何かを伝える思いがある、確かに伝える技術がある

「つくりたい」
をカタチに…
新たな価値を確かな技術で生み出します
仙台共同印刷は「センキョウ」
として歩み続けます。
企画・デザイン

なビジネスモデルを構築して参ります。

学会・イベント

センキョウ

印刷・製本

デジタルコンテンツで、

ONE-STOP
サービス！
編集・DTP

ジャーナル・
査読システム

ホームページ・
Webシステム

デジタルコミュニケーションの深 化により、オンライン・
リモートの学会・会議が増加しています。蓄積した学会

合名会社共同印刷所 仙台市青葉区八幡二丁目6番27号にて創業

昭和45年（1970）8月

仙台市宮城野区原町四丁目9番14号へ本社工場を新築移転

昭和53年（1978）11月

仙台市宮城野区日の出町二丁目4番2号へ本社工場を新築移転

昭和54年（1979）7月21日

株式会社仙台共同印刷へと組織・社名を変更

平成12年（2000）1月23日

MOVP 菊半判4色反転オフセット印刷機導入

平成14年（2002）5月1日

Welcome System 開始（電子投稿システム初版）

平成18年（2006）5月8日

プライバシーマーク 認証取得 第A190409（01）号（以降更新中）

印刷の企画、
制作だけではなく、
その技術をデジタル
コンテンツにも活用しています。
また、学会やイベントの運営までもワンストップで
対応し多数の実績を重ねています。

〜何かを伝える思いがある、
確かに伝える技術がある〜

企

画

株式会社

と

印

刷

の

センキョウ

仙台本社・工場
〒983-0035
仙台市宮城野区日の出町二丁目4番2号
TEL: 022-236-7161 FAX: 022-236-7163
東京オフィス
〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町23-2 之ビル 5F
TEL: 03-6206-9650 FAX: 03-6206-9651

URL : https://www.senkyo.co.jp/
E-mail : info@senkyo.co.jp

平成20年（2008）8月

SciEd（サイエド）:Scientiﬁc Journal Editing System（電子査読システム）が本格稼働。
日本トキシコロジー学会様 機関誌 The journal of Toxicological Science で採用される

平成22年（2010）12月3日

SciEd（サイエド）:Scientiﬁc Journal Editing Systemを商標登録（登録第5373261号）

平成23年（2011）3月11日

東日本大震災 震度6強 被災

平成23年（2011）9月4日

スピードマスター102VP 菊全判4色反転オフセット印刷機導入

平成24年（2012）10月

地震改修工事竣工

平成24年（2012）12月

VAC600中綴ライン ホリゾン社製導入

平成25年（2013）11月

CTPシステム スープラセッターA106 ハイデルベルグ社製導入

平成26年（2014）7月

カラーオンデマンドシステムDocuColor 5656P 導入

平成29年（2017）4月

スピードマスターSM74-4P-SE菊半判4色反転オフセット印刷機導入

平成30年（2018）9月

SciEd Ver. 2.0をリリース、
日本薬学会様 BPB Reportsにて採用される

平成30年（2018）7月14日

創業65周年を迎える

平成31年（2019）4月1日

東京オフィスを新橋に設置

令和 2 年（2020）2月17日

東京オフィスを神田東松下町に移転

令和 3 年（2021）8月2日

社名を株式会社 センキョウへ変更

仙台本社・工場

東京オフィス
JR
秋葉原駅
ミヤギテレビ

←

至仙台駅

苦竹
インター

国道45号線

スーパー
オートバックス

宮城
トヨタ

→

至塩釜

株式会社

センキョウ

靖国通り

また、令和3年8月2日に「仙台共同印刷」から
「センキョウ」へ
社名を変更いたしました。業態改革により多角化している業務
内容に呼応するためです。
しかしながら、印刷物が主体である

ことに変わりはなく、各種サービスと合わせた、ONE-STOPサー
ビスにて、皆々様のお役に立つことができれば、
幸甚に存じます。
どうぞよろしくお願い申し
上げます。
令和3年8月2日
株式会社センキョウ 代表取締役

長谷川 竹志

岩本町駅

JR神田駅

都営新宿線

交番

通り
一八

社長あいさつ
弊社は、1953年（昭和28年）の創業以来、仙台の印刷会社と
して、その印刷技術を研鑽してまいりました。
しかし、平成20年
代に入りますと、印刷市場の縮小を容易に想像できるようにな
り、業態改革を模索し実行することが必須になりました。当時
は、HPデザインやwebシステム構築、事務局業務などは、右も
左も分かりませんでしたが、今日、社員がこれらに臆することな
く対応していることを、頼もしく思います。

神田川

首都高速

仙台バイパス

宮城野消防署

Senkyo, Co., Ltd.

