ソーゴー印刷株式会社 商品カタログ2018

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。

ソーゴー印刷 株式会社

高 原

代表取締役
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淳

●写真撮影

ソーゴー印刷 株式会社

●ホームページ制作
●AR

組織相関図

●システム

●映像制作

写 真・動 画

WEB

印刷、出版を中心として、さまざまなプロの技
術を持った部署がお互いに連携し、協力し合う

翻訳

●空撮
（ドローン）

ことで、さらに大きな力を生み出します。
●保守管理

●Slow Life Hokkaido
（海外向け旅行フリーマガジン）

●名刺

●りくらす
（移住）

●カード

●わくらす
（就職）

●はがき
・DM
●封筒
●伝票

出版

印刷

●チケット
・商品券

（雑誌・書籍）

●チラシ・
フライヤー
●パンフレット
●ポスター
●賞状

●northern

style スロウ

●スロウな旅

北海道

●スロウな旅

北海道別冊

●チビスロウ
●通販

●Keran
●自費出版

（自費出版）

●会社案内

Keran 十勝・釧路

●クナウアーカイブ
●
「北海道、私たちの旅」

●冊子

シリーズ
（スロウなカフェを訪ねて他）

●パッケージ

他
●アンケート調査
●元気朝礼

●しゅんプラス

デザイン

広告
マーケティング

会社見学

●モニターツアー
●スロウ村の仲間たち
●式典

イベント

●講座
●エディトリアル

●月刊しゅん

●グラフィック

●ぺこぐぅ

●パッケージ

●ぺこぐぅ地域版

●月刊しゅんフェスタ

●セミナー

●ぺこぐぅこどもまつり

他
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配る物、だからこそ手は抜けない。

ノベルティ

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、総合的に貴社のお手伝いをいたします。

＊タオル
＊手ぬぐい
＊Tシャツ
＊ウインドブレーカー

パッケージは企画力とデザイン力で魅せる。

パッケージ

※弊社制作の一例

＊ティッシュ etc

|

||

＊うちわ

||||||||

担当者より
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。

ショップアイテム

準備するものだらけです。

＊メニュー

▲〈企画・デザイン：A6 12P中綴じパンフレット、

瓶に詰めて。

ラベルシール（瓶・箱・袋）、挟み込みラベル〉

＊ショップカード
＊名刺

＊クーポン券

||||||

＊ の ぼ り e tc

|

||
||

＊伝票

ヒグマの迫力を2色で表現

▼〈企画・デザイン：包装箱〉

▲ カラフルなハーブソルトを

担当者より

ニッポンアワード2016受賞

||

ハレの日のデザインにはこだわりたい。

||||||||

||

担当者より

担当者より

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。
＊式次第

ステーショナリー

＊フォトブック

紙の可能性は無限大。

＊ 引 き 出 物 e tc

＊名刺
＊挨拶状・年賀状

▲ ポストカード

▲ ルーズリーフノート
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▲ ノートブック

＊各 種 封 筒

＊パンフレット

＊会 社 案 内

＊ チ ケ ッ ト・ 商 品 券

＊チ ラ シ・ フ ラ イ ヤ ー

＊はがき・DM

▲ ブロックメモ

||||||||

|

▲ フード・アクション・

ブライダルアイテム
|

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。

＊カレンダー

前撮り写真などを活か
したフォトブックのよ
うな式次第を作るのが
オススメ。ヒアリング
をしっかり行いながら
制作するので、2人だ
けのオリジナルアイテ
ムに仕上がります。

＊各種カード
＊賞状

印刷物に関するお問い合わせは
TEL.0 1 5 5 - 3 4 - 1 2 8 1

W E B . info.sg@sogo-printing.com
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出版

ウ･ノン
ノ
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ソーゴー印刷の出版部門、「クナウマガジン」から
地元、十勝の情報を集めたものはもちろん、
取材先は北海道全域に広がっています。

