザイン

【その他の代表的なソリューション】　反射防止フィルム、銅タッチセンサー、有機 EL 用メタルマスク、調光フィルム、オンチップカラーフィ
ルタ、半導体パッケージ製品、エッチング応用製品、LSI デザイン、ナノインプリント用モールド ほか

タブレットやスマートフォンなど、さまざ
まな電子機器をより便利に進化させるた
めの半導体の微細加工技術。

■ 半導体用フォトマスク

ディスプレイの画質を左右する高品質な
カラーフィルタを、さまざまな用途向けに
提供します。

■ カラーフィルタ

積み重ねてきた技術力を基盤とし、多様化するお客さまの “ 未来 ”

のニーズに対応。表面加工やフォトリソなどトッパンの要素技術

を追求し、マーケットと対話できる技術開発体制を構築すること

で、部材提供にとどまらないトータルソリューションを提案します。

また、アジア、ヨーロッパ、アメリカにも拠点を構え、ワールドワ

イドのニーズに応えています。激しい変化への対応が求められる

国内外のエレクトロニクスビジネス領域のお客さまのために、新

たな価値を創造し続けます。

テクノロジーを基盤とする先進的な
ソリューションで社会的課題を解決する

独自のテクノロジーを駆使した屋外視認
性、低消費電力などの優れた特長を持つ
ディスプレイを、産業機器や車載を中心
にさまざまな用途向けに提供しています。

■ 中小型 TFT 液晶ディスプレイ

 Experience Design Company Life Value Company

トッパンの事業分野は「情報コミュニケーション」「生活・産業」「エレクトロニクス」の 3 つに分けら

れます。トッパンの強みである「印刷テクノロジー」をベースに、それぞれの事業分野は発展、多角

化してきました。多様な課題への対応が求められる現代において、3 事業分野のコラボレーション

によるトータルソリューションを提供することで、多くのお客さまや社会の課題解決を行っていきます。

３事業のシナジーでお客さまの課題解決を
トータルに支 援します。

事 業 領 域

生活・産業

エレクトロニクス

情報コミュニケーション

コンテンツ・マーケティング
マーケティング×テクノロジー×

クリエイティブで、最上のコンテンツを

セキュア
最先端かつ最適な

セキュリティシステムを提供

BPO
業務の改善・イノベーションに

貢献することで、企業価値を最大化

高機能・エネルギー関連
高品質・高性能な製品を

グローバルに提供

パッケージ
幅広い領域で総合的な

パッケージングソリューションを展開

建装材
快適で安心・安全な

生活空間をプロデュース

ディスプレイ関連
先進の技術と生産力で

高品質なディスプレイ関連製品を提供

半導体関連
高度な技術力で半導体産業を

トータルにサポート

トータルソリューション

ダイバーシティサステナビリティ

Life Value の創造へ

建装材

Life Style + Life Science

Life Style

パッケージ

高機能・
エネルギー

【その他の代表的なソリューション】　証券類全般、ギフト券、ビジネスフォーム、IC カード、ホログラムなど偽造防止デバイス、BPO( 各種業
務受託 ) 、ポスター、カタログ、POP、メディアサービス、雑誌、付録の企画・製造、単行本、電子書籍関連 ほか

住宅購入を検討の際に不動産会社店頭の
タブレットから、一度の入力で複数の金融
機関へ住宅ローンの仮審査を申し込むこと
ができる一括申込サービスです。

■ Smart Entry Tab®

トッパン独自の AI エンジンは、膨大な顧客
データを自動解析し、見込み客を発掘した
り、販促施策の精度を向上したりすること
ができます。

■ AI エンジン「KAIDEL」

「何度も旅したくなる日本」をコンセプトに、
さまざまな企業 / 団体とともに、観光立国・
地方創生の実現を目指す取り組みです。

■ 旅道 ® ■ GL FILM

ナノ化技術を世界で初めて建装材分野に採
用した Smart NANO テクノロジーにより、
化粧シートとして最高水準の表面性能を実
現しました。

■ Smart NANO®

当社が開発した電子レンジ用機能包材シリーズで
す。電子レンジにかけるだけで機能を発現し、「煮
る」「焼く」「蒸す」などの本格調理を可能にして、
生活者の時短や簡便調理のニーズにこたえます。

