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私たちは安心というブランドを提供します。
シールを作る会社も、デザインを作る会社も、たくさんあります。
「どうすれば選んでいただけるのか？」私たちがたどり着いた答えが
「安心」です。安心してお使いいただけるシール。安心をお約束する
システム。環境保全に貢献する商品や仕組み。ご提案から生産、納品、
アフターフォローまで一貫体制だからご満足いただける「安心」が
私たちサトーのブランドです。

ご相談

ご提案

アフターフォロー体制

生産・納品

シール専門の営業が丁寧にご対応

サトーの営業スタッフはご注文、ご要望をお伺いするだけ
でなく提案型の営業スタイルを実践できるシールのエキス
パートです。シールのことなら何でも気軽にご相談ください。

サービス・ネットワーク

ハード商品は全国42ヶ所の
サービス拠点が保守サポート
を行っています。

全国に展開する営業体制

全国の販売網で、迅速かつキメ細やかなフォローでお客さま
のご要望にお応えします。

「プロフェッショナル」なデザイン力

サトーの専任デザイナーは、基材や印刷を考慮したトータル
デザインの提案を心がけ、営業スタッフは、製造・販売の現場
での実践経験に基づいた教育や知識を活かした「プロフェッ
ショナル」なデザインをご提案します。

確かな品質

サトーでは、食品、ヘルスケア、銘板等、用途別に生産工場を
区分し、生産環境や設備にこだわり、お客さまが安心して
お使いいただけるシールを生産しています。

確実な納期対応

全国の生産工場と物流拠点を持つサトーだから、ご要望に
応じたスピーディかつ確実な納期対応が可能です。

使用環境に応じた基材

シールは使用環境や用途で、紙質や糊質の組み合わせが
変わります。サトーは豊富な
基材を有し、お客さまのニーズ
に合わせて最適な基材を
ご提案します。

受注センター

お客さまの在庫切れを防止
するため、シール、ラベル、
タグ、プリンタ用リボンなど
の事前案内を行っています。
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豊富な知識と経験を持つシール専任営業が、デザイン・
基材・印刷・加工方法を吟味して、お客さまのニーズに
合わせた最適なご提案を行います。

一貫体制

1

6つの強み

幅広いハードウェア

シールの手貼り作業を効率化する剥離機から、ラベル自動
貼付機器、可変情報を印字するラベルプリンタなど、シール
の周辺機器もサトーにお任せください。

● 札幌支店

● 盛岡営業所

● 仙台支店

● 郡山営業所

● 茨城支店

● 北関東支店

● 北上製造部

● 大宮支店

● サトーインプレス株式会社

● 八王子支店

● 厚木営業所

新潟営業所 ●

長岡製造部 ●

金沢支店 ●

京都支店 ●

松本営業所 ●

● 静岡支店

● 浜松営業所

 ● 名古屋製造部

● 名古屋支社

那覇営業所 ●

米子営業所 ●

広島支店 ●

九州支社 ● 

福岡製造部 ●

岡山営業所 ●

熊本営業所 ●

鹿児島営業所 ●

関西支社 ●

大阪製造部 ●

大阪デザインチーム ●

高松支店 ●

松山営業所 ●

営業拠点
生産拠点
デザインチーム

一貫体制 P1

デザイン力 P3

生産体制 P5

豊富な用途例 P7

環境配慮型商品 P11

総合提案力 P12

サトーのシール印刷

● 東京事業部

● 東京製造部

● 千葉支店

サトーマテリアル株式会社 ●

● 神奈川支店兵庫支店 ●

※保守契約サポートについては
有償です。詳細は営業担当に
お問い合わせください。
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デザイン力

高級・上品

ポップ・カジュアル

和 

風
洋 

風

デザインプロモーションサービスのご紹介

商品パッケージのデザインを変えるだけで売上UP！

お客さまにあったデザインイメージをご提案します。
長年培ってきた経験から、お客さまのご要望にあったデザインイメージをご提案いたします。デザインの方向性でお悩みの場合は、
ポジショニングマップをご用意しており、イメージを捉えるお手伝いも行っております。

