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半導体用フォトマスク ディスプレイ用光学フィルム微生物検査用フィルム培地
「Medi・Ca®（メディカ）」

毛細血管のパターン形成技術

出版印刷

ナノインプリント用
マスターテンプレート

住宅用内装材（床材） 住宅用内装材（壁紙） 自動車用内装材

透明蒸着フィルム「IB-FILM®」昇華型フォトプリンターと
昇華型熱転写記録材

溶融型熱転写記録材

小型半導体パッケージ用
リードフレーム

リップマン型ホログラム

ICカード

PETボトルとプリフォーム PETボトル用無菌充填システム

ハイブリッド型総合書店「honto」
（リアル書店とネット書店・紙の本と電子書籍の総合書店サービス）

証明写真機「Ki-Re-i（キレイ）」

VR（仮想現実）タッチパネルサイネージ（ユニバーサル
デザイン仕様）「アクティビジョン®」

BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）
センター

家計簿アプリ「レシーピ！®」

パッケージ総合評価サービス
「ヒューマンリサーチ®」

インモールドラベル容器
「ビューベルカップ®スクエアタイプ」

建物用外装材 車両用内装材（北陸新幹線） リチウムイオン電池用
バッテリーパウチ

セルフ型プリントシステム「PrintRush（プリントラッシュ）」（イメージ） 記念撮影フォトブース
「写Goo !（シャグー）」

家庭向け省エネ対策診断システム eごこち診断® 

植物由来包材「バイオマテック™」 パッケージプリント・オンデマンド
（手置き型）「Prio-self ®（プリオセルフ）」

電子ペーパー静電容量式タッチパネル用
電極フィルム

太陽電池用部材

自然エネルギー利用  防災・防犯
サイネージ

クラウドペイメントサービス

多様な形状の液体紙容器 モニタリングシステム
「Your Manager®（ユアマネージャー）」

採光フィルム
（左：使用後、右：使用前）

反射フィルム リフレモ 曲面大型有機ELデジタルサイネージ

旅の”よりみち”アプリ YORIP®（ヨリップ）

偽造防止技術

いまの“あたりまえ”をつくっているDNP。
いろんなところにあります。



技術の応用・発展による事業展開
DNPは、国内外の約3万社の顧客企業や生活者に対し、
幅広い事業分野で多様な製品やサービスを提供する世界最大規模の

総合印刷会社です。1876年の創業以来強みとしてきた印刷技術や
情報技術を活かし、出版印刷や商業印刷から、包装や建材、

ディスプレイ関連製品や電子デバイスなどへと事業領域を拡げ、

世界シェアNo.1の製品を数多く開発してきました。

あたりまえのつくりかた。

印刷 の
基本 工程
出版印刷（オフ　セット印刷）の例

製品納入
効果測定

フィードバック

文字や画像情報を組み込んだ
レイアウトデータを制作。

原稿･情報加工

＊Ｃ（シアン）Ｍ（マゼンタ）Ｙ（イエロー）Ｋ（ブラック）
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など