■ 楽ラクレンジシリーズ

優れたバリア性能、透明性、非金属性など
の機能面と高い環境適性が評価され、透明
蒸着バリアフィルムの世界トップシェア製品
として全世界で販売されています。

Technology Design Company

部材
複合
商材

受託
ビジネス

テクノロジーによるお客さまの課題解決

薄型化低消費
電力

低コスト 小型化軽量化高い
信頼性

多品種
少量生産

要素技術

トッパンの技術

デバイス技術



事業領域

企業像

行動指針

市場・顧客
4つの成長領域 5つの系

技術・ノウハウ

経営信条

企業理念

持続可能な社会
社会的価値創造企業

従業員 株主・投資家

お取引先 行政・自治体

活動の原則
国連グローバル・コンパクト
企業として尊重すべき普遍的原則

4分野10原則
活動の指針
ISO26000

社会的責任に関する国際規格
7つの中核主題

活動の目標
SDGs（持続可能な開発目標）
サステナブル社会の実現に向けた

17の行動目標

社会・地域社会

TOPPAN VISION 21

お客さま
（顧客企業、生活者）

研 究 開 発 トッパン の サ ステナビリティ

「印刷テクノロジー」を磨き、新技術を構築する
総合研究所では既存事業の収益力強化や環境経営の推進とともに、新市場を創出し高収益な製品を継続投入する

ため、「基盤研究」「商品開発」「技術支援」の 3 つの研究開発テーマを行っています。これらのテーマは、保有技術

とオープンイノベーションの融合によって、基盤技術の深耕・拡充や次世代に向けた研究開発も行っています。

社会から持続的に信頼される企業を目指して
トッパンは、「国連グローバル・コンパクト」を原則とし、組織の社会的責任に関する国際規格「ISO26000」を指針とし

て活動を進めています。「ISO26000」は、組織が取り組むべき事項として、組織統治、人権、労働慣行、環境、公正

な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画およびコミュニティの発展からなる「7 つの中核主題」を掲げています。

また「SDGs」を活動の目標として推進し、持続可能な社会に貢献する社会的価値創造企業を目指しています。

研 究 開 発 テーマ

高度な専門技術で
他テーマを支援

技 術 支 援
技術優位性の具体化

事業化推進

商 品 開 発

新事業創出の源泉

基 盤 研 究

エネルギー デジタル
コンテンツ ディスプレイ パッケージ

ライフ
サイエンス 半導体 光学部材

総合研究所外観

トッパンの研究開発は総合研究所を中心に行われています。総合研究所は、「印刷テクノロジー」をコアに新たな事業

創出に必要な新規技術に挑戦し、保有技術の幅を広げ深める「基盤研究」と、高いオリジナリティや競争優位のある

商材とするため、技術に基づく創意工夫を行う「商品開発」と、高度な専門技術で研究開発を支援する「技術支援」の

3 つから構成されています。これらの研究開発を進めるにあたり、国内外の有力企業や大学、研究機関との共同研

究も積極的に行っています。総合研究所は、このような活動からさまざまな「印刷テクノロジー」を進化・融合させて

技術を高め、事業部や事業開発部門と連携し、技術・市場両方の視点から新たなソリューションを提案しています。

総合研究所と事業部門の連携で生み出す新たなソリューション

トッパンのサステナビリティ活動はESG（環境・社会・ガバナン
ス）の観点で高く評価されており、「Dow Jones Sustainability 
Indices（DJSI） World Index および Asia Pacific Index」

「FTSE4Good Index Series」「FTSE Blossom Japan Index」
「MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）」など、さまざまなESG
投資指標の構成銘柄に選定されています。

社 会 からの 評 価

新宿新宿

田町（トッパン芝浦ビル）

杉戸高野台杉戸高野台
総合研究所

トッパン小石川本社ビル

飯田橋

新座（朝霞工場）

新越谷

秋葉原（神田和泉町ビル）

北千住

東京湾
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1900 年、当時の最先端印刷技術「エルへート凸版法」をもってトッパンは創業しました。「印刷術」が「印
刷技術」に進化し、そこにマーケティング・ＩＴ・クリエイティブ、さらにさまざまな加工技術が融合・進
化した姿を、トッパンでは「印刷テクノロジー」と呼んでいます。この「印刷テクノロジー」にお客さま視点
を加えることで、社会やお客さまの課題解決につながる「トータルソリューション」の提供を行っています。

