






凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷 リ・ブランディングリ・ブランディングリ・ブランディングリ・ブランディング

すべてを突破する。

TOPPA!!!

TOPPAN



凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷 リ・ブランディングリ・ブランディングリ・ブランディングリ・ブランディングCMCMCMCM

以下サイトから、CMやメイキング映像がご覧いただけます。

URL : https://www.toppan.co.jp/brand/

お時間があられます際、ご覧頂けますと嬉しいです。

Googleで「凸版印刷 CM」と入れて頂きますと、出てきます。



当社の歴史当社の歴史当社の歴史当社の歴史

紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、

技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大



当社パッケージ事業の歴史当社パッケージ事業の歴史当社パッケージ事業の歴史当社パッケージ事業の歴史

紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、紙器包材からスタートした凸版印刷のパッケージ事業も、

技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大技術革新を繰り返し、多角的に事業を展開・拡大



Joint Cooperate(%)

Vision: Provide Package for the enriching life!!

Mission:
No.1 paper Packaging manufacturer in Thailand

No.1 Customer satisfaction, employee engagement 

and environment protection

Location : 

Samutprakarn province,

(near Bangkok)

Thailand.

Introduction : Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
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会社概要会社概要会社概要会社概要（（（（SCGSCGSCGSCG））））

株主株主株主株主
設立日設立日設立日設立日 1913191319131913年年年年

資本金資本金資本金資本金 16161616億バーツ億バーツ億バーツ億バーツ((((約約約約53535353億円億円億円億円:1994:1994:1994:1994年年年年))))

従業員従業員従業員従業員 49,75449,75449,75449,754人人人人

事業内容事業内容事業内容事業内容 石油化学・建設資材・製紙など石油化学・建設資材・製紙など石油化学・建設資材・製紙など石油化学・建設資材・製紙など

売上売上売上売上 3333,999,999,999,999億バーツ億バーツ億バーツ億バーツ((((約約約約1111兆兆兆兆3333,220,220,220,220億円億円億円億円))))

利益利益利益利益 342342342342億バーツ億バーツ億バーツ億バーツ((((約約約約1,1301,1301,1301,130億円億円億円億円))))

王族王族王族王族 33.64%33.64%33.64%33.64%

その他その他その他その他(Thai NVDR, (Thai NVDR, (Thai NVDR, (Thai NVDR, Social Security OfficeSocial Security OfficeSocial Security OfficeSocial Security Office等等等等))))

66.36%66.36%66.36%66.36%



2020



2021



Siam Toppan Printing Co., Ltd. got Gold winner 
award from ASIAN PRINT Awards 2020.
The cookies box for New Year season packaging from S.E.A. 

CONSUMER PRODUCT CO., LTD.  printed 6 colors with 
Emboss-look decoration option on material  MPET board. This 
product won the Bronze award in Thai Print Awards 2020.

https://www.printinnovationasia.com/apa2020
Remark: The ASIAN PRINT Awards 2020 was held by Asian Print Awards Management Pte Ltd covering 13 countries including 
Singapore, China, Japan, Korea, Indonesia, India, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam.

Structural designed by Mr.Parinya Namma (Designer)

Graphical designed by S.E.A. CONSUMER PRODUCT CO., LTD. 
Optional proposal by Mr.Chayaphat Kantawee and Ms.Natnaree Pachkarnhgan)



タイってどんな国？タイってどんな国？タイってどんな国？タイってどんな国？



Agriculture The spirit of the past

People we smile

Thailand

The world class kitchen

“Sa-was-dee” mean hello!