出版ソリューション
セールスプロモーションデザイン

パッケージデザイン
インフォメーションデザイン

住空間デザイン
光学設計

印刷した紙を重ねて
綴じて、形づくる。　　　　　　　　

製本・加工
使いやすいように形を整える

包装材・無菌充填システムなどの開発
品質の安定化や生産性の向上

製本技術
無菌充填技術

ラミネート技術
プラスチック成型技術

など転写技術

後加工

膜厚制御や多層化、表面加工などの技術と
材料設計を組み合わせ、機能性を付与

など

印刷技術

EB・UV硬化技術
コーティング技術
真空成膜技術

インキを薄く均一に塗布する
精密塗工

版をロールに巻きつけ、インキを供給して、
高速かつ高精度で印刷する。

印刷

CMYK＊の4色に色分解した印刷データ
をフィルムに出力（製版）。フィルムを
もとに金属板上に情報を転写し、
印刷の版を製作（刷版）する。

製版 刷版
さ っ ぱ ん

エレクトロニクスや
ライフサイエンスなどへの応用

など

エッチング技術
精密彫刻技術

賦型（ふけい）技術

写真製版技術
ホログラム技術

金属の表面に微細なパターンを形成する
微細加工

情報を安全に管理し、
適切な処理を加える

情報処理

デジタルメディアや
情報セキュリティなどへの応用

など

フォント技術
メディア変換技術

データ分析技術
画像処理・認識技術

情報セキュリティ技術

製品の企画とともに、材料や
印刷方式などを選定し、
納品までのプロセス
を設計。

企画・設計

デジタルフォント

ICカード

カラーマネジメント用LSI

電子書籍

印刷物の絵柄検査装置

カラーフィルター（拡大写真）

タッチパネルセンサー

透明蒸着フィルム
「IB-FILM®」

フォトマスク

住宅用内装材（床材）

PETボトル用無菌充填システム

植物由来包材
「バイオマテック™」

リチウムイオン電池用パウチ

昇華型熱転写記録材

反射防止フィルム



1983 ICカード開発

1912 オリジナル書体
 秀英体活字ほぼ出揃う

1925 雑誌「キング」創刊号
 74万部を受注・印刷

1945 紙幣を印刷

1955 「広辞苑」を印刷

1956 出版社による初の週刊誌
 「週刊新潮」を印刷

1898 証券印刷開始

1877 「改正西国立志編」完成
 板紙を開発

1949 東京証券取引所に株式上場
1951 「拡印刷」の推進開始

1944 技術部研究室（現・研究開発センター）発足
1963 北海道コカ・コーラボトリングを設立

2001 DNPグループ
 21世紀ビジョン発表

2015 DNPグループビジョン
 2015発表

1965 帳票量産
 開始

1973-74 磁気カード・
 磁気通帳の
 本格生産開始

1951 紙器、軟包装分野に
 本格参入

1952 建材化粧紙の
 印刷を開発

1984 飲料用PETボトルの
 生産開始

1969 ラミネートチューブ生産開始

1961 プラスチックブロー成型容器の
 生産開始

1975 レトルトパウチ生産開始

1976 液体紙容器を開発

1976 コーヒークリーム用
 無菌充填システム開発

1972 コンピュータ組版システム
 （CTS）取組開始

1978 大型ホログラム
 を開発

1985 CD-ROM版
 電子辞書を開発

1935 秀英舎と日清印刷合併。大日本印刷発足

情報コミュニケーション部門 P.9

P.11

P.13

1959 半導体用回路原版となる
 フォトマスクの試作に成功

1964 リードフレーム
 製造開始

1973 撮像管用カラーフィルターを開発

1985 液晶ディスプレイ用
 カラーフィルター
 生産技術を開発

1958 カラーテレビ用部材、
 シャドウマスクの試作に成功
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生活・産業部門