グループ 総 合 力

トッパングループ各社の強みを結集
トッパングループは約 220 社、海外に約 150 拠点を展開。各社独自の競争力を発揮するとともに、所有する経営資

源の有効活用と強みを活かした連携で、さまざまなソリューションを提供していきます。海外においては、「欧州・米

州・中国・東南アジア」4 極の事業体制を構築し、グローバルビジネスのさらなる拡大を目指しています。

グループ 紹 介

5拠点

中東

35拠点

欧州

86拠点

アジア

19拠点

北米

3拠点

南米2拠点

アフリカ

主なグローバル拠点数 151拠点

ほか

※日本国内拠点を除く（2021年3月末現在）

1兆4,669億円連結売上高 （2021年3月期）

52,401名連結従業員数 （2021年3月末現在）

587億円連結営業利益 （2021年3月期）

224 社グループ社数 （2021年3月末現在）

1,216件グループ特許公開件数  （2020年度） ※持分法適用会社を含まず 

トッパンフォームズは凸版印刷とカナダのムーア社の合弁会社と
して1965 年に誕生以来ビジネスフォームのリーディングカンパニ
ーとして、情報を核に事業展開しています。

お客さまのご要望にお応えしながら、印刷技術を活かしたモノづ
くりを進めています。書籍や雑誌などの出版印刷、カタログやパ
ンフレットなどの商業印刷を中心に事業を展開しています。

教科書出版のリーディングカンパニーとして、小・中・高校教科
書発行部数は業界首位。一般書籍も手掛ける総合出版社であり、
ICT 事業、評価事業等にも積極的に取り組んでいます。

タマポリは、最新の設備と生産技術で次世代のフィルム開発に挑戦
しています。特にポリエチレンを主原料とした高精度特殊フィルムは、
食品パッケージなど、さまざまな生活シーンで採用されています。

トッパントラベルサービスは、ビジネストラベルマネジメント（BTM）・
出張・業務渡航・団体旅行・企業活動や研究活動等に関連するビジ
ネスイベント（MICE）など、お客さまの旅行をトータルサポートします。

トッパンインフォメディアは、ラベルや磁気などのインフォメーションメディ
ア系、ラベラーなどのマシナリー系、研磨剤などのケミカル系の各事業
を通じて、お客さまの生活を豊かにする製品とサービスを提供しています。

フレーベル館は児童図書、保育図書の出版および、幼稚園・保
育所に向けた保育用品、教材、遊具などの開発に携わり、子ど
もたちの健やかな育ちに役立つ商品を提供しています。

トッパン・コスモはトッパングループ唯一の商社として豊富なリソ
ースを活用し、お客さまのビジネスを加速させるソリューションを
提案します。

トータルメディア開発研究所は、企業や地域の文化資産を活か
し、ミュージアムをはじめとするコミュニケーション環境づくりを
通じて、お客さまの抱えるさまざまな課題を解決します。

ワンマイル・イノベーション・カンパニーとして、2019年4月、マピオン
にShufoo! 事業を統合して誕生。Mapion、Shufoo!、aruku&（ある
くと）、ケータイ国盗り合戦、ふたりの等のサービスを運営しています。

T&T エナテクノは、リチウムイオン二次電池の各種外装材を製
造・販売し、世界初の外装材トータルサプライヤーとして事業拡
大を目指します。

「アートを通じて社会に貢献する」ことをミッションに掲げ、「臨
床美術」が創る健康で感性豊かな未来を提案し、よりよい社会
づくりに貢献することを目指しています。

東洋インキグループはサイエンスカンパニーとして、グローバルな
視点でさまざまな文化や人々の役に立つ生活文化創造企業を目
指しています。

BookLive は、蔵 書 数、国 内 最 大 級 で ある電 子 書 籍ストア
「BookLive!」を運営し、いつでも、どこでも、誰にでもお使い
いただける電子書籍サービスの提供をしています。

1拠点

オセアニア
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専門領域に特化した共創空間

■ L・IF・E 〈秋葉原〉※

共創空間 “L・IF・E”（ライフ）は、もしも＝if から発想し、
未来の生活者のくらし＝Lifeを、お客さまと共創するため
の空間です。パッケージ・建装材をはじめとするトッパンの
ソリューションを多数ご用意しています。

