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ホーム CPC DECAL CO., LTD.

CPC DECAL CO., LTD., Ltdは日本の本社であるChemistry Co., Ltdと1988年にシンガポールで設立された別

グループの会社Decal Singapore Pte Ltdの2社による支援で1998年にタイに設立をされました。最新の技術と設

備さらに日本とシンガポールからの技術協力を導入して高度な品質管理による高品質な製品を生産しておりま

す。
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会社概要 CPC DECAL CO., LTD.

会社名  CPC DECAL CO., LTD.

アドレス
 

362/4 Moo 17 Tambol Bangsaothong
Bangsaothong Sub-District, Samutprakarn 10540, Thailand

電話番号  66 (0) 2705 8255, 2705 8257-8, 2705 9495-6

ファックス  66 (0) 2705 8259

ウェブサイト  http://www.cpcdecal.com

設立年  1998年

資本金  600万バーツ

取引銀行  サイアム商業銀行

従業員数  130 人

取締役

 

マネージング・ディレクター   Naoyuki Nomura 
Email: nomura@cpcdecal.com 
セールス・マネージャー  Kiichi Yamamoto 
Email: yamamoto@cpcdecal.com 
工場長  Takeo Nakayama

業務内容

 

当社は以下の製品を専門的に扱っております。
* ラベルステッカー、シール印刷

* オフセット印刷
* スクリーン印刷
* ホログラムシール・素材(2D/3D ホログラム) 
* 操作マニュアル/ パンフレット

* フレグランスシール(香水、花、フルーツ) 
* マイクロカプセル印刷(温度計)
* 立体印刷製品(ATM銀行カード、立体式テレフォンカード等) 
* 包装ボックス(印刷サービス込み)

シラチャ営業店： 
5B05, 5th Floor, Harbour Mail 
4/222 Moo 10 Sukhumvit Road 
T. Tungsukha, A. Sriracha 
Chonburi 20230, Thailand 
電話: 66 (0) 3849 2015 
Fax: 66 (0) 3849 1937
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品質基準  ISO 9001:2008、ISO 14001:2004

主要株主/親会社

 

CPC ジャパン

台東区浅草橋1-32-6 
電話: 03-5825-4180 
Fax: 03-3866-3315 

DECAL SINGAPORE PTE LTD.
Block 1200, #03-10/21 Depot Road
Telok Blangah Industrial Estate
Singapore 109675
電話: (65) 6272-0566
Fax: (65) 6272-0567
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製品内容 CPC DECAL CO., LTD.

主なサービス

• シール印刷

• オフセット印刷 

• シルクスクリーン印刷

• 多色印刷　ラベル＆ステッカー（シール、オフセット、スクリーン印刷）

• レーザーエンボス・ホログラム印刷　ラベル＆ステッカー (2D, 3D)

• マイクロカプセル香料付ステッカー印刷（パフューム、花の香り、フルーツの香り）

• マイクロカプセルリキッドクリスタルステッカー印刷

• UL/CSA承認　ラベル&ステッカー

• シリアルナンバー印刷　ラベル＆ステッカー

• セキュリティ印刷　ラベル＆ステッカー

• 熱転写印刷　ラベル＆ステッカー

• バーコード印刷　ラベル＆ステッカー

• 各種プロモーション印刷　ラベル＆ステッカー

• 各種取り扱い説明書およびリーフレット印刷
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ヘイデルバーグ製　５色刷り印刷機 ホリゾン製　製本機

SANKI製　６色刷り回転式印刷機 SANKI製　４色刷り回転式型印刷機

設備の紹介 CPC DECAL CO., LTD.
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