エレクトロニクス部門

1876（明治9）年の創業以来、より良い社会
にするためには何をすべきか、ということを

念頭に、事業を展開してきました。創業時の

舎則に掲げた「文明の業を営む」という言葉

は、人々の暮らしや社会の発展に貢献しよう

という決意を表しており、その志は今に受け

継がれています。1950年代以降、それまで
の出版印刷や商業印刷から、包装や建材、

ディスプレイ製品や電子デバイスなどへと事

業領域を拡大し、印刷技術の可能性をひろげ

る「拡印刷」を推進してきました。いまでは、

環境やエネルギー、ライフサイエンスなどの

分野にも事業を拡げています。

これまでも、いまの“あたりまえ”をつくってきた。

1996 EBコーティングシート
 の生産開始

2014 DNPすまいみらい
 研究所設立

1995 多層配線形成技術を発表

1999 半導体パッケージ基板分野に進出

2011 世界最薄の（0.28mm）
 部品内蔵プリント基板を開発

2001 MEMS（微小電気機械システム）の
 ファウンドリーサービス開始

1983 リアプロジェクション用
 スクリーン生産開始

2016 有機EL用メタル
 マスクの生産能力
 拡大

2002 高密度ビルドアップ配線板
 製造ライン完成

1998 透明蒸着バリアフィルム（IBフィルム）を開発

2001 フレキシブル有機
 ELディスプレイを開発

1997 プリフォーム方式のPETボトル
 無菌充填システム販売開始

2007 宇宙日本食向け包装材を開発

1993 非接触ICカードを開発

2005 オフィスセキュリティの
 企業連合「SSFC」設立

2017 BPOセンターを
 全国13拠点に

1997 オンライン出版事業開始

1995 インターネットサービス
 「Media Galaxy」運用開始

2010 電子書籍サービス
 「honto」開始

2004 フロントプロジェクションスクリーン
 「JETBLACK」を開発

2014 超低反射フィルム開発

2004 セルフ型写真プリントシステム
 「PrintRush」開始

2015 証明写真機「Ki-Re-i」での
 マイナンバーカード申請開始

2007 印刷方式による
 有機太陽電池を開発

1999 リチウムイオン電池用
 バッテリーパウチを製品化

2015 DNP農業用フィルム
 （DNP反射フィルム 
 リフレモ）発売

2015 DNP採光フィルム発売

大日本印刷の前身「秀英舎」創業
活版印刷開始

1983-85 溶融型・昇華型熱転写
 記録材を開発

1961 鋼板への直接
 印刷開始

1876 1950 1980 2000 2020
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そしてDNPは、
「未来のあたりまえ
をつくる。」
人が願う社会の実現に向けて、さまざまな課題を解決できる画期的な製品やサービス。
いまは世界中のどこにもなくても、未来には、常に身のまわりにあり、
誰もが自由に利用できること──。
そんな「あたりまえ」を私たちDNPはつくっていきます。



Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 

doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo 

inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut 

fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem 

sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 

incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim 

ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? 

[33] At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui 

blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et 

quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique 

sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum 

fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero 

tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo 

minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda 

est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis 

debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae 

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam 

nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas 

nulla pariatur? [33] At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, 

quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est 

laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque 

nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 

unde omnis iste natus

unde omnis iste natus

10:53
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DNPは、商品・サービスを提供する企業と、
それらを日常的に使いたい生活者の間をよ
り強く、より適切につないでいく事業に力を

入れています。生活者ニーズの分析やマー
ケティング、各種販促物の企画・制作、ウェブ
サイトやアプリの開発・運用、広告やイベン
ト、キャンペーンの展開、カスタマーセンター
の運営など、国内外のマーケットで、生活者
と企業のコミュニケーションを活性化させて
いきます。

情報コミュニケーション部門
Information Communication

本をもっと自由に
「読む体験」を拡げる

出版関連事業

画像のすべてに
付加価値を、
そして、暮らしに
彩りを

イメージングコミュニケーション事業

生活者に、企業に、
“新しい価値”を
届けるために

情報イノベーション事業 │ マーケティング事業

セキュリティ技術で
安全＆安心な
コミュニケーションを
実現

情報イノベーション事業 │ 情報セキュリティ事業

創業以来140年以上にわたってDNPは、企
業や生活者の大切な情報を預かり、適切に
扱うことで多彩な印刷物をつくり、各種サー
ビスを展開してきました。近年特に情報セ
キュリティへのニーズが高まるなか、ICカー

ドの製造・発行、電子マネーや決済プラット
フォーム、企業の業務プロセスを総合的に支
えるBPOなどの事業を展開。DNPは強固な
セキュリティ基盤を活かして、生活者が安心
して暮らせる社会を実現します。

デジタル化やネットワーク化が進み、情報メディアが多様化するなかで、生活者の価値観やライフスタイルも
大きく変化しています。DNPはその変化に対応するだけでなく、自らが変化を生み出せるよう、“生活者が望む
情報を欲しいときに最適なメディアに届ける”とともに、“高いセキュリティに守られた心地よいコミュニケーシ
ョンを実現する”ための事業を幅広く展開しています。

“画像に関わるすべて”を対象とした“イ
メージング市場”での事業は、モノづくりと
情報サービスの両方の強みを持つDNP
だからこそ生み出すことができました。印
刷技術を活かして写真やバーコードなど
のプリントに使う製品をグローバルに展開
するとともに、高度なセキュリティに守られ
た情報サービスと融合させることで、画像
を起点にした生活者のコミュニケーション
を未来に向けて広げていきます。

DNPは出版業界のNo.1パートナーとして、
雑誌や書籍の印刷・製本はもちろん、デジタ
ルも含めた出版物の企画・制作から流通・販
売まで、コンテンツのライフサイクル全体に
関わる事業を手がけています。また、紙の本
と電子書籍の両方に対応したハイブリッド型
総合書店「honto」を展開するなど、出版社を
はじめとした出版業界の関係者とともに生活
者の読書の新しいスタイルをつくり出すこと
で、出版文化の可能性を広げていきます。

