C O M PA N Y P R OF I LE

チカラの結集は、
満足を超えた
さらなる感 動の創出へ
1909 年（明治 42 年）、印刷業からスタートした弊社は 2017 年
に株式会社ハラプレックスとなり、更なる発展に向け進化を
遂げております。
印刷、包装資材、イベント・出版を事業の 3 本柱とし、お客様
のご要望に応じた企画提案を提供してまいります。
社員一同総力を結集し、さらなる付加価値を創造。お客様の
満足を超えた感動を提供できる企業へと邁進してまいります。
進化した HARAPLEXにどうぞご期待ください。

HARAPLEXの名前の由来
～PLEXとはいくつもの構成部分を持つという意味の接尾語です。
PはPrint 、PackageのPでもあります。
グループ4 社が事業統合し、いくつもの構成部分を持つ企業体となり、
HARAの歴史を引き継ぎながら、今後に飛躍する想いを込めました。
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事業内容

事業内容

HARAPLEXは、
お客様のあらゆるニーズに応える
モノ創りを展開します

イベント
Event

各種イベントの
立案から企画運営
自社イベントの開催、お客様のプロモーション
やCSRにつながるイベントの立案から企画
運営を行います。
○「スポーツひのまるキッズ」
○ お客様主催のイベント

培った経験と最新鋭印刷機で
確かな品質をお届け
創業から培ってきた経験・知識・デザイン力を
活かし、お客様と密接なコミュニケーションを
図り、高品質な印刷物をお届けします。
○ 商業印刷
○ 特殊印刷

○ 出版印刷

など

印 刷
Print

Web
＆ 動画

○ 事務用印刷

Web & Movie

時代を先取りする
オリジナルWebサイトの制作
ブランディング・マーケティングからデザイン・
コーディング・S N S 広 告 運 用に至るまで
トータルにお手伝いします。
○ グラフィックデザイン
○ 動画制作

商品価値を高める
魅せる売れる包装資材のご提案

○ シール

○ 包装袋

など

など

○ Webデザイン

包装資材
Packaging materials

商品にも地球にもやさしい素材を使用し、商品
を守り価値を高めるブランドイメージを、お客様
と話し合いながら作り上げていきます。
○ 化粧箱

など

ノベルティ

○ ネーム・タグ・リボン

Novelty

宣伝効果を高める
ノベルティグッズをご提案
定番の品から、
もらって嬉しいユニークな
オリジナルグッズまで対応します。渡した
相手の心に響く商品をご提案します。
○ カレンダー
○うちわ

封入・組立て作業に対応できる
自社工場を所有
お客様の商品の封入・組立て作業をクリーン
ルーム・検針器を備えた自社工場にて行います。
○ 封入

○ 組立て

○ シュリンク包装作業

など

など

Assembly

ブース
＆ サイン

集客・出展効果を考慮した
戦略的デザインでお手伝い
人が集まることを第一に考え、
その上で
商品がより美しく、企業がより魅力的に
見えるよう世界観を大切にしたブース
デザインを行います。
○ブース設営
○ サイン
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○ マスキングテープ

アッセンブリー

Exhibition booth & Sign
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○ タオル

