ご あ い さ つ
私たちソーゴー印刷は1954年に創業しました。当時は謄写印刷。今ではほとん
ど見かけませんが、「ガリ版」と呼ばれる印刷方法によって、一枚一枚手作業で印
刷作業が行われていました。その後、印刷技術はめざましく進歩。今ではどの印
刷会社もすっかり自動化やデジタル化が進んでいます。
そんな中にあっても、印刷業の果たすべき役割は少しも変わることがありませ
ん。それは
「価値ある情報を創造、発信、記録する」こと。ソーゴー印刷は昔も今
も、「価値ある情報」を世に送り出すことにこだわり続けています。
今日の世の中は、「言葉」「文字」「印刷」に続く「第4次情報革命」とも呼ばれて
います。インターネットによって、情報流通量が爆発的に増え続けているのです。
激増する情報の中、今ほど「価値ある情報」が求められている時代はないと言って
よいでしょう。
ソーゴー印刷は長年培ってきた情報編集力を活かし、紙媒体と電子媒体を効果
的に組み合わせた商品開発を行っています。フリーマガジン「月刊しゅん」
（1998
年創刊）、道民のための雑誌「northern style スロウ」
（2004年創刊）。両媒体を核
に、「価値ある情報」を創造、発信するために、多様な能力を持つ人材を育成し
ています。
ソーゴー印刷は十勝帯広に本拠を置きながら、これからも地域の成長・発展の
ために「価値ある情報」を伝え続けてまいります。
お客様、読者様、並びにソーゴー印刷を支えていただいている皆様に、今後と
も変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

PRODUCT
CATALOG
2022

ソーゴー印刷 株式会社

高 原

代表取締役

ソーゴー印 刷 株 式 会 社 商 品カタログ2 0 2 2

1

淳

ソーゴー印刷 株式会社
●オンラインツアー企画
●オンラインイベント企画

組織相関図

●ホームページ制作

●写真撮影

●ライブ配信

●ECサイト構築

●映像制作

●ツアー造成

印刷、出版を中心として、さ

写 真・動 画

WEB

部署がお互いに連携し、協力
し合うことで、さらに大きな

●空撮
（ドローン）

旅 行業

まざまなプロの技術を持った
●社内システム構築

●SNS運用フォロー

力を生み出します。

●翻訳

●Slow Life HOKKAIDO
（国内・海外客向け旅行サイト）
●電子書籍
●りくらす
（移住）
●わくらす
（就職）

●名刺

出版

印刷

●northern

（雑誌・書籍）

●カード

style スロウ

●スロウな旅

北海道

●はがき
・DM

●スロウな旅

北海道別冊

●封筒

●チビスロウ

●伝票

●自費出版

●Keran
●自費出版

●チケット
・商品券

Keran 十勝・釧路

●クナウアーカイブ

●チラシ・
フライヤー

●クナウムックシリーズ

●パンフレット
●ポスター
●賞状
●会社案内
●冊子

●スロウ村の仲間たち

●パッケージ

デザイン

●ステーショナリー
●ノベルティ

広告
マーケティング

●スロウなお買い物展
●式典

イベント

●ブライダルアイテム

他
●エディトリアル

●ブランディング

●月刊しゅん

●グラフィック

●コンセプトメイク

●しゅんプラス

●パッケージ

●講座・セミナー
●月刊しゅんフェスタ
●十勝ファーマーズマーケット

●トカチェキ！

●WEB、
SNSパーツ

2

3

印 刷

「紙に刷る」だけが印刷ではありません。商品パッケージや販売促進、開業・開店・開院準備、
ノベルティ等の制作など、総合的にお客様のお手伝いをいたします。

ノベルティ

PRINTING

＊タオル
＊手ぬぐい
＊Tシャツ
＊ウインドブレーカー
＊うちわ
＊ティッシュ etc

ショップアイテム

パッケージ

＊メニュー

＊ショップカード

＊クーポン券

＊伝票

＊名刺

＊のぼり etc

料理も加工品もすべて手作りなので、柔らかいタッチのイラストで「手作り感」を表現し
ています。花やハーブが大好きな女性たちが作っている商品だということが伝わるよう、
ピンクや花柄を使って「カワイイ」デザインを目指しました。

