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経営理念

私達は、自立の精
こころ

神と豊かな創造によって

多様化する情報産業の中で限りない可能性を追求し

お客さまが求める魅力ある商品の提供を通して

私達のロマンを実現する

私たちはお客様にご満足いただくため

お客様のご要望を的確に把握して

営業部・製版部・印刷部の確実な連携で具現化していきます。

Cooperation of the Communication



Cooperation of the Communication



品質第一主義
創業以来、私たちは常に時代の先端を見つめています。

最新鋭のエレクトロニクス設備導入は品質に対するこだわりの証。

営業部・製版部・印刷部の迅速で確かな連携と、一貫したデジタルワークで

時代の進化とともに広がる表現の可能性をサポートいたします。

版 下

文字原稿、データ

MO・CD・DVD 入稿
デジタルカメラ等データ入稿

写真、
カラーポジ、

イラスト・原画
お客様で作った印刷用のデータ

原稿入稿

原稿入稿

校了

製 版 部

営 業 部クライアント

原 稿

営業がお客様のご要望をお伺いいたします。 あらゆるメディアでのご入稿に対応しています。



a;aixcjk
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スキャニング

DC３０００
ドラムスキャナー

Macintosh

Genascan
版下専用フラットスキャナー

原稿を処理して
画像データにします。

文字や画像を組んで
印刷用データを作成。
またはデザイナーからの
入稿データを処理します。

校正は、お客様が確認します。変更があった場合はまた製版部で修正作業をいたします。

製 版 部

 ■ドラムスキャナー：

原画を高解像度でパソコンに取り込みデータ化します。

■Mac作業：

レイアウト、製版作業はすべてマッキントッシュで行います。

■DDCP：

印刷機の色調に合わせたカラー校正紙を出力します。



高品質を支えるデジタルシステム
コンピュータの普及で印刷環境は大きく変化しました。

しかもデジタル・システムによって、過去の情報を加工することも思いのままに。

デジタルとネットワークの技術を駆使し、仕事の流れを最適化することで

「もっと速く、もっと豊かに」を実現しています。

校 正

RIP True Flow

LP8800-C

Konica Digital
Konsensus Pro

PRIMOJET

データを処理して
目的に合わせた機械で
出力できるようにします。

データから印刷用の原版を作ります。
CTPにより安定したバラツキのない
品質の版が印刷機に提供されます。

お客様が校正紙確認して
校了の物は印刷します。

カラープリンター
文字校正用

色校正用
DDCP・デジタル校正機
データから直接校正出力できます。
特色対応なので特色校正も出力できます。

色校正用
DDCP・デジタル校正機
インキジェットプリンター
データから直接校正出力できます。
特色対応なので特色校正も出力で
きます。

PS版出力

PTR8000

Macintosh CTP

製 版 部

■RIP True Flow：レイアウトデータを各機械で出力できるよう変換します。 ■CTP：レイアウトデータから印刷用の原版を作ります。

■本機校正：
ご要望に応じ本機にて本紙校正をする
場合があります。



印 刷 部

製本・加工
梱包・発送

印刷物

KOMORI　LITHRONE　印刷機

クライアント

■印刷機：様々な高付加価値印刷に対応した菊全判6色印刷機です。将来的には水性ニスにも対応可能です。

■特色調合機：

カラーチップの配合をコンピュータ

で読み取ることにより、正確な特色を

再現します。 

特色インキ製造機　調色名人



美術印刷の萌芽

　大正 4（1915）年に田中半七製版所（現：半七写真

印刷工業）を創始した田中松太郎は、文久3（1861）年、

富山県の下級武士の家に生まれました。18 歳で京

都へ、20 歳で東京へ出てきた松太郎は、大久保利

通の太政官を勤めていた日下部鳴鶴の書生となり、

鳴鶴の息子で新進の写真家であった田中美代二か

ら写真を学びます。28 歳で美代二が急逝した後は、

彼の妻と結婚、田中姓を名乗って彼の写真店を継ぎ

ました。

　明治 33（1900）年には、パリで行われた万国博覧

会の日本事務所員として渡欧。博覧会終了後は、画

家の浅井忠の助言により製版技術習得のためウィー

ンへ渡り、王立の写真学校へ入学。ここで三色版印

刷、いわゆるカラー印刷技術を学んだのです。

　松太郎は留学中、当時、ヨーロッパで活動してい

た画家の浅井忠、中村不折や文豪の夏目漱石、永井