○ピンバッジ・缶バッジ

○ 什器制作

○ 看板

○ のぼり

など

03

グループ企業

グループ企業

HARAPLEXを中核として、ワンストップで 対応できる体制を整えています
株式会社ユニプラ（今治） クリエイトハラ株式会社（松山） 株式会社デコプラス（東京）

株式会社ハラプレックス（今治・東京・大阪・松山・新居浜・広島・上海・青島・大連）

グラフィックデザイン

プリント＆パッケージ

企画提案

印 刷

デザイン・動画制作

包装資材

企画・デザイン会社を自社の各拠点に併設

印刷のみならず、
トータルなプロデュース力で

し、
レスポンスが早くスムーズな対応を可能に

企業や商品の価値を最大限に引き出します。

しています。独創的な企画提案から魅力的な

全社一貫した体制で取り組み、
スピーディで

デザイン制作まで承ります。

高品質な商品をご提供します。

株式会社マジカルサイト（今治・松山）

株式会社プライム・ハラ（今治・東京・広島）

ウェブデザイン

シール＆ラベル

Web制作

シール・ラベル印刷

コーディング
オリジナルのWebサイトの構築は、豊富な

食品用、工業用、販売用、
サービス用、事務用

制作実績とノウハウを持つマジカルサイトで

などのシール・ラベル・ステッカーをプライム・

行います。
ブランディング・マーケティングから

ハラで行います。箔押し・エンボスなどの特殊

ご相談ください。

加工にも対応します。

アートディレクション

ハラプレックス

マジカルサイト

▲

プライム・ハラ

コーディング

瓶（選定および印刷発注）
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500ml 詰

グループのチカラが合わさることで、

製造年月

純米大吟醸

純米大吟醸

40
%

おかしら付きのお酒です。

要冷蔵

アルコール分
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・ 度以上
・ 度未満


原材料名 米（国産）
米麹（ 国産米）
精米歩合

代表者の、この一言から企画はスタートしました。

清酒

お酒は 歳になってから。お酒はおいしく適量を。
妊娠中・授乳期の飲酒には気をつけましょう。

「100 周年記念として、オリジナルの日本酒を作りたい。」

愛媛県松山市南久米町二五五 の一
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後藤酒造株式会社

純米大吟醸

イチから商品を完成させることができるという一例です。

化粧箱制作・ポスター印刷
▲

デザイン

シール制作
▲

デコプラス

▲

原グループのチカラを結集して作られた
創立100周年記念の日本酒

おかしら付きのお酒です。
「眞十郎」は愛媛の「後藤酒造株式会社」と
デザイン会社「株式会社デコプラス」が
共同で企画したお酒です。
お祝い事に贈りたい、晴れの日に、記念日に、
大切な人と一緒に飲みたい
そんなお酒をコンセプトに作りました。
1602 年創業の後藤酒造がある愛媛県の来島海峡は潮の流れが
速く、鯛が浮かび上がってくると言い伝えがあります。そんな
情景をジャパニーズモダンのデザインスタイルで瓶に落とし込
みました。鯛は古来からめでたい席に出される魚です。こうあ
りタイ、がんばりタイ、祝いタイ、めでタイ日にいっしょに
飲みタイ。鯛のモチーフにそんな思いを込めています。