どこまでも広がる青い空。ゆったりと広がる緑
の牧草地。ブラウンスイス牛を育む十勝の自然
の雄大さを大胆に色で表現。そこから生まれる
健康的な加工品であることがひと目で伝わるよ
う工夫しました。

熊肉という馴染みの薄い商品なので、観光客
を意識したインパクトのある箱にしました。
「まず手に取ってもらえるようなデザイン」と
いうテーマで制作しました。

社史・記念誌

フード・アクション・
ニッポンアワード2016受賞

ヒアリングをしっかり行い、自社の編集者とカメラマンが、取材や文章作成、写真撮影を行い制作するので、
オリジナリティーの高いアイテムに仕上がります。

社会福祉法人 真宗協会様

山本忠信商店様

創立70周年 記念誌

株式会社上富農産様社史「上富農産の歩み」

ステーショナリー

真宗協会様の歴史を知るべく、当社編集チームが自ら図
書館や各方面において情報収集を行い、その情報を元に
取材・執筆までを一貫してお任せいただいて完成した記
念誌です。

▲ ブロックメモ

▲ ポストカード

▲ ルーズリーフノート

▲ ノートブック

＊名刺

＊各種封筒

＊パンフレット

＊各種カード

＊はがき・DM

＊チラシ・フライヤー

＊カレンダー

＊賞状

＊挨拶状・年賀状

＊会社案内

＊チケット・商品券

＊自費出版

印刷物に関するお問い合わせは
TEL

4

「上富農産の足跡を記録に残そう」と、社史制作の依頼を
いただきました。写真と文章がメインとなりつつ、遊び
心のあるコラムページも設けて、飽きないデザインを心
がけました。

0155-34-1281

etc.

KUNAW MAGAZINE
出版・Webメディア・印刷物制作

クナウムックシリーズ

「クナウマガジン」では雑誌『northern style スロウ』などの出版の他、Webメディア
「スロウ日和」の運営、デザイン力・編集力を活かした印刷物制作などの仕事を承っています。
※各媒体の価格は公式HP（n-slow.com）を参照ください。

クナウノンノ
アイヌ語で
「福寿草の花」の意。

北海道の魅力を
集めた季刊誌

スロウな旅 北海道シリーズ
クナウムック新シリーズ
が登場。専門書でも、た
だの旅行書でもない、気
軽に手に取れて、知識欲
もほど良く満たしてくれ
る本。「人」をキーワード
に、シリーズ第一弾は自
家焙煎珈琲のお話をお届
けします。北海道のコー
ヒーの歴史的背景、焙煎
に向き合う人の思いなど
を掘り下げました。

「北海道の旅」をテーマに、2015年に創刊されたシリーズ。北海道の魅
力を感じながら、ゆったりと楽しむ旅を提案しています。現地を訪れ
たかのような旅の気分をお楽しみください。エリア版は旭川・東川、知
床、ニセコ山麓、小樽、富良野・美瑛、函館が発売中。
B5変形判／オールカラー 144ページ

A5判／オールカラー 152ページ

2004年創刊の季刊誌。編集スタッフが直接、北海道各
地を訪れて取材。心に響き、共感できた暮らし、人、も
のなどの物語で全ページを構成。毎号独自の視点、切り
口で展開している巻頭特集からは、私たちの暮らす北海
道のすばらしさ、可能性が感じられることでしょう。

スロウ公式
キャラクター
「こぞう」

心があったまる人・店・景色に
出会える、北海道のウェブメディア

A4判／オールカラー 190ページ

http s://sl owb i y or i .com
スロウ日和編集部おすすめ！新しい北海道を知る
WEBマガジン。スロウ日和編集部の視点で、薪窯
パンや自家焙煎珈琲など、心があったまる北海道の
情報をマガジン風のレイアウトで毎月お届けします。
クナウマガジンの書籍に掲載している記事の他、ス
ロウ日和だけのオリジナル記事も無料で読めます。