荷風らと親しく交流があり、帰国後も彼らをはじめ

とする当時の錚々たる芸術家たちが松太郎のブレー

ンとなりました。

　松太郎の帰国は明治 42（1909）年。いくつかの印

刷会社に勤めた後、大正 4（1915）年に田中半七製

版所を創業しました。自他ともにカラー印刷技術に

ついては日本一と認めていたこと、松太郎自身も芸

術家として自負していたこともあり、その仕事は徹

底していました。松太郎の仕事に対する厳しい姿勢

は社風として定着し、品質第一主義の理念は創業以

来からの伝統として受け継がれています。　

写真右：木曜会と松太郎
書家としても名を成していた松太郎は、当時の芸術家たちと深い親交がありまし
た。「木曜会」「パンの会」「老荘会」といった会に属し、数々の逸話を残しています。
写真は木曜会のメンバーが集まったもの。後列向かって右より永井荷風、田中松
太郎、綾部致軒、一人おいて巌谷小波、巌谷三一、森愛軒、久留島武彦、筒井年峰。
中列向かって右より一人おいて巌谷四緑、井田弦声、金子紫草、西山渚山、美添
紫気、太田南岳、宮川春汀。前列向かって右より井上唖々、巌谷夾日、黒田湖山、
押川春浪。

分解撮影用の写真機
田中松太郎考案設計により、半七社内にて製造されました。（昭和 10年頃）

日本にカラー印刷技術を導入



1915（大正 4）年
　3月 1日　田中松太郎が千代田区内神田に田中半七製版所を創業。
1916（大正 5）年
　4月　文部省指定により日本初の法隆寺金堂壁画の撮影を行う。
1917（大正 6）年
　文部省印刷局や軍関係者から特殊写真印刷や軍需印刷物等の原色版並びに印刷を請け負う。
1924（大正 13）年
　神田連雀町に社屋工場を移転する。
1927（昭和 2）年
　戦災復興区画整理により品川区大崎本町に社屋工場を移転する。
1935（昭和 10）年
　初めての美術誌『みずゑ』創刊。原色版印刷を担当する。
1941（昭和 16）年
　田中松太郎が東京日日新聞より『印刷功労賞』を受賞する。
1942（昭和 17）年
　合資会社半七印刷製版所に組織変更。
1944（昭和 19）年
　戦時下強制疎開により千代田区飯田町に社屋工場を移転する。
1945（昭和 20）年
　東京大空襲により本社及び工場焼失。港区芝浦にて営業再開。
1948（昭和 23）年
　3月 24 日　半七写真印刷工業株式会社に組織変更。米屋勇が代表取締役に就任する。
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』の原色版印刷を請け負う。
1950（昭和 25）年
　『岩波写真文庫』創刊。写真版印刷を担当する。
1952（昭和 27）年　
　品川区東品川 3丁目 24 に品川工場を新設する。
1953（昭和 28）年
　ハイデル自動印刷機を導入し、ハイデル凸版印刷機のモデル工場となる。『芸術新潮』を手がける。
1955（昭和 30）年
　大型床式分解カメラ及びドイツ製スクリーンを購入。全印刷機を手動から自動に切り替える。
1956（昭和 31）年
　原色版製版部門を品川工場に統合。
1970（昭和 45）年　
　品川区東品川に本社工場を建設。芝浦より移転。
1973（昭和 48）年
　米屋功が代表取締役に就任する。
1975（昭和 50）年
　ハイデル自動オフセット 2色印刷機を導入、オフセット化が始まる。
1977（昭和 52）年
　本社工場を増築し、製版部門と印刷部門を統合。
　オフセット四六半裁 4色印刷機を導入する。
1979（昭和 54）年
　ダイレクトスキャナグラフ SG701 を導入する。
1980（昭和 55）年
　製版刷版設備の充実を図り、オフセットのトータルシステムが完成する。
1981（昭和 56）年
『六大寺大観』『大和古寺大観』の原色版印刷技術に対して、相談役の高野英雄が黄綬褒章を授与する。
1992（平成 4）年　
　菊半裁オフセット 6色機を導入する。
1993（平成 5）年
　版下読取スキャナー導入によって製版部門を完全デジタル化。
　四六半裁オフセット 5色機を導入する。
　岩波書店より夏目漱石の自筆原稿『心』の製版印刷を請け負う。
1994（平成 6）年
　菊全オフセット 4色機、四六半裁オフセット 2色機を導入。印刷部門のシステムオート化完了。
1995（平成 7）年
　マッキントッシュ、イメージセッターを導入し、DTPデジタル入稿に対応する。
1997（平成 9）年
　自動調色機を導入し、特色インキ製造の効率化を図る。
1998（平成 10）年
　製版部フラットスキャナー、インキプルーフ、サーバーシステムを導入する。
2000（平成 12）年
　CTPを導入。工程短縮し品質向上、コスト削減に取り組む。 
2003（平成 15）年 
　コンセンサスプロDDCPを導入する。 
2006（平成 18）年 
　プリモジェットDDCPを導入する。
2008（平成 20）年
　菊全判オフセット 6色機コーター付を導入