マーケター

デザイナー 製造担当

幅広い業種での実績があります！

北川工業株式会社様 株式会社ファイン様
リビングキーパー

株式会社フレッシュ様
抹茶入り緑茶 カロリー気にならないサプリ

日本水産株式会社様
冷凍食品

「売れる商品パッケージデザイン」をテーマに、お客さまの商品・デザイン課題を多角的に分析し、消費者へ伝わる商品パッケージ
デザインを作成します。

お客さまのご要望、コンセプト、商品に対する思いをお聞きし、それらを十分理解した上で、シール専門のデザイナーがご納得いた
だけるデザインをご提案いたします。

マーケティング調査、コンセプトからデザイン開発、印刷まで
ワンストップでご提供！ それぞれの専門家がチームになって
パッケージの課題を解決します。

144％
リニューアル後
売上前年比

160％
リニューアル後
売上前年比

01. 風情・情緒のあるイメージ 02. 重厚感・華やかなイメージ 03. モダン・ナチュラルなイメージ 04. 爽やか・オーガニックなイメージ

05. インパクト・ポップなイメージ 06. 中華・南国風のイメージ 07. インパクト・ポップなイメージ 08. キャラ・かわいいイメージ



一貫体制の総合力が私たちの強みです
サトーの生産体制の大きな特徴は原紙生産からデザインのご提案、シールの印刷、加工まで
一貫した生産体制による総合力です。

サトーインプレス株式会社は、製造現場にクラス100,000のクリーンルームを完備し、プライマリーエリアとデジタルエリアに分かれ、それぞれ
最新の印刷設備を多数導入しております。多岐にわたる加工機とも組み合わせることにより、用途や目的に合わせた幅広いシールラベル製品を
ご提供いたします。

お客さまのお手元に届くまでが品質管理の対象です
高精度検査機で、わずかな欠点も見落とさない商品チェックを行い、不具合流出0（ゼロ）の
安心品質を目指しています。また、温度、湿度の管理、屋外からのほこり、虫の侵入を防ぐ
空調管理など、商品を作る上での環境状態は常にベストな状態を保っています。

お客さまに最適な1枚をご提案します
高精細デザインの印刷はもちろんのこと、訴求力を高める多種特殊加工についても、お客さまのご要望にお応えいたします。
印刷に関するノウハウを蓄積している技術者が、付加価値の高いシールをご提案します。

※商品によっては購入原紙を使用しています。

原紙の生産 デザイン作成 印刷 品質検査 梱包 出荷

デザイン 印刷 品質検査

一貫した生産体制 品質管理

一押し生産工場 サトーインプレス株式会社

生産体制

▲ 高精細印刷とエンボス、箔などの特殊加工を組み合わせることで、高級感のあるシールに仕上げます。

▲ 透明ビンに貼り付けた時に、シール裏面のデザインも楽しめるお客さまの商品価値を
　 高めるシールです。

品質検査
高精度検査機と熟練の
オペレーターによる検査
体制。印刷のわずかな
ズレや文字欠けも見落
としません。連番印刷も
番号抜けや重複が無い
ようチェックしています。
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エアシャワー

それぞれの用途に特化した設備を設置 検査手順に則った品質検査の実施 徹底された入室管理

5

デジタル印刷機［High彩］ 後加工機



商品コンセプト・ターゲットに合わせ、基材や
印刷・加工を考慮したデザイン提案が可能です。

商品シール・タグ
店頭での販促用シール・タグです。商品PR、キャンペーン告知などで
活躍します。商品に貼るタイプや棚に付けるタイプがあります。

POPシール・タグ

中身の商品を引き立て、機能性を持ったデザインをご提案します。

パッケージ

売場の棚（シェルフ）に貼るアイキャッチ効果の高いシールです。
ミシン目を入れたり、上部のみ糊づけした部分糊対応も可能です。

判読性を考慮した配色と文字フォントにより視認性を高め、衛生
管理の漏れ・抜けを防ぎ、清潔な環境維持に繋がります。

衛生管理表示ステッカー
工場入室前に、脱落の可能性がある細かな毛を簡単に除去すること
が可能で、異物混入のリスクを軽減します。

エチケットケアラベル

デジタル印刷High彩で、可変印刷+高精細な印刷です。多品種アイ
テムのパッケージラベルにも最適です。

デジタル印刷 可変商品シール

食品市場

POPシール

POPタグ

レシピシール・シェルフシール

87

※赤枠部分が可変箇所です。

豊富な用途例

リテール市場

商品シール・タグ
インパクト、わかりやすさ、清潔感…
商品コンセプトに沿ったデザインをご提案いたします。

パッケージ

店内装飾シール
季節やイベント、催事の店内装飾用シールです。ノンセパシールは、
キレイに剥がせる再剥離タイプ、部分糊加工、ミシン目加工など
複数の加工を施すことができ、棚用／商品用といった２way使用も
可能です。台紙がなく、貼り付け作業の効率化も図れます。