地

米

● 愛媛県松山市南久米町

● 兵庫県産特等米「山田錦」を使用。
（純米大吟醸）

慶長7 年（1602年）松山城築城の際、初代松山城当主である加
藤嘉明の命により、後藤三兄弟が松山市松前町で酒造業を

愛媛県今治市にある来島海峡は潮の流れ
が速く、鯛が浮かび上がってくるとの言い
伝えをモチーフにしたデザイン。

始めました。その後、寛永年間の 1625 年頃に、末弟の清兵
衛が分家し久米の地で酒造業を開始。酒名を久米の井と
称し、現在に至ります。

瓶背面の食品表示シールと、筒箱表面
の封シールを制作。

● 400 年以上使っている自家井戸の水
を使用。後藤酒造の位置する南久米町周辺は、大小合わせて

Web 制作を手掛けるマジカルサイトは、
デザイン確定後のコーディングを担当。
造り手

100 以上の池が点在し、名水百選「杖の淵」と同じ水脈だと

考えられる。また、この井戸水は酒造に適した中硬水で、

● 伊方杜氏

四国の３つの杜氏の流派のひとつ。四国北西端の伊方町。

ポスター・販促品（リーフレット）を制作。

水
創業以来、後藤清兵衛が発見した良水が湧き出る自家井戸

お酒は20 歳になってから。お酒はおいしく適量を。

発酵力が強く、お酒にも力強さを与えている。

最盛期には 700 名ほどの杜氏、蔵人が在籍していたが、現

在はわずか 5 名。井上杜氏は父・兄も杜氏を務め、三代続
く杜氏は全国でも珍しい。

味

●ほのかに香るフルーティーな吟醸香が食卓に華やぎ

甘辛度

甘口

を与えます。

やや甘口

やや辛口

辛口

おすすめの飲み方
オンザロック

冷やして 5～10℃

ストレート

濃淡度
濃醇

やや濃醇

やや淡麗

淡麗

ぬる燗 40～45℃ 上燗 45～50℃

あつ燗 50～55℃

商品スペック
商

品

容

名 : 久米の井 純米大吟醸 眞十郎
量 : 500ml

原

料

米 : 兵庫県産特等「山田錦」 精米歩合 40％

原

材

料 : 米・米麹

酒

質 : アルコール度 :14.3
酸度 :1.3 日本酒度 :+3 アミノ酸度 :1.1

希望小売価格 : 2 , 5 0 0 円 （ 税 別 ）
生 産 工 場 : 後藤酒造株式会社

お問い合わせフォーム
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制作実績

制作実績

企業 ・ 施設 ・ 学校

商品パンフレット・商品カタログ

メニュー

密接なコミュニケーションで、
高品質な印刷物を届ける
お客様の商品戦略・営業戦略に基づいた印刷物の企画・提案を行います。
ポスター・パンフレット・チラシ・カタログなど、多様なご要望にお応えします。
2016 年に最新鋭のLED- UV5 色印刷機を導入し、写真やイラストが映える高品質な仕上がりを実現しています。
ガイドブック
会社案内

病院案内

●

チラシ

不特定多数へのアピールを目的と
したチラシ。セール情報や定期的
な告知などに有効です。

●

フライヤー

デザイン性を重視し、店頭などの
イベント宣 伝 告 知に最 適。ター
ゲットに届く表現をご提案します。

●

商品カタログ・パンフレット
新規開拓、売り上げUPの必需品。
企画立案から撮影までトータルに
ディレクションします。

●

DM

顧客の購買傾向、嗜好に合わせ
たメッセージの展開を行い、効果
的なDMを制作します。

●

ポスター

イベント・店頭などで、多くの人に
インパクトを与え、心に残るポス
ターをご提案します。

●

広報誌・社内報・フリーペーパー

●

学校案内

メニュー

お店のテイストに合わせて商品構
成から撮影まで行い、オリジナル
のメニューブックを制作します。

シンボルマーク

会社案内
会社の特徴に応じた内容で商品・
サービス・企業情報を分かりやすく
紹介します。

ポスター
●

広報誌・社内報

業務内容の報告や企業営業活動、
社内行事などをバラエティに富ん
だ誌面で制作します。

チラシ
●

封 筒

封筒・便箋

企業の顔となる封筒や便箋。企業
イメージと統一して制作します。

ショップカード
DM

●

伝票・ビジネスフォーム
企業活動に必要な使いやすい伝票
をオリジナルで制作します。
ナンバ
リングも可能です。

●

シンボルマーク・ロゴタイプ

企業の業種や商品イメージなどを
考慮し、効果的なグラフィックで
表現します。

しおり
●

名刺

自分や会社の「顔」
の役割を果た
す大事なアイテム。企業イメージを
一目で的確に伝えます。

●

案内状

移転・社名変更・株主総会・社長
交代などの案内状を文面からご
提案します。
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制作実績

制作実績

ノベルティ

官公庁

もらって嬉しいオリジナルグッズで、
宣伝効果を高める

培った経験と知識をもとに、
地域の魅力を分かりやすく訴求する

メモ帳・クリアファイル・カレンダー・タオルなど定番の品から、もらって嬉しいユニークなオリジナルグッズまで対応します。

読まれるパンフレット、人を惹きつけるポスター。

渡した相手の心に響く、最適な商品をご提案します。

創業から培ってきた経験・知識・デザイン力を活かし、ご満足いただける印刷物を制作します。
英語版・中国語版の作成などにも対応。観光による地域活性化のお手伝いをします。