文化活動におけるコミュニケーションスペース  〈小石川〉

■ 印刷博物館

印刷の歴史的な役割や意義を広く社会に発
信することを目的にトッパンが運営する博物
館。常設展や企画展を行う展示室、P&Pギ
ャラリー、印刷工房などがあります。

■ トッパンホール

多くの木材を使った空間、一体感を生むステ
ージ、ゆとりのある客席が特徴のコンサート
ホールで、お客さまや国内外のアーティスト
などから高評価を得ています。

■ トッパンVRシアター

トッパンの高精細画像処理技術、カラーマネ
ジメント技術および立体形状計測技術による
文化財VRをご体験いただき、新しい事業を
創造するシアタールームです。

VR作品『故宮VR《紫禁城･天子の宮殿》』
■製作・著作：故宮博物院/凸版印刷株式会社

※ご見学は担当営業までお問い合わせください。

観光立国・地方創生の共創・発信スペース

「NIPPON GALLERY TABIDO MARUNOUCHI」
は、観光立国・地方創生の実現に向けて、日本各地にある
国宝や重要文化財、観光資産の魅力を最先端の表現技術を
用いて体験できる、情報発信と価値創造の共創拠点です。

■ NIPPON GALLERY  TABIDO MARUNOUCHI 〈丸の内〉※

「社会的価値創造企業トッパン」を総合的に
ご 紹介

■ PLAZA21 〈札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡〉※

「PLAZA21」では、トッパンが提供する製品やソリューションを総合的に展示しており、
体験を通して、お客さまの課題解決に向けたトータルソリューションをご提案します。全
国にも展開しており、各拠点の特徴に合わせた展示を行っています。

〈東京〉

オープンイノベーションを生み出す共創空間

WA Oは、オープンイノベーションを生み出すためのワークスペー
ス。多様な知恵やリソースが交ざり合い、可能性をカタチにして
いくための共創空間です。

■ WAO-KOISHIKAWA® 〈小石川〉※

会 社 概 要

■西日本事業本部
大阪府大阪市北区中之島 2-3-18 〒 530-0005

関西事業部
大阪府大阪市北区中之島 2-3-18 〒 530-0005
営業所： 北陸  京都  神姫  滋賀

九州事業部
福岡県福岡市中央区薬院 1-17-28 〒 810-0022
営業所：  北九州  佐賀  長崎  熊本 
大分  宮崎  鹿児島  沖縄

中四国事業部
広島県広島市安佐南区祇園 3-26-30 〒 731-0138
営業所： 福山  松江  岡山  山口  
高松  松山  高知

■中部事業部
愛知県名古屋市西区野南町 19 〒 452-0847
営業所： 静岡  浜松  長野  松本

■東日本事業本部
宮城県仙台市泉区明通 3-30 〒 981-3296

東日本事業部
宮城県仙台市泉区明通 3-30 〒 981-3296
営業所：  青森  盛岡  秋田  山形  郡山  新潟   
水戸  宇都宮  高崎  大宮

北海道事業部
北海道札幌市西区二十四軒 4 条 1-1-30
〒 063-8555
営業所： 道東  函館

■本社
東京都文京区水道 1-3-3 〒 112-8531

■総合研究所
埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南 4-2-3 
〒 345-8508

■情報コミュニケーション事業本部
東京都文京区水道 1-3-3 〒 112-8531
営業所： 千葉  横浜

■生活・産業事業本部
東京都台東区台東 1-5-1 〒 110-8560

■エレクトロニクス事業本部
東京都港区芝浦 3-19-26 〒 108-8539
営業所： 京都  西日本

　オルタス事業部
東京都日野市旭が丘 2-8-7 〒 191-0065
営業所：京都

所 在 地 一 覧

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ

札幌工場＊／仙台工場＊／嵐山工場＊／坂戸工場＊／朝霞証券工場＊
／朝霞工場＊／BPOスクエア＊／川口工場＊／名古屋工場＊／滝野証
券工場＊／滝野工場＊／福山工場＊／福岡工場＊／羽村情報センター＊

株式会社トッパンパッケージプロダクツ

千歳工場＊／仙台工場＊／群馬センター工場＊／相模原工場＊／深谷工
場＊／幸手工場＊／三ヶ日工場＊／松阪工場＊／滝野工場＊／福崎工場＊
／福岡工場＊／玉名工場＊

株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ

新潟工場＊／朝霞工場＊／滋賀工場＊／三重工場＊／高知工場＊／
熊本工場＊

主 な 国 内 生 産 拠 点 ＊印は ISO14001 取得工場

所在地 （本店）
東京都台東区台東 1-5-1
〒 110-8560  

（本社事務所）
東京都文京区水道 1-3-3
〒 112-8531

明治 33 年（1900 年）

代表取締役社長　麿 秀晴

104,986（百万円）

連結 52,401 名
（2021 年 3 月末現在）

事 業 概 況

創業

代表者

資本金

従業員数

コミュニ ケーションス ペ ース

18


	toppan_会社案内_2021_0910