フロアステッカー
耐久性のあるフロア専用基材のステッカーです。店舗の案内表示・
導線表示に役立ちます。

リボンシール
ギフト品に貼るだけで、アクセントになります。リボン部分を格子
状のエンボス加工にすることで、布リボンシールより安価に作成が
可能です。

日用品・化粧品など箱のデザイン提案をいたします。またアイキャッチ
シールを貼ることで商品をアピールし、他商品と差別化します。

ノンセパぴたっと® お代済みシール
お代済みがひと目で分かるシールです。台紙が無いノンセパタイプで、
糊面同士を貼り合わせる為、商品に合わせて好きな位置で調整が可能
です。

ノンセパぴたっと® とは

裏面は糊が無いように
見えますが・・・

ラベルの裏面と裏面を
くっつけると・・・

ぴたっと
くっつきます！



開封検知シール

検温後、入場者が衣服に検温済シールを貼るだけで、一目で検温
済であることが分かり、他の来場者に安心感を与えることができ
ます。衣料品へのダメージが少ないシールを用いており、シールを
剥がす際も安心です。

検温済シール

管理用バーコード（全可変情報）を入れたラベルで商品管理が可能
です。

可変管理用ラベル

● 文字転移タイプ＋可変管理コード印刷
剥がすと、容器に文字が残るフィルムに、１枚１枚異なる可変管理
コードを印刷したセキュリティシールです。可変管理コードと、出荷
先（販売先）データを紐づけることで販売トレースが可能になり
ます。（流通チェック、不正転売抑止）

● 非転移タイプ
剥がすと、ラベルに文字が出て痕跡が残り、容器には糊・文字が
残りません。封緘シールとして使用した場合、開封されたか否か、
目視で判別できます。 粘着剤や転移物が容器に残らないため、微量
の異物混入で製品の特性が変化してしまう化学工業製品容器の
封止め品に使用できます。（品質保持、未開封証明）

セキュリティシール

ロジスティクス市場 FA市場 ヘルスケア市場

全
可
変
バ
ー
コ
ー
ド
・
連
番
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豊富な用途例

導線・指示表示
人の目を引くコントラストが強い配色と、判読性を考慮した文字
フォントにより視認性を高め、人的要因による事故や破損を防ぎ、
庫内の安全・安定稼働につながります。

注意喚起ステッカー

出荷／積込み
出荷ラベル／商品明細ラベルなどを物流容器からキレイ・簡単に
剥がすことができるシボ加工を施したシールで、ラベルの糊残り
除去作業が不要になります。ラベル貼り付け位置のバラつき防止
にも役立ちます。

シボシール

出荷／積込み
番号・名称・色分け表示に加えて、バーコードなど管理コードを
入れることで積込みミス防止に役立ちます。耐久性のあるフロア
専用基材のステッカーも作成可能です。

出荷先表示ステッカー

ピッキング／格納
フェース変更や棚レイアウト変更時、簡単に貼り換え可能なマグ
ネットラベルにより、ラベル剥がし・再発行作業を省くことができ、
糊残りの懸念もありません。エリア別／段別にカラー表示すること
も可能です。

マグネットロケーションラベル

ピッキング／格納
エリア・ゾーン・棚の表示を色分けし、視認性の良い書体を使った
文字表記により、経験・年齢・国籍が多様化する物流作業現場に
おいて作業正確性向上に役立ちます。

カラー表示のエリア・ゾーン・棚ラベル

製造工場 納品先

HTでQRコード
を読み取り、出荷
（販売元）データ
に紐づけ

2箇所にユニーク番号（可変情報）印刷
QRコードと数字は同一情報／別情報どちらでも可能

エリアNO.ラベル

連NO.ラベル 矢印ラベル

棚NO.ラベル＋段表示ラベル

●標準品ラインアップ

●ベトナム語版デザイン

●備品置き場表示デザイン

● 非転移タイプ
剥がすと、ラベルに文字が出て痕跡が残り、容器には糊・文字が
残りません。医薬品輸送容器に貼った場合、万が一不正開封された
場合、どの過程で開封されたか判断するツールになります。ロゴ
マークなど任意の印刷を加えることで、複製・再現されるリスクを
低減します。（不正抜取り・改ざん抑止）