カレンダー

クリアファイル
観光パンフレット

●

要覧

カレンダー

バラエティ豊かな品揃えでカレン
ダーをご用意しています。卓上・
壁掛け・オリジナルも人気です。

タオル
●

会報誌

クリアファイル

フルカラー印 刷・箔 押しなども
対応。記念品や販促に宣伝効果
抜群のクリアファイルです。

●

タオル

日用必需品として重宝される定番
ノベルティ。大人気の高品質「今治
タオル」
にも対応しています。

● うちわ

ノベルティとして定番人気の扇子・
うちわを多数取り揃えています。
名入れ印刷が可能です。

●

広報誌

観光MAP

マスキングテープ

デコレーションアイテムとして若者
に人気のマスキングテープ。オリ
ジナルデザインも制作可能です。

●

ピンバッジ・缶バッジ
記章・企業ロゴ・キャラクターなど
が入ったバッジを制作。記念品・
ノベルティ・お土産用に最適。

●

布バッグ

コットン・キャンバス
（帆布）
・デニム
などの丈夫なオリジナルバッグを
制作します。

●

●
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チラシ

ポスター

●

油とり紙・マグネット・
のぼり旗・文房具 など

チラシ・フライヤー

デザイン性を重視したイベント宣伝
告知に最適なツール。ターゲット
に届く表現をご提案します。

●

ポスター

イベント・街頭などで、数多くの
人にインパクトを与えるポスターを
制作します。

不織布バッグ

軽く安価で強度のある素材のバッ
グ。環境にやさしいエコ素材として
注目されている品です。

観光パンフレット
多くの人に手に取っていただき、
集客アップにつながるパンフレット
を制作します。

メモ帳・付箋
オリジナルデザインのメモ帳・付箋
を制作します。長期的な販促効果
が見込めます。

●

●

●

要覧
概要や魅力、
データなどをまとめた
要覧を、企画・デザイン・文章作成
に至るまで一貫して行います。
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制作実績

制作実績

Web ・ 動画

書籍 ・ 出版物

伝えたい想い、残したい記録を
カタチにする

時代を先取りするサイト展開で、
最新の情報を発信する

綿密な打ち合わせを行いながら、原稿整理、校正、本文のレイアウト、カバー・表紙・扉のデザインなど多くのプロの手を通し、

オリジナルのWebサイトやスマホサイトの制作と運営を行います。

読みやすく見た目も美しい本を制作します。紙の書籍だけでなく電子書籍の制作もお任せください。

豊富な制作・構築実績を持つグループ企業のマジカルサイトとともに、
ブランディング・マーケティングからデザイン・コーディング・SNS 広告運用に至るまでトータルにお手伝いします。

記念誌・郷土史

Webデザイン

台湾情報サービス

「旅々台北.com」
とは
台湾の観光情報を収集したWebサイトを運営。
5000ページ以上の台湾情報を掲載し、台湾を知るな
ら、
行くなら、
お役に立てる情報満載です。

https://www.tabitabi-taipei.com/

写真集

旅々台北

検索

CM・動画制作
［ Google Play ］ ［

●

記念誌

節目の年に、軌跡をたどり歴史を
詰め込んだ記念誌を制作します。
企画からご相談ください。

図録

書籍

●

郷土史

地方の歴史や風土を伝え、後世
まで受け継がれる分かりやすい
郷土史を制作します。

●

書籍

簡易印刷から高級カラー印刷まで、
多種多様な書籍（自費出版・商業
出版）
に対応します。
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］

スマートフォン・タブレット
端末をご利用の方へ
スマートデバイス用アプリケーション
「COCOAR2」
をダウンロードし、
左の「HARAPLEX」
のロゴをスキャンしてください。動画を視聴できます。

●

Webデザイン

自治体、
マスコミから企業までWebサイトやモバ
イルサイトの制作を数多く手がけています。

写真集

写真のセレクトから編集、
デザイン
までを行い、美しいオリジナル写真
集・図録を制作します。

●

ITunes

●

CM・動画

外部協力会社との強い信頼関係により、ニーズ
に沿ってさまざまなジャンルの動画を制作します。
●

DVD制作

ビデオ撮影・音楽・ナレーション原稿作成・制作
進行管理まで行い、
DVDを制作します。
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制作実績

制作実績

包装資材

魅せる売れるデザインで、
商品を守り価値を高める
包装紙・フィルムの材質、化粧箱の形状などの選定から商品の価値を高めるデザインまで
お客様のご希望に合わせたご提案をします。
商品にも地球にもやさしい素材を使用し、ブランドイメージを作り上げます。

●

包装紙

用紙の種類や色柄・サイズなど、
ご要望に合わせたオリジナル包装
紙を制作します。

●

化粧箱

ダンボール・クラフトからギフト用
の箱まで、商品イメージと連動す
るパッケージをご提案します。

●

袋

手提げ袋・平袋・角底袋など、
用途に沿った豊富な種類からお
選びいただけます。

●

ネーム・タグ

既製品のタグから刺繍・プリン
ト・コットンネームまで、ご希望に
沿って制作します。
● リボン

無地・名入れ・箔押し・デザイン
カット・切り絵などオリジナルリボン
を制作します。

●

ラベル・シール

使用目的・使用場所などを考慮した
素材を選定し、
オリジナルデザイン
のラベル・シールを制作します。

●

フィルム

ロール品・枚葉品・規格品など各
種厚みにも対応します。バーコー
ド・QR コードの印刷も可能です。
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制作実績