69号 2021年10月25日発行

68号 2021年7月25日発行

北国のサイロは今

ここから始める、
まちづくり

67号 2021年5月25日発行

66号 2021年2月25日発行

小さな菜園を
持ったなら

思いを叶える場所へ

北海道 スロウなお買い物
誌面に登場する人たちが作り出すモノを、
自宅に直接取り寄せられるのも特徴のひ
とつです。スロウでは創刊当初から通信
販売を行っており、掲載商品をWebサイ
トにて購入することができます。

クナウマガジン印刷物制作事例
下川町／パンフレット制作

通販サイトはこちら

チビスロウ
北海道の魅力をさらに掘り下げたいと実現させ
たスロウの地域版。バッグにも入る、小さなサ
イズのチビスロウです。
これまでに28冊を発行しています。
A5判／オールカラー 52ページ
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鶴居村／パンフレット制作

移住者インタビュー
BOOK

鶴居村の
ワーケーション

移住促進で注目を集める、下川
町。2019年から毎年掲載してき
た本誌記事と、2020年より始
まった連載「下川町便り」、それ
から下川町の移住情報サイト「タ
ノシモ」に掲載されている移住
者インタビューを1冊にまとめた
冊子を制作しました。

鶴居村のWiFi完備かつ居心地抜
群の長期滞在型の宿、ワーケー
ションのモニターツアーレポー
ト、地元の食材をたっぷり使っ
た電源使用OKの飲食店などを、
この1冊にまとめました。デジタ
ルブックもあります。

クナウマガジンに関するお問い合わせは
TEL 0155-38-4188

MAIL kunamaga@sogo-printing.com

ADVERTISEMENT

ソーゴー印刷では2007年より
毎年自社主催のイベントを開催しています。
1回のイベントでの来場者数は最大8,000人に及ぶことも。

自社イベント

広告＆マーケティング

2007

きらり☆フェスタ（旧マイステージ北海道）

2008

月刊しゅん創刊10周年 大感謝祭

自社媒体での広告出稿をはじめ、さまざまなコンテンツの創造を通じて、

2009

美と健康フェスタ2009

企業様と地域の人々を繋ぎ、販売促進を支援します。

2010

月刊しゅん夏まつり

2011

美と健康フェスタ2011

2012

美と健康フェスタ2012

2013

月刊しゅん創刊15周年 大感謝祭

2016

ぺこぐぅこどもまつり
スロウ村の仲間たち2016

2017

十勝を代表する
フリーマガジン

2015

月刊しゅんフェスタ2017
ぺこぐぅこどもまつり
スロウ村の仲間たち2017

2018

月刊しゅん20周年 大感謝祭
スロウ村の仲間たち2018

スロウ村の仲間たち2013

2014

美と健康フェスタ2016

十勝ブランド肉 焼肉祭り2014

2019

スロウ村の仲間たち2019

スロウ村の仲間たち2014

2020

デジタルスロウ村

十勝ブランド肉 焼肉祭り2015
スロウ村の仲間たち2015

創刊は1998年。2021年12月までに、281冊を
重ねてきた十勝を代表するフリーマガジン。企
画主体の月刊しゅんは、広告主にとっては効果
性の高さが、読者にとっては十勝を楽しむ上で
欠かせない本として、保存率の高さを誇ります。
AB版／オールカラー 月1回発行 無料
●発行部数約127,000部
●十勝全域約85%以上の世帯に個別ポストイン