● 全転移タイプ： レミラベ®

ラベルを剥がすと、極薄フィルム層が容器に残ります。極薄フィ
ルムには任意の文字を印刷することができるので、ラベルの複製・
再現されるリスクを低減します。剥がしたラベルは、再度貼り直し
ができずフィルム層も容易に剥がすことができません。
（不正抜取り・改ざん抑止）
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環境配慮型商品

台紙のないシール・ラベル

●紙材料を節減　製造段階から台紙を一切使いません。
●CO2の節減に貢献　台紙の焼却処理が発生しません。

●植物由来原材料の透明性のあるラベルで、生分解性があります。
●従来の透明基材のラベルと同じ用途でご使用できます。
●バイオマスマークで環境対策をアピール。

サトーのカーボンオフセットには、シール、タグ、ラベル、チケット、リストバンドがあり、CO2削減価値が付加されています。

カーボンオフセット付きサプライ

お客様

国内認証排出権の無効化移転

サトー

日本政府

消費者
カーボンオフセット
プロバイダー ＣＯ２削減

プロジェクト

排出権経費支払い

エコロジー

●効率アップ　台紙を捨てる手間がなくなり、貼付作業がスピーディー。
●ラベル交換頻度が減少　同ラベル外径で、台紙付きラベルより約40％

長く巻けます。

作業性アップ

●廃棄処理費用が不要　廃棄処理の手間も省けます。
●在庫スペース、輸送コストを低減　台紙がない分、ノンセパなら

より省スペース。

コストダウン

従来（台紙あり） ノンセパ

【基本仕様】

・店頭でのアテンションラベルやレールPOPなどの用途に。
・オフセット印刷と遜色ないデジタル印刷（High彩）であれば高精細・高品質な仕上がり
に加え、多種デザインアソートで訴求力の高い店頭プロモーションが可能です。

用途：アテンションラベル・レールPOP

エコラベ®クリア パルプ由来原料を使用した透明シール

：透明部分

POPシールデザイン例

※備考：ロール仕上げ専用基材です。厚みが
薄いため、事前の貼り付けテストを
お願いいたします。

主な材質：セルロース
（セロファン素材）

糊　　質：溶剤系糊
基材厚み：36μ

カーボンオフセット
価値代金

カーボンオフセット付き
シール代金

カーボンオフセット付き
商品代金

排出権の調達
カーボンオフセット付き

シール　

カーボンオフセット付き
商品代金

カーボンオフセット付き
商品

カーボンオフセット
価値



ラベル自動貼付機器

プリンタ

剥離機 製造工場から店舗まで、シール・ラベルの手貼り作業に欠かせないアイテム。

用途に応じてお選びいただける、各種バーコードプリンタ。ラベル基材や運用もご提案。

1962年にハンドラベラーを開発して以来、現在でも世界トップの生産量を誇るサトーのハンドラベラー。ハンドラベラー

総合提案力
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シールメイトSDシリーズ（手動式）

●プロモーションと値引価格をひとつのラベルで実現 ●SALEラベルに「値引価格」「○％引」いずれかを選んで表示
●円形、変形シールでラベルより目立たせることが可能

ラベルアプリケーターシリーズ

正確に、迅速に。現場での貼り付け作業の自動化を支援。

●製品上面への手軽で正確なラベリング
を実現
●タッチパネルで簡単操作、品種呼び出し
も簡単

●小ロット多品種に最適
●直径φ8～120mmの円筒形の容器に
対応

●製品をコンベアに載せるだけ、製品切り
替えはバーコードをスキャンするだけ

●ロボットが正確／スピーディーにラベル
を貼り付け

●空袋へ効率的なラベリングを実現
●作業性が飛躍的に向上する自動供給機
接続にも対応

●5mm角の小ピッチラベルから
剥離可能

●加算、減算カウンタを標準で
剥離

●台紙幅110mmまで対応可能
●透明ラベルにも対応可能

●コンパクトボディで持ち運び
簡単

●用途に合わせて剥離速度を
3段階で切替可能

●台紙幅に合わせたラインアップ
●封止めシールやワンポイント
シールの剥離に最適

●角型ラベル用/変型ラベル用
のラインアップあり
●ラベル幅に応じたラインアップ

さまざまな販促表示 目を惹くデザイン

画像認識＋自動印字貼付ロボットかんたんオペレーションラベラー 空袋ラベラー ボトルラベラー

●はやい・つよい・つながる
　＋つかいやすさを実現

●さまざまな食品業界の現場に最適 ●誰にでも使いやすいストレスフリーな
　操作性

●現場を止めない、ビジネスが加速する
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