制作実績

ブース設営 ・グループ事業

イベント

目に留まる戦略的デザインで、
差別化を図る

プロモーション効果の高い
イベントを開催、運営する

人が集まることを第一に考え、その上で商品がより美しく、企業がより魅力的に見えるよう

長年の経験値により、お客様のプロモーションやCSRにつながるイベントを開催します。

世界観を大切にしたブースデザインを行います。

しております。
自社独自のスポーツイベントも開催（主管）

ブース・什器・看板は企画からデザイン・施工まで行い、陳列方法やスタッフの配置までアドバイスします。
ブースデザイン

資材

高品質な保管、運搬包材を
リーズナブルな価格で提供します
包装資材で培ったノウハウを生かし、中国拠点でのネットワークも駆使した高品質でリーズナブルな保管、運搬資材をご提供します。
土のう袋 フレコンバッグ
●

吸水土のう

ブースデザイン

展示会での集客、出展効果を考
慮し、差別化を図った戦略的な
デザインを提案します。

●

什器

店頭において商品とブランドの価
値を高め、デザイン性と機能性を
兼ね備えた什器をご提供します。

●

のぼり

宣伝効果抜群ののぼりは、既製
品からオリジナルまで対応。取り
付け器具も扱っています。

●

看板

養生用シート クロスシート
（ブルー）

アスベスト対策用品

用途に応じて、企業イメージを統一
したサイン計画をご提案します。

外囲いシール

POP

●

横断幕・懸垂幕

横断幕・懸垂幕・垂れ幕・応援
旗・ターポリン幕・タペストリーな
どを制作します。
●

POP

お客様の購買意欲を後押しして
売上アップに繋がる店頭 POPを
ご提案します。
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自社事業

自社事業

愛媛の中学・高校生と
社会をつなぐ職育誌
ココロエえひめ

『親子の絆』
を深め、
企業のCSR活動をサポート

Ⓡ

R

希薄になりつつある親子関係に警鐘がならされてい
る現代社会。
『 親子の絆』
を強め深めることを第一の
目的にスポーツイベントを行い、企業のCSR活動とし

ビジネスモデル部門
最優秀賞受賞!!

内閣府地方創生推進
事務局長賞 受賞！
！

てご提案させていただいております。
また、お客様の
ニーズに応じた出版物、世界的なスポーツイベントの
観戦ガイドの制作なども手掛けています。
発行物

「ココロエえひめ」
とは

1

愛媛の中高生に未来を育む“志”を届け、
人材育成と地域活性化に取り組んでいます。

2

冊子は各学校に必要部数を確認し、学校経由で配布し
ています。使い方は各校によりさまざまです。

ココロエ愛媛では、愛媛で働く人の仕事のやりがいや志を
伝えています。志が自分自身を成長させること、どんな仕事
にもやりがいがあること、働くって何だろう？ と考え始める中
高生に、それらを伝える冊子です。

冊子で伝えて
いるのは

志

3

仕事の
やりがい

情報
知識

キャリア教育の情報提供として冊子を配布。
中高生の職業観と志を醸成しています。

日本の未来を支える、志ある人材へ

45,000部発行

coco

roe

coco

年3回

coco

roe

roe

愛媛県内220校の

中学高校へ無料配布

著名人へのインタビューなど、
第一線で活躍する人たちの生の声を掲載！
毎号、著名人へのインタビューページを掲載。愛媛出身
者に限らず、各界の第一線で活躍している方々に、自身の
中高生時代の思い出や仕事にまつわる話、学生の皆さん
へのメッセージなど、ここでしか聞けない貴重な話満載です。

4

バックナンバーをWebでご覧いただけます。
https://ehime.cocoroe.jp.net/
ココロエえひめ

検索

一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会の
イベントを企画・運営
柔道、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、自転
車などのイベントを主管として行っています。