各プロセスの
トータルサポート

実施
部門

DNPのBPO企業・団体

社会・
生活者

・カタログ、パンフレット
・Webサイト構築

宣伝する

・ダイレクトメール
・プレプリント申込書

送付する

・書類受付センター
・コールセンター

回収する
・記入内容チェック
・本人確認業務

判断する
・イメージスキャン
・パンチ入力

登録する

・データセンター
・セキュリティ倉庫

保管する

・各種カード発行
・金券、ギフト券発行

発行する
・請求書、通知書
・電子交付

通知する



生活・産業部門
Lifestyle and Industrial Supplies

衣食住、さまざまな生活シーンを支えて――。パッケージや内・外装材、エネルギー関連部材など、DNPは
人々の快適な生活や企業の業務プロセスに欠かせない製品・サービスを数多く提供しています。省資源や
省エネルギー、誰にでも使いやすいユニバーサルデザイン、製品ライフサイクル全体での環境負荷の低減
なども推進し、持続可能な社会の実現に向けて貢献していきます。

「中身を守る」のはもちろん、「店頭で手が
伸びる」「ここちよく使える」「地球に還す」な
ど、あらゆるモノを包むパッケージには多様
な役割があります。1950年代に始まった
DNPの包装事業は、食品や飲料、日用品や
医療用品など、人々の暮らしに欠かせない
製品やサービスをグローバルに展開してい
ます。保存性や耐久性に優れ、誰でも使いや
すく、環境に配慮した高品質・高機能なパッ
ケージの提供に努めていきます。

DNP独自の素材加工技術を活かした高機
能製品の数々は、「4つの成長領域」におけ
る社会課題の解決でも大きな効果を発揮
します。世界トップシェアのリチウムイオン
電池用バッテリーパウチは、モバイル機器
のほか、電気自動車や家庭用蓄電池など
へ用途を拡大。またクリーンエネルギーの
広がりにも対応し、光や熱、液体や気体な
どを制御する多様な高機能フィルム、太陽
電池用部材などの開発に注力しています。

住宅やオフィス、商業施設やホテル、学校
や医療施設、自動車や鉄道車両など、人々
が生活するあらゆる空間に“新しい価値”
を提供する内・外装材などを幅広く開発、
提供しています。また、空間づくりのサプ
ライチェーン全体に総合的なソリューショ
ンを提供するほか、環境負荷の低減や健
康への配慮、耐久性やデザイン性などを
重視した製品開発を通じて、心地よい空間
をグローバルに実現していきます。

やさしく安全に包み、
心地よく使えて、
環境負荷の少ない
パッケージを

リチウムイオン
バッテリー、
太陽電池にも
DNPの技術が

人々が過ごすさまざまな
空間を快適に

包装事業 産業資材事業

生活空間事業
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エレクトロニクス部門
Electronics

スマートフォンなどの小さな携帯端末から、
交通機関や各種施設、屋外で使用する大型
機器まで、多様なサイズのディスプレイそれ
ぞれに、DNPは最適な製品を提供し続けて
います。強みのある技術や設備を有効活用
するとともに、パートナーとの連携を強め、液
晶ディスプレイ用カラーフィルターのほか、
有機ELディスプレイ製造用のメタルマスク
やタッチパネル用センサーなど、新製品開発
も進めていきます。

自由自在な
ディスプレイの形を
人に、社会に

ディスプレイ関連製品事業

DNPはIoTの世界的な進展と、スマートフォンをはじめとする情報機器の進化に対し、印刷で培った最先端の
技術を活かして“新しい価値”を提供します。微細なパターンを形づくるフォトリソグラフィやナノインプリント、
機能性素材を薄く均一に塗工するコーティング等の技術をさらに磨き、半世紀以上にわたって展開してきた
付加価値の高い製品を未来の生活者にも届けていきます。

光学設計や材料開発、クリーンな環境で素
材を加工するコンバーティング技術など
を活かし、“光”をコントロールする多様な
光学フィルムを提供しています。液晶ディ
スプレイへの光の映り込みを防ぐ反射防
止フィルムでは世界トップシェアを獲得。