Where you call paradise



■タイの製品：米、キャッサバ、ゴム、トウモロコシ、サトウキビ、

ココナッツ、パーム油、パイナップル、家畜、魚製品、飲料、

タバコ、セメント、パルプ、紙

■タイの産業：観光、繊維、衣料、農業加工、車、バイク、軽工業、

金属加工、石油化学、医薬品、印刷、釣り、タングステン・スズ生産

■タイの人口：6,980万人

■タイ年齢中央値：合計37.7歳（男性36.6歳、女性38.7歳）

■宗教：仏教93.6％、イスラム教4.9％、クリスチャン

1.2％、その他0.2％、なし0.1％

■タイの民族グループ：タイ97.5％、ビルマ1.3％、

その他1.1％、詳細不明<.1％（2015年推定）

タイはAECメンバー国（ASEAN経済共同体）



Life Expectation

Y2020 
growth rate : 0.25%

Introduction : To know more about Thailand

寿命と人口ピラミッド

https://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/

人口成長率

タイの高齢化



農村部と都市部の人口分布

タイの都市化



Introduction : To know more about Thailand

 Increasing of e-commerce business

購入プラットフォー購入プラットフォー購入プラットフォー購入プラットフォームムムム  支払支払支払支払いいいい 物流

Eコマース市場の拡大

食品購入プラットフォーム



包装市場 地域別成長見通し（2020年 – 2025年）



タイは第6位の海洋ゴミ排出国

海洋ごみの状況



ゴミはどこから出てくるのか？ゴミはどこから出てくるのか？ゴミはどこから出てくるのか？ゴミはどこから出てくるのか？ごみはどこから出てくる？



フードデリバリーは

ごみの宝庫

事例：フードデリバリー



ボトルキャップシール、使

い捨てバッグ、カップ、ス

トローなど、海で最も一般

的に見られる7種類のプラ

スチックを禁止する予定。

この方針は、焼却または埋

め立て地から、年間450億

個の使い捨てビニール袋

（22.5万トン）削減すると

予測されています。

タイのプラスチックごみ削減見通し



NO プラスチックバッグキャンペーンの風景



NO プラスチックバッグキャンペーンによる、買い物風景の変化

SNSなどに以下写真が投稿され、プラスチックごみ削減に留まらず、若者などに「面白い」、と評価され、一つの

社会現象となってる。





タイ及びASEANのパッケージトレンド、キーワード

サスティナブル パッケージ

アイデア

①環境に配慮したリサイクル可能な材料を使用

②プラスチック使用量の削減

③モノマテリアル化



①環境に配慮したリサイクル可能な材料を使用

処分が困難な汚染物質、有害物質を含む

パッケージは環境と生態系保護にとって

大きな問題！！

■コーンスターチなどの天然素材から作られたバ

イオベースのプラスチック（PLA、PBS、Bio-PET

など）

■生分解性プラスチック（ PLA、PBS、PBATな

ど）

■エコ/再生プラスチック。再生プラスチック材

料から作られたプラスチック（rPET、rPPなど）



タイの主要コーヒーショップの事例

■スターバックスコーヒー：2020年1月6日より環境にやさしい紙ストローの提供を開始

■カフェアマゾン：全てのホットドリンクに生分解性ストローと堆肥化可能なカップを提供

■インタニンコーヒー：100％植物バイオマスから作られたカップで提供（ストローなしの設計）



持続可能な素材と革新的な技術を使用した事例

パルプモールド

ハイブリッド食品包材（パルプ＋プラスチック蓋）



持続可能な素材と革新的な技術を使用した事例

■FSC認証とは？

「FSC」は、世界中で持続可能な林業の実践を促進するために活動する組織である森林管理協議会

の略。 森林管理協議会は、林産物の基準を設定し、これらの基準が満たされていることを独自に証

明し、適格な製品にラベルを付与します。森林管理協議会の認証により、お客様は、環境に優しく、

社会的に責任があり、経済的に実行可能な方法で調達された紙や木材などの林産物を選択すること

ができます。



②プラスチック使用量の削減

電子レンジ対応、紙パッケージ

楽チントレー

（by凸版印刷）

乾電池ブリスターパックの紙化

84%プラ

削減



モノマテリアルパッケージは、製品パッケージに単一素材を使用しているため、環境に大きなメリットをもたらします。

これは、異なる素材で構成されるパッケージでは困難なリサイクルが簡単に出来ます。

③モノマテリアル化



パッケージに求められる要素

商品寿命商品寿命商品寿命商品寿命

・フードロス削減

・事業拡大

サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン

の効率化の効率化の効率化の効率化

・需要と供給

・品質

・市場投入スピード

快適快適快適快適

安全性と機能性

・簡単に開く

・再閉可能

・電子レンジ対応

環境に優しい環境に優しい環境に優しい環境に優しい

4R

・リデュース

・リユース

・リサイクル

・リニューアブル（再生

可能）



日本人ってどんな人？日本人ってどんな人？日本人ってどんな人？日本人ってどんな人？

タイ人ってどんな人？タイ人ってどんな人？タイ人ってどんな人？タイ人ってどんな人？



タイ人からタイ人からタイ人からタイ人から見見見見た日本人た日本人た日本人た日本人

メリット

 礼儀正しい礼儀正しい礼儀正しい礼儀正しい

 段階的に物事を考える段階的に物事を考える段階的に物事を考える段階的に物事を考える

 時間順時間順時間順時間順守、予定通りに進守、予定通りに進守、予定通りに進守、予定通りに進むむむむ

 人の尊敬、思いやりがある人の尊敬、思いやりがある人の尊敬、思いやりがある人の尊敬、思いやりがある

 規律を徹規律を徹規律を徹規律を徹底する底する底する底する

 祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会をををを開いてくれる開いてくれる開いてくれる開いてくれる

デメリット

 礼儀正しいが、たまに大事なことを決礼儀正しいが、たまに大事なことを決礼儀正しいが、たまに大事なことを決礼儀正しいが、たまに大事なことを決

められなめられなめられなめられないいいい

 決決決決断する前に多断する前に多断する前に多断する前に多くの情報を手に入れるくの情報を手に入れるくの情報を手に入れるくの情報を手に入れる

必要がある必要がある必要がある必要がある



メリット
デメリット

 高齢者、権力者に尊敬をするしている高齢者、権力者に尊敬をするしている高齢者、権力者に尊敬をするしている高齢者、権力者に尊敬をするしている

 真面目真面目真面目真面目

 礼儀正しく、親切礼儀正しく、親切礼儀正しく、親切礼儀正しく、親切

 正直、忠実正直、忠実正直、忠実正直、忠実

 我慢が強く、勤勉我慢が強く、勤勉我慢が強く、勤勉我慢が強く、勤勉

 頼りになる頼りになる頼りになる頼りになる

 消極的な人もいる消極的な人もいる消極的な人もいる消極的な人もいる

 心配ない心配ない心配ない心配ない 「マイペンライ」「マイペンライ」「マイペンライ」「マイペンライ」 をよく使うをよく使うをよく使うをよく使う

 時間にルーズ時間にルーズ時間にルーズ時間にルーズ

タイ人が考える「タイ人は日本人からこタイ人が考える「タイ人は日本人からこタイ人が考える「タイ人は日本人からこタイ人が考える「タイ人は日本人からこうううう見られているだろ見られているだろ見られているだろ見られているだろうううう」像」像」像」像



THANKTHANKTHANKTHANK YOUYOUYOUYOU

CONFIDENTIAL