イベント運営

講座・セミナー

自治体のイベント運営、式典、落成式などの企画、準備から
当日運営までを、自社イベントを通して得たノウハウを活か
しながら一貫して行います。

一般、企業様向けに、プロの編集者による文章の書き方、自
社カメラマンによるカメラ講座など、本格的なセミナーを開
催しています。

毎号、
「食」の企画
が 充 実。 季 節 の
行事やショッピン
グ、美容、住まい
の情報なども。

しゅんプラス

しゅんWEBサイト トカチェキ！

「月刊しゅん」の読者に向けた会員登録制の参加型組織。商品
モニターや試食会、座談会、読者モデルなどを通して、十勝
の生活者を企業や商品、誌面の企画などとマッチングさせま
す。

月刊しゅんによる、十勝を応援するWEBメディ
ア。各店のSNSに投稿した記事をまとめて見る
ことができる「ライブニュース」や、月刊しゅん
では見られない特別コンテンツなど、十勝の身
近な情報と、毎日の楽しみをお届けしています。

広告に関するお問い合わせは
TEL

0155-34-2233

MAIL

info@shun.tv

士幌町 様 ／銀河の里 TRE E FE STIVA L 様
デザイン各種／パンフレット各種／看板／ホームページ
月刊しゅん広告 他

企画立案／実行委員立ち上げ／予算編成／デザイン各種
印刷物各種／月刊しゅん広告／当日運営 他

2017年4月に新しくオープンした道の駅ピア21しほろ。その
開業に合わせて士幌町の魅力を再度伝えるプロジェクトを実
施しました。道の駅以外にもスーパーや飲食店、移住者など、
今まであまり知られていなかった士幌町の一面を掘り起こす
ような内容を意識しました。

林業や製材業が盛んな十勝で、今までに無かったイベントを
開催。実行委員召集から予算確保、PR、運営まで幅広く役割
を担いました。※FM WING様との共同企画
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P HO T O & M O V IE & STREA M

様々なシチュエーションでの撮影が可能です。

ペット

ＣＭなどのプロモーションツールの第一印象を左右する写真や動画は、

美容

イベント

式典

学校

商品

景色

仕事

人物

料理

写真・動画

写 真

あらゆるシーンの大切な瞬間を鮮明に記録します。
プロが撮影した写真や動画で積極的な広告を展開してみませんか？
建築物

決まった形式ではなく、お客様のニーズや
特徴に合わせた動画作品を制作することができます。

動 画
地域
紹介
観産
光業
PR

JICA帯広様「十勝農業､リーダーの系譜」

研
画
観修
光動
PR

海外向けオンライン研修用動画

バ観
ラ光
エPテRィ

月刊しゅん しゅんの食卓調理動画

H観o光
w PTRo

帯広市図書館「電子図書館」利用案内動画

観
観光
光P
PR
R

鶴居村観光協会様 観光PR動画（英語字幕版）

記
観念
光動
P画
R

北海道損害保険代理店協会帯広支部様
創立40周年記念動画

地域の特徴や良さをしっかりととらえて撮影しています。（更別村／1月撮影）

配 信

適切なライティングを施すと
料理の表情が引き立ちます。

ドローンによる空撮は
表現の幅を広げます。

10

カタログや通信販売では写真によって
売り上げも変化します。

ZoomやYoutube LIVEなどを使用した
オンライン配信の企画・運営・代行などを承ります。

とみおかクリーニングの本出版記念トークライブ

「おうちからMEET TOKACHI」番組ライブ配信
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WEB DEVELOPMENT