■ スロウ別冊
「北海道、私たちの旅」シリーズ

■ チビスロウ

出版されている本の数々。
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

スロウ公式
キャラクター
「こぞう」

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。

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9つの地域、26種類を発行。

全道各地にあるセンスあふれる小さな雑貨店。心を込
めてセレクトされた品々に、訪れる私たちが魅力を感
じるのは、店主の考えや生き方に共感を覚えるから。

A5版／オールカラー 48ページ 300円(税込）

AB変形／オールカラー 88ページ 1,645円(税込)

■ スロウな旅 北海道

■ スロウな旅 北海道 別冊

A4版／オールカラー 190ページ 905円（税込）

51号 2017年5月25日発行

牧草うまれの
チーズ

郷土菓子が
つなぐ記憶

50号 2017年2月25日発行

49号 2016年10月25日発行

分かち合う
世界の､ 先に

あたりまえの
おいしさを､ 畑から

通販専用ページは
コチラ

52号 2017年7月25日発行

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スロウの特徴のひと
つです。その人がどんな想いやこだわりを持っ
て作っているのか、文章を読んで共感できたな
ら、ぜひ注文してみてください。また、そうし
た想いを持った方が作る商品の情報がありまし
たら、いつでもお待ちしております。

「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、東西エリアに分
けてゆったりと楽しむ旅を提案しています。アプリで
見られる動画映像付き。現地を訪れたかのような旅の
気分をお楽しみください。
B5変形／オールカラー 144ページ 1,000円（税込）

B5変形／オールカラー 112ページ

■ 北海道移住の本 りくらす、北海道仕事の本 わくらす
自分の生き方を求
めて移住した人を
訪ねる「りくらす」、
暮らしにスポット
を当てつつ、企業
を紹介する就職
応援本「わくらす」。
両 誌 と も に 年1回
発行。

■ keran keran 十勝・釧路

北海道十勝や釧路の「食と旅」の本。管内の
食の世界を余すことなく紹介すると同時に、
旅の提案にも力を入れています。毎回、入
浴料割引クーポン付きの温泉冊子が付録に。
A4版／オールカラー 178ページ
1,008円（税込）
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テーマに沿ってひとつの街を味わい尽くす、『スロウ
な旅北海道』のエリア版。そこに暮らす魅力的な人
や自然などの情報をじっくりと堪能できます。知床、
ニセコ山麓、小樽、富良野・美瑛、函館などのエリ
ア版が。

B5版／オールカラー 1,000円（税込）

1,296円（税込）

■ Slow life HOKKAIDO
北海道の旅を楽しくする情報を日本
語、英語併記で紹介。北海道、日本
国内にはもちろん、マレーシアの空
港や旅行代理店カウンターなど、主
要な場所に設置。近い将来、東南ア
ジア諸国、また台湾、香港などの中
国語圏にも展開予定。2017年8月創
刊。8月と2月の年2回発行。

B4版／オールカラー 80ページ 無料

出版物に関するお問い合わせは
TEL.0 1 5 5 - 3 4 - 4 1 8 8

W E B . kunamaga@sogo-printing.com
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自社イベント

広告
広告
マーケティング
マーケティング

自社媒体での広告出稿をはじめ、さま

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。

ざまなコンテンツの創造を通じて、企

2007

きらり☆フェスタ（旧マイステージ北海道）

業様と地域の人々を繋ぎ、販売促進を

2008

月刊しゅん創刊10周年 大感謝祭

支援します。

2009

美と健康フェスタ2009

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

ぺこぐぅこどもまつり

スロウ村の仲間たち2013

スロウ村の仲間たち2017

月刊しゅん

2014

十勝を代表する
フリーマガジン

2015

十勝ブランド肉 焼肉祭り2015
スロウ村の仲間たち2015

2016

美と健康フェスタ2016
ぺこぐぅこどもまつり
スロウ村の仲間たち2016

2017

月刊しゅんフェスタ2017

十勝ブランド肉 焼肉祭り2014
スロウ村の仲間たち2014

創 刊 は1998年。2017年9月 ま で に、230
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。

