
価値創造のあゆみ

たった1台の活版印刷機から始まったサンメッセの歴史。その歩みは挑戦と革新の連続でした。
常にお客様のベネフィットを考え、地域・地球との共生を大切にし続けてきました。
これからも、より良いコミュニケーションのカタチを提案し、社会の発展に貢献してまいります。

印刷というフィールドを超え、さらに広く、深く。
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社内一貫制作
体制の礎

クリエイティブセクション
の設立

デザイン・フォトの専門部署として「中央デ
ザインセンター」を設立し、ソフト部門の
充実をはかる。当初からフォトスタジオも
設置されていた。

大量印刷
への対応

紙以外の
メディアへの展開

印刷に関する
環境負荷の低減

機密情報を含む
高付加価値印刷

パッケージ印刷
への本格参入

ソリューション型
サービスの提供

VRの実用化に
向けた技術開発

売上高の推移

1961
東海地方初の両面
8色オフセット輪転機の導入

オリジナル
VRゴーグルの開発

当時日本一といわれた超高速オフセット
輪転機を、日本で3番目に導入。大企業か
らの大量受注にも対応できる体制を確立。

1971
FSC／COC認証の取得

ハイビジョン静止画像の制作に始まり、映
像制作やデジタルアーカイブの制作、
Webにおけるホームページ制作など紙
媒体以外のメディアにも進出。

2007
IPS※事業の開始（2008年） 4つの新事業の立ち上げ

オリンピックの調達基準としても推奨さ
れている「FSC森林認証紙」の取扱サプ
ライヤーであることを証明するCOC認
証を取得。

2008

納税通知書、国政選挙の投票所入場券な
ど、重要な個人情報を含む印刷物のデー
タ加工から印刷、封入封緘までの一貫生
産を実現する専用ラインを構築。
※IPS：Information Processing Service

2009
パッケージ製作フローの確立

新たな成長戦略として、IPS、パッケージ、
ICT※、コーポレートコミュニケーションを
推進すべく、各プロジェクトチームを発足。
※ICT：Information and Communication 
　Technology

新しくニスコーター付きUV印刷機のほ
か、型抜き、貼り加工を行う設備などを拡
充しパッケージ印刷に関する製作フロー
を確立。

2014

世界初のタッチ操作つきスマートフォン用
VRゴーグル「Milbox Touch」※に、当社
の導電性インクを使った印刷技術が採用。
※株式会社WHITEとの共同開発

2016＞＞＞＞＞＞＞＞ ＞＞＞＞＞＞＞＞ ＞＞＞＞＞＞＞＞ ＞＞＞＞＞＞＞＞ ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

マルチメディア課の新設

1995 ＞＞＞＞＞＞＞＞ ＞＞
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1970【昭和45年】
フォーム輪転機を導入し、
ビジネスフォーム印刷を開始

1986【昭和61年】
総合クリエイティブ部門

「プラニングハウス・タクト」新設

1975【昭和50年】
タウン情報「ぎふ」創刊

2000【平成12年】
決戦関ケ原大垣博
開幕

2001【平成13年】
ISO14001認証取得

2009【平成21年】
UV印刷機導入

2003【平成15年】
プライバシーマーク付与認定

2012【平成24年】
タイに合併会社
Sun Messe（Thailand）Co., Ltd.を設立

1991【平成3年】
スクリーン印刷機導入

1997【平成9年】
当社初のホームページを
公開

1976【昭和51年】
シール印刷を開始

1984【昭和59年】
イメージ・プロセシング
システムを導入し、製版工程をデジタル化

1999【平成11年】
ISO9002認証取得

2013【平成25年】
・アンドロイドタブレット向け教育アプリを開発・販売
・「カーボンオフセットエキスポ2012」に
  おいてカーボンオフセット大賞奨励賞を受賞

2004【平成16年】
・当社制作デジタルアーカイブDVDが
 「第2回全国地域映像コンクール」にて総務大臣賞を受賞
・第3回印刷産業環境優良工場表彰において、
　本社工場が経済産業大臣賞を受賞

2011【平成23年】
・サンメッセ共栄会発足
・オールサンメッセ品質マネジメントシステム始動
・中部地方で初めてカーボンフットプリント
  マークの使用許諾取得

1935【昭和10年】
田中印刷所創業

1949【昭和24年】
初のオフセット
印刷機導入

2010

売上 経常利益
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