MY LIFE BOOK

ウェブサイト制作

自分史

WordPressやShopifyを活用した、気軽に更新できる

趣味で撮影した写真を作品集としてまとめたい、

「使える」「効果がある」サイトを制作しています。

自分の歩みを一冊の本にして残したい。そんな想いをカタチにします。

な か ふ ら の 観 光協 会 様

FM WIN G 様

誰にでも作れます
本として形に残しておきたい想いはありませんか？

1冊20Pから
制作OK！

自分史は誰かに想いを伝えるツール。
どんな想いでも構いません。

まずはお気軽に
資料請求を。

「本として残したい」、その想いが自分史づくりの初めの一歩です。
あなたの歩んできた道のりが、
きっと誰かのためになるはずです。

n a ka f u ka n ko. com

f mwi ng .co m

「なかふ」でじっくり長期滞在をしてほしい、
という思いを表現。弊社の取材技術を活か
したコンテンツにもご注目ください。

地域のコミュニティ FM局らしく、親しみのあ
るデザインにこだわり、社員の方が日々簡単
に更新できるよう構築をいたしました。

本棚に置きたくなるデザイン
素敵な装丁が施されている本は何度も読み返したくなるもの。
本棚の中にあってキラッと光るデザインが、
あなたの自分史の存在感を際立たせてくれることでしょう。

相互電業株式会社様

スタジオ ZERO 様

大切な人生の物語にささやかなアクセントを
添えられることを願い、本の「顔」をデザインしました。
お気に入りのひとつをお選びください。

30種類以上のデザインから
お選びいただけます。

さまざまな講座で本づくりが学べます
本づくりに必要なスキルは、弊社がご用意する
さまざまな講座で学ぶことができます。
w w w. s o u go d g. c o. jp

studi o ze ro -dance .co m

採用につながるサイト作りを実施。社員の顔
が見える安心感があるサイトです。社長にイ
ンタビューをし、文章構成を行いました。

十勝のダンススタジオ。対象年齢別のクラスに
ついて詳しく説明し、入会を検討している方が
安心して申し込みができるよう工夫しました。

文章を書く、写真を撮る、レイアウトといった直接的なノウ
ハウから、料理、英会話、動画、インタビューなど、周辺知
識が取得できるものまで、さまざまな講座を開講予定。
単発でも連続でも、お好きなスタイルでご受講可能です。

WEBサイト制作に関するお問い合わせは
TEL

0155-34-1281

MAIL

web@sogo-printing.com

自分史に関するお問い合わせは
WEB

https://mylifebook.jp

TEL

0155-38-4188
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MAIL

mylifebook@mylifebook.jp

TOUR

オンラインツアー

海外PR・ツアー造成

リアルツアーのコンセプトでもある「あの場所で
暮らすあの人に会いにいく旅」を、オンラインに
も落とし込み、温かさを感じるツアーを展開して
います。

主に東南アジアへ向けて、北海道の観光情報を発信しています。
企業様の海外PRのサポートも行います。
2019年1月からは道民でも、海外の旅行者でもグッと心に残る、
体験型・滞在型ツアーの企画・運営を始めました。

2021年2月に実施した「なかがわの森から届く香
りと手仕事」では、森の案内と、森で採取したト
ドマツの枝を使った自宅でできるクラフトワーク
ショップをセットにし、その土地の空気感を感じ
られるツアーを行いました。

ツアー

se

ason

se

春・夏

ason

春・夏

ツアー販売サイト
英語版と日本語版の2つのウェブサイトで、
弊社が企画するツアーの予約受付、
北海道の観光情報の発信を行っています。
Facebook、Instagram、YouTubeとも
連動しているため、
さまざまな国籍の方からメッセージが届きます。

おいしいチーズの生まれるところ

太四郎の森のティータイム

北海道に住んでいても「放牧」の酪農場を見る機会はそう多く
ありません。放牧牛乳は、四季の移ろいと共にほのかに風味
が異なります。自然のサイクルの中で生きる牛や牧場主と出
会い、フレッシュなモッツァレラチーズ作りも体験します。

se

泉幸洋さんが創り上げた「太四郎の森」。至る所から泉が湧き、
春から秋にかけてさまざまな野花が咲き誇る森を、泉さんの
ガイドと共に散策します。森の中に建つ手づくりの東屋では、
自然茶と十勝銘菓で優雅なティータイムを。

ason

se

冬

ason

通年

英語版

slow-life-hokkaido.com

日本語版

slow-life-hokkaido.com/ja

海外プロモーションサポート
翻訳・通訳

シロップを採りに、森に出かけよう

ぬかびら冬ごもり

舞台は人里離れた白糠町の森の中。ブルーベリー農園を営む
横田宣伯さんと一緒に森へ入り、樹液採取を体験します。イ
タヤカエデの樹液を採取できるのは、冬の1ヵ月間だけ。希
少なシロップを使った贅沢ランチもお楽しみください。