スポーツひのまるキッズ小学生柔道大会

スポーツひのまるキッズ自転車わっしょい

全国 7カ所で開催。1 年間で約 3,500 組の親子が参加、約
12,000 人が来場しています。

完全地域密着型。タンデム自転車で、親子で楽しむイベ
ントです。

月刊バスケットボールカップ（U-12、
Ｕ-15）

スポーツひのまるキッズ
神奈川県ソフトテニス親子大会

日本文化出版株式会社と一般社団法人スポーツひのまるキッズ
協会が共催。U-15 は選手約 1000 人が参加する全国最大級
の大会です。
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月刊バレーボールカップ
日本文化出版株式会社と一般社団法人スポーツひのまる
キッズ協会が共催。全国から小学生約 400 人が参加し
ます。（2018 年実績）

親子ダブルスの試合。親子のふれあい 100％で心温まる
大会です。全国各地での開催を目指しています。
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事業拠点

事業拠点

Dalian 大連

● 株式会社ハラプレックス
（大連事務所）
［大連漢和工貿有限公司］

Qingdao 青島
● 株式会社ハラプレックス
（青島事務所）
［原眞青島分公司］

Hiroshima 広島
● 株式会社ハラプレックス
（広島営業所）

（広島営業所）
● 株式会社プライム・ハラ

Shanghai 上海
（上海事務所）
● 株式会社ハラプレックス
［原眞（上海）商貿有限公司］

Tokyo 東京
● 株式会社ハラプレックス
（東京支店）

（東京営業所）
● 株式会社プライム・ハラ
● 株式会社デコプラス

Osaka 大阪
● 株式会社ハラプレックス
（大阪支店）

● 八尾工場

各拠点の連携が生み出す
可能性を追い求めて、
原グループは前進します

Ehime 愛媛
Taipei 台北
● 株式会社マジカルサイト
（台北事業所）
［魔法網際股份有限公司（Magicalsite Taiwan Inc.）］

● 株式会社ハラプレックス
（今治本社・松山支店・新居浜営業所）
（今治本社）
● 株式会社プライム・ハラ
● 原株式会社

● 株式会社ユニプラ

HARAPLEX は、愛媛（今治本社・松山支店・新居浜営業所）を中心に、

● 株式会社マジカルサイト
（今治本社・松山支店）

東京（東京支店）・大阪（大阪支店）・広島（広島営業所）と
中国に 3 事務所（上海・青島・大連）を持つ会社となりました。

● クリエイト・ハラ株式会社

各拠点が原グループ 7 社と密接に連携をとることで、
よりお客様に身近で、安心・信頼していただける存在となるよう努めてまいります。

原眞（上海）商貿有限公司

株式会社ハラプレックス
本社
愛媛県今治市喜田村1-2-1
TEL：0898-48-5511
FAX：0898-48-5512
東京支店
東京都千代田区神田神保町2-38
いちご九段ビル7階
TEL：03-5357-1935
FAX：03-5210-5528
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大阪支店
大阪府大阪市西区靭本町1-7-9
靭イーストビル4F
TEL：06-6441-9977
FAX：06-6441-9988
八尾工場
大阪府八尾市高砂町5-4-6
TEL：072-976-4305
FAX：072-976-4306

松山支店
愛媛県松山市土居田町396-6
TEL：089-974-8711
FAX：089-973-3336
新居浜営業所
愛媛県新居浜市中村松木2-2-25
TEL：0897-41-5718
FAX：0897-40-0059
広島営業所
広島県呉市中央3-6-1
TEL：0823-21-3496
FAX：0823-20-0213

本社
上海市中山西路555号
緑洲大厦1103室
TEL：86-21-6241-2917
FAX：86-21-6241-2913
青島分公司
青島市李滄区棗園路11号
「銀座華府」2号棟1単元2603室
TEL：86-532-6807-5395
FAX：86-532-6807-7120
大連事務所(大連漢和工貿有限公司)
甘井子区辛寨子鎮小辛村泰和工業園区
TEL：86-411-8630-6418
FAX：86-411-8630-7418

保有設備

グループ企業
企画提案／グラフィックデザイン
株式会社ユニプラ
愛媛県今治市喜田村1-2-1
TEL：0898-48-5524
FAX：0898-43-5085
クリエイト・ハラ株式会社
愛媛県松山市土居田町396-6
TEL：089-974-8781
FAX：089-973-7775
株式会社デコプラス
東京都千代田区神田神保町2-38
いちご九段ビル7階
TEL：03-5357-1936
FAX：03-5210-5528