社名の「半七」は松太郎
の雅号。社章は大正 12
（1923）年に中村不折画
伯によって考案されま
した。人の和の中に半
七の文字をデザインして
います。

日本にカラー印刷技術を導入
■沿革

田中松太郎

田中松太郎（左）と岩波書店創業者 岩波茂雄氏



情報化時代へ

受け継がれる伝統と精神

　米屋勇が半七写真製版所に入社したのは大正 9

（1920）年。松太郎から分解写真の技術を伝授され

た勇は幹部社員として育ち、昭和 13（1938）年、工

場長に就任。業界初の 8 時間労働制や月給制を導入

しました。

　昭和 23（1948）年、半七写真印刷工業株式会社に

改組すると同時に、勇が代表取締役になります。勇

はカメラマンとしても活躍していましたが、印刷製

版についてもよく研究しており、機械導入に積極的

でした。印刷の自動化を進め、昭和 28（1953）年に

日本初のハイデル凸版機のモデル工場になりまし

た。しかし、昭和 37（1962）年にはドイツデュセル

ドルフで行われた印刷機材展「第 4 回ドルッパ展」を

視察し、時代は原色版からオフセットに確実に変

わっていくことを実感します。

　昭和48（1973）年、代表取締役に就任した米屋功

は、原色版の老舗ゆえにおくれていたオフセット化

を断行。昭和50（1975）年にはハイデル2 色機を導入。

2 年後には製版部門と印刷部門を統合して本社工場

を増築し、一貫した管理体制を確立しました。

　その後も積極的にオフセット化を推し進め、情報

時代の到来の声を聞くと同時にマッキントッシュによ

る DTP から CTP への取り組みを開始。

　半七写真印刷は、つねに時代に先駆けて新しい提

案のできる印刷会社でありたいと考えています。

写真右：米屋　勇

写真右：重版用原本ファイル
書籍の重版対応のため、初版時の
印刷物をファイルデータ化して色
調濃度管理を徹底しています。

日本で最初にドイツ製ハイデル凸版印刷機を導入



受け継がれる伝統と精神

出版社 

（株）アスラン書房

（株）岩波書店

（株）大泉書店

（株）海竜社

（株）鹿島出版会

（株）研究社

（株）講談社

（株）光文社

（有）構文社

（株）新人物往来社

（株）新潮社

（株）徳間書店

（株）日動出版

（株）ネット武蔵野

（株）美工出版

（株）ビジネス社

（株）美術年鑑社

フォレスト出版（株）

（株）文光堂

（株）吉川弘文館

（株）李白社

美術関係

　板橋区立美術館

　神奈川県立歴史博物館

　川崎市市民ミュージアム

　国立ハンセン病資料館

　佐倉市立美術館

　品川歴史館

　渋谷区立松濤美術館

　シルク博物館

　千葉県立美術館

　千葉市美術館

　町田市立博物館

　町田市立国際版画美術館

　松戸市立博物館

学校関係

　青山学院

　工学院大学

　東京聖徳学園

　トキワ松学園

　横浜美術短期大学

一　般

　ウェル・プランニング（株）

　（株）スタジオ・エル

　デザインスタジオロジック

　（株）ドウ・アーバン

　（株）ニチゲン

　日東エージェンシー（株）

　（株）ハヤマデザイン

　山下電気（株）

　ロータリーの友事務所