パンフレットやPOPの翻訳、外国人ゲス
トがいる場での通訳業務を承っています。

山々に囲まれた糠平温泉郷で一日を過ごす「山ごもり」ツアー。
スノーシューハイク（冬季）やダウンヒル（夏季）などのアウト
ドアアクティビティを楽しんだ後は、喫茶店でランチ。温泉
入浴やおやつの時間を自由に過ごしたら街に戻ります。

ブロガー招聘

トラベルフェア等の出展をお手伝いします。 台湾やマレーシアのインフルエンサーを
現地の企業視察や市場調査も行えます。
招き、地域の魅力をSNSで発信します。

海外PRやツアーに関するお問い合わせは
TEL

14

海外イベント出展

0155-38-4188

MAIL

slh@slow-life-hokkaido.com
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N O V E LT Y G O O D S

DESIGN

ノベルティグッズ

デザイン

お世話になっているあの人へ。いつも気にかけてくれるあの人へ。

長年培ってきた取材・ヒアリング力から、

実用的でデザインも素敵な、相手に喜んでもらえる贈り物を作ります。

モノやコトが持つ「良さ」を効果的に伝えます。

平たいやせ形
ボールペン

プロダ クトデザイン

本やノートに挟んでも
邪魔になりにくい、
ボディが平たいボールペン。
グッドデザイン賞も
受賞しています。

ロゴデザイン
KOSMOS FARM 様

光るキーホルダー

日高山脈とブラウンスイスの頭
をモチーフに制作しました。裾
野の広がりで清水町らしさを表
現し、牛と人の幸せや健康が末
広がりになってほしいという願いを込めています。

LEDが付いているので、
夜間の帰宅時や
探し物をするときに重宝します。

便利なふせんブック

ブロックメモ帳

高級感のある合皮のケースに、
便利な大小サイズのふせんを入れて。

側面に総柄をプリントした、
使うたびに楽しくなる
メモ帳です。

奥原商会 様

株式会社アミューズ 様
小関裕太カレンダーデザイン

両側面を見せることで、品質に
対して自信と責任を持ってい
る と い う こ と を 表 し、 さ ま ざ
まな事業を手がけていることを、
パーツが集まって「O」を形成し
ていることで表現しました。

俳優の小関裕太さんの2021-2022カレンダー
「FOUR SEASONS」
のデザインを担当しました。26枚両面のデザインが同じにな
らないように工夫し、季節の移り変わりとともに背景色も徐々
に変化していくよう制作しました。

スマートなUSB
展示会や説明会の
配布資料のデータを
入れて渡せば、ペーパーレスで
とってもスマート！

SNSデザイン／運用
品名

〜 100

〜 200

〜 300

〜 400

〜 500

15000

＠140

＠130

＠120

＠110

119000

＠1180

＠1170

＠1160

＠1150

ケース入りふせん

30000

＠290

＠280

＠270

＠260

LEDキーホルダー

35000

＠340

＠330

＠320

＠310

モバイルバッテリー

200000

＠1990

＠1980

＠1970

＠1960

クリアケース

41000

＠390

＠380

＠370

＠360

ブロックメモ
（5cm角）

36000

＠300

＠290

＠280

＠270

ラペルボールペン
USB（8GB)

すべてデザイン費込みの価格です。
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注意事項
・消費税は別途申し受けます。
・納期はデザイン確定より
2〜3週間となります。お急ぎの
場合は御相談ください。
・デザイン内容によって追加料金が
必要なものがあります。
・ノベルティの素材は、
当社指定のものになります。
・廃盤などにより、素材の型が変更
になる場合があります。在庫状況
は事前にお問い合わせください。
・カタログに掲載されていない
素材での制作をご希望の場合は、
お問い合わせください。