スピードマスター 102ZP 菊全判両面兼用機導入
「電子投稿システムを活用した電子査読システムの開発と販売」に関して宮城県より経営革新
計画の認定を受ける

中山道

ます 。

昭和28年（1953）7月14日

■お問い合わせは ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

ながら絶えず培ってきた技術とITを組み合わせ、新た

そして新しいカタチとサービスに絶えず 挑 戦し続 け

商号：株式会社 センキョウ
代表者：代表取締役 長谷川 竹志
創業：昭和 28 年 7 月 14 日
資本金：2,000 万円
社員数：33 名
主な取引先：東北大学など国公私立大学、諸研
究機関、宮城県など諸官公庁、東北電力など一
般企業。

平成20年（2008）3月

越えて参りましたが、紙 への印刷は普遍のものと捉え

価値」
を生み出します。

おもな沿革

平成18年（2006）12月

印刷会社として60余年の歴史を刻み、多くの変化を乗り

運営のノウハウをオンライン学会で生かして「あたらしい

会社概要

東京オフィス
之ビル 5F

東北・北陸
新幹線

私たちは持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています。

会社案内

1. 品質向上への取り組み
23190002(08)

プライバシーマーク
認証取得
私たちは個人情報の
保護に全力で取り組
んでいます。

ユニバーサルデザインの理解と実践
Pマーク取得による情報サービスの強化

2. 地球環境に配慮したものづくり
再生紙、植物インキの使用
工業廃液の適正処理

3. 働きやすい職場環境を築く
育休取得促進の取組
労働時間に関する取組

企

画

株式会社

と

印

刷

の

センキョウ
SINCE 1953

センキョウ

「センキョウ」が選ばれる理由

1
2
3
4

ONE-STOP サービス！

企画・デザイン

企画・デザイン／印刷／ホームページ・webシステム
など様々なコンテンツに対応します。
それらを連携、
統合してお客様のイメージを
効果的に創出していきます。

ONE-STOPサービス ― 様々なコンテンツにシームレスに対応
印刷物のみならず、ホームページ、webシステムなどデジタルコンテンツの制作への特化を踏み台に、
お客様の「つくりたい」
をワンストップで実現します。

企画／デザイン／制作
名刺からパネルサイズまでの幅広いデザイ
ン業務を創造力と新鮮な感覚を身につけ
たハイテクニック集団が遂行いたします。
お 客 様 のコンセプトを 把 握し、ニ ーズ に
100％お応えできるデザインを目指します。

お客様から信頼される創業からの実績
官公庁、国公私立大学、諸研究機関や一般企業を中心に多くのサービスを提供してきました。
そのなかで、
クライアントから培ってきた信頼が弊社の財産であり強みです。

「技」
・
「美」
・
「創」様々なシーンに適応するフレキシブルな印刷

課題、問題を解決し、導き出すチカラ

創業より半世紀以上培ってきた、経験と技術
を活かし、お客さまに満足していただける印
刷を目指しております。
ハイデルベルグ社製スープラセッターA106、
菊全4色機、菊半4色機で迅速対応いたし
ます。

東北大学
紫千代萩賞応募
ポスターデザイン

様々なニーズに応えてきた実績が、
お客様の抱える課題や問題を解決していきます。
提案から納品まで、
お客様のサポートを徹底して行っています。

編集・DTP

ホームページ・
Webシステム

DTP・自動組版・差込印刷

ホームページデザイン

お客様からのどのような入稿形態にも対応で
きる
「技術」
を持ち、組版データとWebデータ
の双方向変換のノウハウが強みです。英文、
和文の学術刊行物、販売書籍、学術会議出版
物、名簿、報告書など大量のページもので確
たる評価を得ています。

世界へ向けて情報発信のお手伝い、デザイ
ンに加え機能性（CMS・スマホやタブレット
対応）
をご提案。お客さまが納得するプランと
ハイレベルのコンセンサスを目指します。

▶J-STAGEをはじめとする電子ジャーナル
プラットフォームへの掲載支援
▶WEBジャーナルページの作成・論文の掲載

会社・学校案内

伝票・帳票

各種パンフレット

書籍

筑波大学 グローバルイノベーション
学位プログラム（GIP-TRIAD）

参加・演題登録システム

日本薬学会第 139 年会
プログラム集

東北大学
片平まつり
企画・HP・
ポスターデザイン

電子ジャーナル

第44回日本毒性学会学術年会（横浜）

ACEM/JEMS 2019：第 6 回アジア環境変異原学会／
日本環境変異原学会第 48 回大会合同大会（東京）

電子査読システム
（SciEd®）

CSV・XMLデータを組版アプリケーションでマッピング

ハガキ・DM 他

電子ジャーナル

日本超音波医学会

菊全 4 色機

広報誌・学内報

学術会議の会場手配、事前準備、当日運営業
務など学会のイベント全般をコーディネート
いたします。

電 子 化・インターネットへ の 掲 載 により、
学術出版物を世界へ発信します。

おもな印刷制作物

チラシ

学会コーディネート業務

ジャーナル・
査読システム

印刷・製本

チラシ・パンフレット・書籍・
学会誌等の印刷

どのような原稿にも対応できる
「技」
をもち、創業より培ってきた印刷における
「美」
を追求し、
お客様のイメージを効果的に
「創」
り出していきます。

学会・イベント

論文投稿・査読・編集を一体化して行える電子
査読システム「SciEd」により、電子ジャーナル
掲載までONE-STOPサービスで提供します。
公益社団法人 日本薬学会

The Pharmaceutical Society of Japan,
BPB Reports

学会のホームページを作成し、
オンライン決済
も含めたシステムをご提案いたします。

刷版出力セッター

第 49 回 日本毒性学会学術年会
イラスト作成・ポスターデザイン

デジタルメディア制作
学会場風景
菊半 4 色機

艮陵同窓会会員名簿
（東北大学医学部同窓会）

一般社団法人 日本毒性学会
The Journal of Toxicological Sciences
第 48 回 日本毒性学会学術年会
演題・参加登録システム

ホームページ

デジタル論文集（CD・USBなど）

電子Book

それぞれの工程を社内でシームレスに一括管理、 制作まで「センキョウ」が責任を持って行います！