　ワールド・トレード・センター（株）

　その他画家自費出版制作

主な取引先 （50音順） 会社概要

会社名／半七写真印刷工業株式会社

英文名／ HANSHICHI PRINTING CO.,LTD.

所在地／東京都品川区東品川 3—25—4

設立／昭和 23 年 3 月 24 日（株式会社登録）

創業／大正 4 年 3 月 1 日

資本金／ 1200 万円

役員／代表取締役　米屋 功

　　　専務取締役　須藤 弘

　　　取締役　　　中野信行

事業内容／美術印刷（図録、画集、書籍）、商

業印刷（カタログ、パンフレット、ポスター）

などの企画、制作、製版、印刷、加工までの

一貫システムによるカラー印刷。カラー写真

撮影。PR 用企画。画集制作。

主要取引銀行／みずほ銀行神田支店

　　　　　　　三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店

　　　　　　　商工中金神田支店

　　　　　　　みずほ銀行品川支店

　　　　　　　日本政策金融公庫大森支店

代表取締役　米屋 功
　原色版印刷の祖として多くの芸術家に愛された半七は、一方で常に時代

に先駆けて技術革新に努めてきました。昭和 28 年には、日本初のハイデル

モデル工場となりました。印刷の自動化への先鞭をつけたのです。原色版

からオフセット印刷へと移行し、デジタル印刷へ向けての設備導入に着手

したのは、昭和 61 年でした。試行錯誤を重ね、平成５年には製版から印刷

工程までのデジタル印刷システムを完備。以来、印刷工程におけるデジタ

ルデータ処理の研鑚を重ねています。　印刷は、「アナログからデジタルへ」

という移行の時代が終わり、「マルチメディアに対応するためのデジタル印

刷」へと変化しています。半七は今、ネットワーク社会における情報展開

のテクニカルアドバイザーとして、皆様のお役に立てると自負しています。



半七写真印刷工業株式会社
〒 140-0002 東京都品川区東品川 3—25—4

TEL ／ 03—3474 —7861

FAX ／ 03—5461—7010

URL ／ http://www.hanshichi.co.jp

E-mail ／ sale@hanshichi.co.jp

■交通／ JR「品川駅」乗り換え、京浜急行または相互乗り入れ

　　　　都営浅草線にて「青物横丁駅」下車徒歩 5 分

　　　　りんかい線「品川シ−サイド駅」下車徒歩 5 分

松屋 スーパーホテル

ローソン

サンゲツイオン

至横浜

至
大
崎

至
新
木
場

至平和島 至芝浦

第一京浜

旧海岸通り

京浜急行

り
ん
か
い
線

青物横丁

品川シーサイド

至品川

至大井町

ファミリーマート

なぎさ通り

東品川
ルネマンション

半七写真印刷工業（株）

P

スーパー平野屋

八潮高校

半七の営業特色　

（上：出版印刷）

様々なご要望に応じた、より良い書籍

作りのノウハウが蓄積されております。

（中：美術印刷）

創業当時からの美術作品に対する色へ

のこだわりには定評がございます。

 （下：パンフレット類制作）

企画よりデザイン・撮影から印刷まで、

制作物一式をご提案致します。