イベント運営

講座・セミナー
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。

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。

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

毎号、
「食」の企画
が 充 実。3月 号 で
はパスタ、ホーム
パーティー、宴会
などの企画も。

しゅんプラス

ぺこぐぅ
月刊しゅんから生まれ
た幼い子どもを持つ母
親、父親のための情報
誌。子育てに欠かせな
い十勝の情報が満載。
創刊以来、早くも十勝
全域に定着しています。
2017年2月、 ぺ こ ぐ う
上士幌版が発行に。
A5版／オールカラー
無料

「月刊しゅん」や「ぺこぐぅ」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。

事例／士幌町 様・ 銀河の里 TREE FESTIVAL
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

様

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

年4回発行

広告に関するお問い合わせは
TEL. 0155-34-2233

W EB . i n f o @ shun.t v

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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写真
写真
動画・空撮
動画・空撮

写真

こんなシーンで写真が活躍します。

ＣＭなどのプロモーションツールの第一印象を左
商品

建築物

式典

美容

人物

学校

プロが撮影した写真や動画で積極的な広告を展開

イベント

景色

間を鮮明に記録します。

料理

右する写真や動画は、あらゆるシーンの大切な瞬

してみませんか？

ペット

仕事

ちます。
と料理の表情が引き立
適切なライティングを施す

AR （拡張現実）

空撮
ドローンの登場によって
飛躍的に進化した空撮技
術。飛行経験豊富なオペ
レーターにより安全に撮
影することができます。

写真にスマホやタブレットをかざすと
動画や地図、メッセージ、リンクなど
の情報が表示されま す 。

ＡＲアプリ
「ココアル２」を
ダウンロード
してください。

これがドローン

ドローンによる撮影は
空撮をより身近にしま
した。
高度も自由自在。

動画作品・制作実績

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。

会社案内

施設紹介

観光PR

バラエティ

How To

記念動画

コスモスファーム様 農場紹介動画

JA大樹町様 新本所紹介動画

鶴居村観光協会様 観光PR動画（英語字幕版）

月刊しゅん しゅんの食卓調理動画

帯広市健康推進課様 スマートライフ啓蒙動画

日中協帯広支部30周年記念動画

★ココアル2を起動して、上の画像にかざすと動画が再生されます。
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なかふらの観光協会 様
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ウェブデザイン
ウェブデザイン

｜

誰もがネットで「 検索 」する時代。
使いやすく効果的なWEBサイトを制作
しています。

｜

｜

｜｜ ｜｜｜

｜

B
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｜

デザイン

モノやコトがもともと持つ「良さ」を、効果的に伝え
るのがデザイン。長年培ってきた取材・ヒアリング力
から、より良い提案と表現を行います。

受賞作品

コ コ カラ し ほ ろ 様

パッケージ
デザイン展
2016

優秀賞

▲〈企画・デザイン：

岩田醸造株式会社
（札幌市）
紅一点 田園江別〉

h ttp://na k a f u k a n k o. com

http://shihoroinfo.com

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

担当者
より

2017年春にオープンした「道の駅ピア
21しほろ」をはじめ、士幌町の魅力を
まとめた観光・移住に関するWEBサイ
トを制作しました。

担当者
より

旅雑誌を発行してきた編集力を活か
し、広大な東北海道を周遊できるモ
デルルートを提案することで、楽し
さが伝わる冊子を目指しました。

ひがし北海道
周遊観光
パンフレット
コンペティション

採用作品

担当者
より

江別の豊かな自然を感じてもらえ
るよう、風景や空気感までもがダ
イレクトに感じられ、女性心理を
追求したデザインを目指しました。

スタジオゼロ 様

北王コンサルタント 様

自社商品にも
個性豊かな
キャラが
いっぱい！

イラストレーション
絵本も
作りました

h tt p : / / s t u d i o z e r o - d a n c e . c o m

h ttp://h oku o.co. j p
担当者
より

会社のカラーであるブルーを活かし、
シンプルながら印象的なデザインを目
指しました。事業内容を分かりやすく
表現しています。

担当者
より
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ダンススタジオらしい格好いいデザイ
ンと、簡単に更新できる仕組みを実装。
公演の写真をまとめたギャラリーも設
置しました。