高精細化・高機能化と、薄型化・軽量化と
いう相反する課題の解決にも取り組み、
有機ELパネル用、タッチパネル用などの
新たな製品の開発にも注力しています。

情報の豊かな表現を可能にする
先進的な光学フィルムを

光学フィルム事業

微細なナノレベルの工夫が、
次世代の電子機器を
つくり出す

電子デバイス事業

電子機器は今、さまざまな形で私たちの生活を豊
かにするサポートをしています。それに対して
DNPは国内外で新製品の開発を進め、新しいビ
ジネスモデルの創出に取り組んでいます。半導体
製品用フォトマスクは、最先端の線幅10nm＊1台の
製品に対応し、ナノインプリントなどの技術開発も
進めています。MEMS＊2製品なども含めた多彩な
製品群で、電子機器の小型化・軽量化ニーズに
応えていきます。

＊1 nm（ナノメートル）：10億分の1メートル
＊2 MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）：微小電気機械
 システム



全体最適品質

財務基盤

人材 印刷技術
情報技術

特許
知的財産

「企業理念」「事業ビジョン」「行動指針」を
新たに策定し、DNPの中長期的な成長と
それによる社会への貢献の方向性を示す

4つの成長領域DNPグループビジョン2015

DNPの強みを生かして社会課題を解決し企業価値の拡大と社会貢献ができる領域

4つの成長領域で、
社会課題を解決する
新しい価値を提供し、
事業拡大を目指す

DNPは、国内外の約3万社の顧客企業や生活者に対し、価値を届けている
総合印刷会社です。1876年の創業以来強みとしてきた印刷技術や
情報技術を活かし、出版印刷や商業印刷から、包装や建材、

ディスプレイ関連製品や電子デバイスなどへと事業領域を拡げてきました。

これからも生活者・得意先、そしてあらゆる関係者との対話を深め、

多様化するニーズや課題に気づき、印刷技術（PT）と情報技術（IT）を
組み合わせたP&Iイノベーションを推進していきます。

提案型・コンサルティング型の営業・企画力を
ベースに、新しい課題をいち早く発見し、部門
を越えた人材の連携と技術等の組み合わせに
よって、社会や生活者の価値観や環境の変化
に応えるソリューションを提供しています。

営 業・企 画

市場ニーズを捉えた画期的な製品をカタチにす
る生産体制。国内外に最適な生産拠点とネット
ワークを持ち、効率的で高品質な製品を生み出
す生産ラインで、生活者や企業のニーズに応え
る製品を迅速に安定的に供給します。

製 造（ 国 内・海 外 ）

変化の激しい社会で、的確な課題解決を実現
するために、「事業創造型」の研究開発を推進し
ています。既成概念にとらわれない発想で新事
業の創出に努め、ノウハウを蓄積するととも
に、事業化のスピードアップを図る体制を構築
しています。

研 究 開 発

知とコミュニケーション

食とヘルスケア

住まいとモビリティ

環境とエネルギー

世界の人口動態が変化し、国内の少子高齢化が進むなか、安全で質の高い生活を支え、生涯にわたる
健康維持をサポートする新しい価値の提供に取り組んでいきます。例えば、食品や飲料、日用品や医薬
品などに向けて、人々の食と健康を支える安全で衛生的なパッケージを提供します。また、再生医療や
医療用画像管理システム等のライフサイエンス、農作物の生産性向上に寄与する農業用フィルムなどの
新たな分野向けに、印刷技術と情報技術を活かした高機能な製品・サービスを積極的に展開していきます。

住宅や商業施設、オフィスや医療施設、自動車や鉄道車両などのさまざまな空間で、高い快適性と、
安全・安心な暮らしを実現する新しい価値を提供していきます。日々の生活で私たちは多くの空間を
行き来し、さまざまな情報をやり取りしており、DNPは心地よい空間のための機能性と意匠性に優れた
製品を開発していきます。また、モバイル端末やウェアラブル機器、モノのインターネット化（IoT）の進展
なども見据え、生活空間のインフラを適切に管理するスマート社会の実現に向けた事業も推進します。

経済的な発展と地球環境の保全を両立させる持続可能な社会の実現に向けて、多様な製品・サービスの
開発を加速させていきます。窓からの光を天井などに効果的に反射・拡散させて室内を明るくする
「DNP採光フィルム」はその一例です。エネルギー分野では、高いシェアを占めるリチウムイオン電池用
バッテリーパウチのシェアをよりグローバルに拡大していきます。また、省資源や省エネ、生物多様性の
保全などにつながる環境配慮製品・サービスの開発にも注力していきます。