Photoli様

アイスム様

@photoli̲info

写真が好きな方に向けてもっと写真が楽しくなるコンテンツ
をお届けするWebメディアのInstagramのデザイン制作を担当。
雑誌のように見せるデザイン「インスタマガジン」というジャ
ンルの先駆けとなりました。

@ism̲desk

「食」を楽しみ、笑顔を届けるメディア、アイスムのInstagram
のデザイン制作を担当。レシピの読みやすさを意識して余白
を感じられるレイアウトにし、それぞれのコラムの雰囲気に
合わせた色合いとデザインを心がけています。
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会社概要

■ 広告・出版事業へ
「価値ある情報」
を創業の精神とする当社は、
「注
文通りに印刷するだけの印刷業」
から脱皮しようと

About Sogo Printing

さまざまな試みを行うようになっていきました。
「絵柄印刷済みの年賀はがき10枚セット」を全国
所

在

地

電 話 番 号
F

A

設
代

表

X

北海道帯広市西16条北1丁目25

0155-34-1281
0155-34-1287

立

1954年8月

者

高原

従 業 員 数

淳

60名（パート6名含む）
※2021年12月現在

に先駆けて発売したり、1974年頃の幸福駅ブーム
に乗って
「愛の国から幸福へ・レターセット」を開
発するなど、ユニークな商品を発売。商品開発は
紙製品に留まらず、Windows版家系図作成ソフト

1998年創刊。
十勝の生活情報誌として
定着した
「月刊しゅん」
。

「家康」
（1995年）
にまで及びました。
一大転機となったのは、1998年、フリーマガジ
ン
「月刊しゅん」の創刊でしょう。帯広市及び周辺
エリア7万5000世帯全戸宅配（現在は十勝全域約