▲〈十勝産小麦普及プロジェクト•十勝穂ドリームネット

▲〈northern styleスロウより「こぞう」、月刊しゅんよ

マスコットキャラクター「むぎぞう」〉

り「きゅんきゅん」、ぺこぐぅより「ひとみ、やすお」〉
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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

0155-34-1281
0155-34-1287

立

1954年8月

者

高原

従 業 員 数

■ 創業の精神

北海道帯広市西16条北1丁目25

淳

66名（パート7名含む）
※2018年1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

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

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、

変えることとなりました。そんな中、当社は
「紙媒

日邦総合のソーゴーであり、
「曽我」とも語感が近

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

いことから、都合よくお客様が聞き間違えてくれ

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。

ソーゴー印刷の原点は1954年、昭和謄写堂の創

たようです。思考の柔軟性に富み、曖昧さをあえ

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

業に始まります。当初は謄写版と原紙と鉄筆、そ

てよしとする我が社の社風は、もしかすると合併

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

れにシンプルな印刷機を使った小規模な情報発信

当時の社名から始まったのかもしれません。

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

業でした。
「我々は紙にインキを乗せる商売をして

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

いるのではない」
。創業者が繰り返し語ったこの言

スローライフという言葉が広がりつつあったこの

ようになっています。2013年にはAR
（拡張現実）
を

葉は、印刷を通じて価値ある情報を創造しようと

時期、本当に北海道らしい暮らしとは何か、採算

いち早く導入。紙媒体と電子媒体をつなぐ仕組み

してきた当社の基本姿勢を表しています。

を度外視して丹念に取材し一冊の本にまとめてい

を開発しています。

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

時代は変わっても、当社の創業の精神である
「価

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）

値ある情報の創造、発信、記録」
をモットーに、地
域を活性化させるコミュニケーションツールを開

と曽我印刷
（株）とが合併してできた会社です。当
時、前身の2社はそれぞれ多くのお客様を抱えてい

発、提案することが我が社の最大の使命。これか

■ 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。

らも柔軟な発想力からユニークな新商品を生み出

インターネットによる第4次情報革命は情報発信

していきます。

ソーゴー印刷 社史（1954-2017） Company history
1954

昭和謄写堂創業（代表・高原広）

1990
1992
1995
1998
2000

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

組版編集システム導入
DTP（マッキントッシュ）導入
家系図作成ソフト「家康」発売
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
プリントＴシャツ発売開始

2001 「家康V2」発売
「チビスロウ」創刊
2002 「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
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2005 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

2013

AR（拡張現実）導入
「スロウ村の仲間たち2013」開催

「ぺこぐぅ」創刊
2014 「北海道移住」台湾版発売、

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 ムック「とかちマメスロウ」創刊
2010 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

web、動画、空撮事業本格化
「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
経済産業大臣賞受賞

2015 「スロウな旅 北海道」がジャグラ作品展で

2011 地域振興のための新媒体を次々商品化
2012 「スロウ十勝」創刊

経済産業省商務情報政策局長賞受賞
（マレーシア版）創刊
2016 「Slow Life HOKKAIDO」
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2017.9.30 経営発表大会にて

部門別連絡先
■営業部
TEL 0155-34-1281
FAX 0155-34-1287
mail info.sg@sogo-printing.com
■月刊しゅん編集部
TEL 0155-34-2233
FAX 0155-34-1287
http://shun.tv
mail info@shun.tv

■しゅんプラス
TEL 0155-34-1283
FAX 0155-34-1287
http://shun-plus.com
mail info@shun-plus.com

Social icon

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

■ぺこぐぅ編集部
TEL 0155-34-2233
FAX 0155-34-1287
http://pekogoo.com
mail contact@pekogoo.com

■クナウマガジン
TEL 0155-34-4188
FAX 0155-34-1287
http://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.
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