Web
株式会社マジカルサイト

〈今治本社〉

愛媛県今治市上徳甲469-1
TEL：0898-47-5500
FAX：0898-47-5503

〈松山支店〉

愛媛県松山市土居田町396-6
TEL：089-989-6090
FAX：089-989-6166
観光サービス・貿易
株式会社マジカルサイト（台北事業所）

台北市中正區重慶南路一段63號11-3号室
TEL：02-2375-2789
FAX：02-2375-2858

シール／ラベル印刷
株式会社プライム・ハラ
愛媛県今治市東村1-11-33
TEL：0898-48-5536
FAX：0898-48-5538
不動産
原株式会社
愛媛県今治市喜田村1-2-1
TEL：0898-48-5511
FAX：0898-48-5512

印 刷
四六全判LED-UV5色印刷機
四六全判2色機
菊全判8色機
菊全判4色機
菊半裁4色機×2
菊半裁2色機
菊四裁2色機
菊四裁単色機
ナンバー印刷機
製版・出力
B全CTP出力機
B全インクジェット校正機×4
カラーA3スキャナー
オンデマンド印刷機
（製本ライン付）

製本・仕上
製本機
（中綴・無線綴）
菊全判折機
四六半裁折機
菊半裁折機
断裁機
菊半裁打ち抜き機
四六四裁打ち抜き機
フィルム製袋
各種フィルム自動製袋機

当社では、環境に配慮した活動を進
めるべく、FSC®（Forest Stewardship

Council 森林管理協議会）
のCoC認証
（Chain of Custody 管理の連鎖）
を本
社、東京支店、大阪支店、松山支店、新
居浜営業所、広島営業所にて認証取得
しております。
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沿 革

社長挨拶

おかげさまで創業百余年。次の百年を見据えて
沿

革

1909

原眞十郎が越智郡波止浜町に於いて創業

2002

1926

合資会社原商会設立

2006

原眞（上海）商貿有限公司設立

1933

原商会呉出張所を西本通5丁目に印刷所開設

2007

株式会社ユニプラを今治市に設立

1940

松山支店開設

2009

創業100年

1948

新居浜市中須賀町に新居浜支店開設

2013

東京千代田区にグループ4社共同オフィス開設（原印刷東京営業所／

1953

呉出張所を分社独立し呉正印刷株式会社設立

1963

包装資材取扱の商事部門を分離独立（株式会社原商会）
させ、

原商会東京支店／プライム・ハラ東京営業所／デコプラス）

2017

社名を原印刷合資会社と変更

20

株式会社デコプラスを東京渋谷に設立

グループ4社（原印刷／原商会／呉正印刷／原産業）
が合併し、
株式会社ハラプレックス設立

1964

大阪営業所開設

1966

本社工場を今治市喜田村に新築移転

1967

原印刷株式会社、原産業株式会社を設立

1973

東京営業所開設

1989

クリエイト・ハラ株式会社を松山市に設立

■設立年月日／2017年（平成29年）7月1日

1993

グループのシール会社 株式会社プライム・ハラ創業

■創業年月日／1909年（明治42年）11月15日

1997

上海事業所開設

■資本金／3,000万円

1999

デジタルメディア事業部を株式会社マジカルサイトとして分離独立

■従業員／170名

2000

大連連絡事務所開設

■本社工場所在地／愛媛県今治市喜田村1-2-1

2001

青島事務所開設

■本社工場／敷地11,725㎡

HARAPLEX COMPANY PROFILE

2018

八尾工場開設

HARAPLEX は
新たな感動を届けます
弊社は1909年、愛媛県今治の地にて
創業者 原眞十郎の「同人誌を世に出したい」という
純粋な想いからスタートしました。
現在、我々を取り巻く環境は
スピードを上げて変わりつつあります。
株式会社ハラプレックスとなり
新たな感動を届ける企業へと進化してまいります。

建坪6,795㎡

我々が提供する付加価値に、どうぞご期待ください。

代表取締役
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〒799 -1594 愛媛県今治市喜田村1- 2 -1

TEL 0898-48-5511 FAX 0898-48-5512
https://www.haraplex.co.jp/
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