心地よいコミュニケーションを通じて暮らしを支え、文化を育む製品・サービスを提供します。情報
メディアやコンテンツの制作、情報セキュリティに守られたサービスの充実などによって、生活者が
望む情報を欲しいときに最適なカタチで提供していきます。例えば、紙と電子の書籍に対応するハイ
ブリッド型総合書店「honto」の推進、デジタル教科書を含めた教育 ICTサービスの開発、訪日旅行
者増加にともなう多言語コミュニケーションの活性化などを主体的に推進していきます。

事業ビジョン
P&Iイノベーションにより、

4つの成長領域を軸に
事業を拡げていく。

企業理念
DNPグループは、
人と社会をつなぎ、
新しい価値を提供する。

行動指針

対話と協働

P&Iイノ
ベーション

Printing
&

Information
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札幌

北見

帯広

仙台

郡山

長野

中津川小牧

奈良

名古屋京田辺

高松

徳島松山

広島

福山 岡山 磐田

三原 笠岡
姫路

小野
米子

大分

北九州
福岡
筑後

熊本

宮崎

那覇

高知

浜松

京都

大阪

金沢

静岡

泉崎

山形
新潟

新竹

ソウル

バンコク

ハノイ

ジャカルタ
ブカシ

台北

ニューヨーク
セーレム

マウントプレザント

トーランス

ハーレム

ロワシー
ロンドン デュッセルドルフ

アグラーテブリアンツァ

カールスルンデ

サンノゼ
コンコード

ホーチミン
ビンズン

パシルグダン
シンガポール

カラワン

シドニー

上海

下呂

富山
白山

鹿児島

長岡

盛岡秋田

北上

青森

ジョホールバル

小田原

川崎

水戸
宇都宮

栃木
館林

多摩

つくば

牛久
柏埼玉

東京
愛川

横浜

高崎

■ 営業拠点・生産拠点（2018年3月末現在）

■ 会社概要（2018年3月期）■ 企業理念

「DNPグループは、
人と社会をつなぎ、
新しい価値を提供する。」

未来のあたりまえをつくる。

■ ブランド
■ ステートメント

「社会から信頼される企業になること」

■ DNPのCSR ■ ギャラリー

商号

大日本印刷株式会社

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

本社

〒162-8001

東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

Tel： 03-3266-2111（大代表）

URL： http://www.dnp.co.jp/

創業

1876（明治9）年10月

設立

1894（明治27）年1月

代表取締役社長

北島 義斉（2018年6月就任）

資本金

1,144億6,400万円

年間売上高

1兆4,122億5,100万円（連結）

9,907億5,000万円（単体）

連結営業利益

463億7,200万円

連結経常利益

509億7,100万円

連結当期純利益

275億100万円

従業員数

38,627名（連結）

10,775名（単体）

〒104-0061
東京都中央区銀座7-7-2
DNP銀座ビル　
Tel.03-3571-5206

〒616-8533
京都府京都市右京区
太秦上刑部町10
Tel.075-871-1480

〒962-0711
福島県須賀川市
塩田宮田1
Tel.0248-79-4811

〒104-0061
東京都中央区銀座7-7-4
DNP銀座アネックス
Tel.03-3574-2380

〒616-8533
京都府京都市右京区
太秦上刑部町10
Tel.075-871-1481

ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg） 京都dddギャラリー

現代グラフィックアートセンター（CCGA） メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド（MMM） DNP京都太秦文化遺産ギャラリー

DNPグループは、
「人」のニーズをかたちにして
「社会」に提供します。
「社会」のニーズをかたちにして
「人」に提供します。

DNPは、あらゆるステークホルダーから常に
高い信頼をいただける企業であり続けることを
何よりも大切にしています。
社会から、そして多様なステークホルダーから

寄せられる期待に一つひとつ丁寧に応え、次の
「3つの責任」を果たすことで、信頼を高めていく
よう努めています。

［ 3つの責任 ］

価値の創造

社会に対して
価値を提供する

第1の責任

高い透明性
（説明責任）

説明責任を果たし、
透明性の高い
企業になる

第3の責任

誠実な行動

価値創造のプロセスを
公正・公平に
遂行する

第2の責任

国内 営業拠点 生産拠点 海外 営業拠点 生産拠点
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