のあり方、コミュニケーションのあり方を大きく

13万世帯）に無料配布する媒体を創刊したことは、
日邦総合のソーゴーであり、
「曽我」とも語感が近

■ 創業の精神

いことから、都合よくお客様が聞き間違えてくれ
たようです。思考の柔軟性に富み、曖昧さをあえ

ソーゴー印刷の原点は1954年、昭和謄写堂の創

てよしとする我が社の社風は、もしかすると合併

業に始まります。当初は謄写版と原紙と鉄筆、そ

当時の社名から始まったのかもしれません。

れにシンプルな印刷機を使った小規模な情報発信
業でした。
「我々は紙にインキを乗せる商売をして

変えることとなりました。そんな中、当社は
「紙媒

無謀と思えるほどの冒険でした。バブル崩壊後地

体」
「電子媒体」
「リアル体験」
の効果的組み合わせを

方経済が疲弊する中、
「地域を活性化させる広告プ

研究し、お客様に提案しています。

ラットフォームが必要だ！」
。そんな熱意が新事業

従来からの印刷事業に加え、1998年から始まっ

を軌道に乗せ、徐々に地域に欠かせない媒体とし

た出版・広告事業。2006年からはエリアマーケ

て認められるようになっていきました。

ティング事業に取り組むようになり、各種マーケ

2004年には雑誌
「northern style スロウ」
を創刊。

ティングリサーチやイベントの主催・企画も扱う

スローライフという言葉が広がりつつあったこの

いるのではない」
。創業者が繰り返し語ったこの言

ようになっています。2016年には、
「北海道十勝

時期、本当に北海道らしい暮らしとは何か、採算

葉は、印刷を通じて価値ある情報を創造しようと

仕事の本 わくらす」
「北海道十勝 移住の本 りくら

を度外視して丹念に取材し一冊の本にまとめてい

してきた当社の基本姿勢を表しています。

す」を相次いで創刊。さらに、第2種旅行業に登録

ます。中央に偏りがちな出版文化の中で異彩を放

現在のソーゴー印刷は1972年、
（有）日邦総合印

（2018年）
。旅行事業やUIJターン促進事業に関わる

つ雑誌として注目を集めるようになりました。

刷
（昭和謄写堂→日邦社高原印刷所→日邦総合印刷）

2004年創刊。
北海道の真の魅力を伝える雑
誌
「northern style スロウ」
。

ようになりました。

と曽我印刷
（株）とが合併してできた会社です。当

時代は変わっても、地域を活性化させるコミュ

時、前身の2社はそれぞれ多くのお客様を抱えてい

ニケーションツールを開発、提案することが我が

■ 地域活性プロモーターとして

ました。社名変更による混乱を最小限にするため

1970年前後までは活版印刷が主流でした
（活字棚から活字を拾っているところ）
。

…と名付けられたのが
「ソーゴー印刷」という社名。

社の最大の使命。これからも柔軟な発想力からユ

インターネットによる第4次情報革命は情報発信

ニークな新商品を生み出していきます。

ソーゴー印刷 社史（1954-2021） Company history
1954 昭和謄写堂創業（代表・高原広）文字物印刷を中心に創業
1960 日邦社高原印刷所と改称
1965 （有）日邦社高原印刷所に組織変更
1969 （有）日邦総合印刷と改称
1970 オフセット印刷開始
1972 曽我印刷（株）と合併、ソーゴー印刷（株）と改称
1974 紙器（パッケージ類、型抜）開始
1977 連続帳票用フォーム印刷開始
1981 電子組版システム導入
1990 組版編集システム導入
1992 DTP（マッキントッシュ）導入
1995 家系図作成ソフト「家康」発売
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1998
2000

生活情報誌「月刊しゅん」創刊
CTP一式導入、工程管理システム「管太郎」導入
プリントショップ「しゅん」開店

2002 「家康V2」発売
プリントＴシャツ発売開始
「チビスロウ」創刊
2004 「スロウ」
2005 「スロウ」がジャグラ作品展で経済産業大臣賞受賞
2006 エリアマーケティング事業開始
2006 「記憶の中の風景」がジャグラ作品展で
厚生労働大臣賞受賞

2007 「第1回きらり☆フェスタ」開催
2008 「しゅん創刊10周年大感謝祭」開催

2009
2010

ムック「とかちマメスロウ」創刊
電子書籍「オソツベツ原野の廃屋から」出版（英語版・Kindle）
雑誌「旅しゅん」
「keran keran」創刊

2012 「スロウ十勝」創刊
2013 イベント「スロウ村の仲間たち」初開催
「ぺこぐぅ」創刊
2014 「北海道移住」台湾版発売、

「りくらす」創刊
2016 「わくらす」
（マレーシア版）創刊
2017 「Slow Life HOKKAIDO」
2018 「十勝ファーマーズマーケット」開催
北海学園大学人文学部と連携協定締結
第2種旅行業登録

2019
2020

web、動画、空撮事業本格化

日印産連「じゃぱにうむ2019」の事例発表企業に
地域ポータルサイト「トカチェキ」開設
WEBメディア「スロウ日和」開設

2015 「スロウな旅 北海道」創刊
「北海道移住台湾版」がジャグラ作品展で

2021

キントーン導入
Web to Printサービス開始

経済産業大臣賞受賞

電子書籍市場に本格参入

2016 「スロウな旅 北海道」がジャグラ作品展で
経済産業省商務情報政策局長賞受賞
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部門・商品別連絡先
■印刷物、WEB制作、写真・動画撮影
TEL 0155-34-1281
FAX 0155-34-1287
https://www.sogo-printing.com
■月刊しゅん編集部
TEL 0155-34-2233
FAX 0155-34-1287
https://shun.tv
mail info@shun.tv

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

■クナウマガジン
TEL 0155-38-4188
FAX 0155-34-1287
https://www.n-slow.com
mail kunamaga@sogo-printing.com
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

■Slow Travel HOKKAIDO
TEL 0155-38-4188
FAX 0155-34-1287
https://slow-life-hokkaido.com
mail slh@slow-life-hokkaido.com
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目25
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https://www.sogo-printing.com
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