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「αGEL(アルファゲル)」をはじめと

する多機能素材製品をスポーツ、文

具、自動車、エレクトロニクス製品な

どの幅広い分野に提供しています。

3次元形状にも適用可能な曲面印刷

技術「CUBIC PRINTING」「E-CUBIC」

「S-CUBIC」「H-CUBIC」を世界へ展開

し、自動車、家電、携帯電話、インテリ

アなど幅広い分野で採用されていま

す。

多機能素材事業
オリジナルの介護福祉用品「αPLA

（アルファプラ）」シリーズを開発、販

売しています。またこれまでの技術を

生かし、機能性寝具用品「αPLA  

SLEEP(アルファプラ スリープ)」シ

リーズや防災・災害対策用品「αPLA 

AID(アルファプラ エイド)」シリーズ

を新たに開発、販売しています。

ウエルネス事業 曲面印刷事業Taicaの事業 →

技術・研究開発
独自の製品開発、技術開発を進めながら、社会に

貢献できる新規事業の創造に取り組んでいます。

私たちタイカは、「多機能素材事業」、｢ウエルネス事業｣、「曲面印刷  事業｣を柱に、世界の人々の快適で豊かな生活をサポートしています。 

私たちタイカは、お客様、お取引先、従業員、株主、地域の方々といった

さまざまなステークホルダーへの社会的責任を果たし、社会に貢献する

ため、CSR（企業の社会的責任）活動に取り組んでいます。

法令遵守はもちろんのこと、道徳規範や社会規範、社内規程

類を遵守し、法を守る透明性と人々から愛されるさわやかな

風土づくりの実現を目指します。

コンプライアンス
企業としての透明性を持つこと、安全性と成長性を確保することを目標として

内部統制に努め、お客様、お取引先、株主、地域の方々、従業員といったさまざま

なステークホルダーからの信頼を得られるよう努力しています。

コーポレートガバナンス
品質マネジメントシステムに関するISO9001及び環境マネジメントシステムに

関するISO14001を取得しています。今後とも、お客様に満足していただける品質

の提供に努めるとともに、環境に一層配慮してまいります。

品質・環境への取り組み

企業の社会的責任（CSR）

タイカは、多機能素材『αGEL（アルファゲル）』や

ウエルネス用品『αPLA（アルファプラ）』シリーズ、

曲面印刷の『CUBIC PIRINTING（キュービックプリ

ンティング）』など、独自技術のスペシャリストと

しての技術研鑽とともに、新規事業の創造を推進し

ている「技術開発型企業」です。

世界に大きく羽ばたき（大翔）、大きく進化を遂げ

（大化）、大輪の花を咲かせる（大華）、これが全世界

に絶え間なき挑戦を続けていく、私たちの社名に

託した願いであり、「夢と希望」の具現を目指し、

全社一丸となって事業を展開していきます。私た

ちは法令の遵守はもちろんのこと、お客様や社会

に対しても透明性を保ち、人々から愛されるさわ

やかな風土づくりに努めています。さらに、企業の

永続性とより豊かな生活の実現、安全性と成長性

の確保に尽力致します。

タイカの3つの事業は、世界中の人々のさまざまな

暮らしのシーンを裏側からしっかりと支えています。

Leap into the global market with unique technologies.
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多機能素材事業 ウエルネス事業

やすらぎや寝心地も考えた介護福祉用品

αPLAは、床ずれ防止マットレスをはじめとするオリジナルの

介護福祉用品ブランドです。体圧を効率よく分散させて床ずれを防止する

介護用マットレスや車椅子用クッション、ポジショニングクッションなど、

床ずれ防止のトータルケアを目指した商品開発、製造販売を行っています。

アルファプラ

これまでの技術を生かした新しい取り組み

さまざまな分野で活躍しています

体圧分散式マットレス
アルファプラ F

静止型ハイブリッドマットレス
アルファプラ ビオ

ポジショニングクッション
ウェルピー

皮膚が弱く、痩せや骨突出などの特徴がある

日本人高齢者向けの静止型ハイブリッドマッ

トレスです。体重を自動計測し、療養者に最適

な超低圧で管理することにより圧迫とずれ力

を低減します。

体圧を分散したり体を支えたりするために利用

されるポジショニングクッション。ご利用者の状

態に合わせて床ずれ防止マットレスと組み合わ

せて利用し、効率よく体圧を分散します。
文具 筆記用具
自然な柔らかさを持つαGEL

をグリップ部分に取り入れ、

フィット感と癒される握り心

地を実現しました。

産業機器 
ポンプ、コンプレッサー

防振ゴムでは取り除くことが
難しい低周波数域からの微振
動に効果を発揮します。

電子機器 携帯電話
小型化された携帯電話の中

で、優れた熱伝導性と衝撃吸

収性、防水・防塵性を発揮し

ます。

スポーツ 
ランニングシューズ

精密機器 腕時計
腕時計をはじめとするさまざ

まな精密機器を衝撃から守

ります。

体重の3倍かかるといわれ

る着地時の衝撃から体を

保護します。激しいスポー

ツシーンでもその性能は

安定しています。

衝撃
吸収

感 触
衝撃
吸収

防 振
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◆αゲル営業部／〒108-0074 東京都港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル３F　TEL.03-6367-6623  FAX.03-6367-6620

　　　大阪支店／〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4 新大阪NLCビル12F　TEL.06-6990-5599  FAX.06-6990-5580

◆主な製造販売拠点

　日本 ：常陸那珂工場 ／ 中国 ：泰已科新材料（蘇州）有限公司／ 中国 ：泰已科（上海）国際貿易有限公司

　アメリカ：Taica North America Corporation／ カンボジア：Taica (Cambodia) Corporation

◆ウエルネス用品部／〒125-0054  東京都葛飾区高砂5-39-4 　TEL.03-5648-6630   FAX.03-5648-6640

◆主な販売拠点

　日本 ：札幌営業所／仙台営業所／東京営業所／名古屋営業所／大阪営業所／松山営業所／福岡営業所

　中国 ：泰已科（上海）国際貿易有限公司

写真提供：カシオ計算機株式会社

αGELと独自のスリット加工を施した新開発

ウレタンフォームの組み合わせで、床ずれの

原因となる体圧を効率よく分散。適度な柔

らかさと反発力で、寝心地のよさと動きやす

さを両立しました。写真提供：株式会社アシックス

防水
防塵

衝撃
吸収 放 熱

LCDと保護板の隙間に

使用することにより、コ

ントラストの向上、視差

低減、応力緩和、衝撃吸

収性の向上、輝度向上な

どの効果があります。

ディスプレイ
オプティカル
ボンディング

医療・介護のスペシャリスト発、

すーっと眠れる枕です。
頭にのせて押すだけの簡単装着。
軽量でありながら衝撃に強く、
いざという時に
安全を確保します。

コンパクトタイプ レギュラータイプ

医療・介護現場から生まれた新しい提案

でるキャップ

避難用簡易保護帽
頭
で
押
し
て
、

3
秒
装
着
！

αGELは、タイカが開発した非常に柔らかいゲル状素材です。

柔らかさと多様な機能によって、さまざまな製品に採用されています。



曲面印刷事業 会社概要

曲面印刷技術「CUBIC PRINTING」、「E-CUBIC」、「S-CUBIC」、「H-CUBIC」は、多彩な図

柄を印刷した特殊フィルムを水面に浮かべ、水圧で転写する技術。さまざまな素材、複

雑な3次元形状への柄付けが可能で、その適用範囲の広さによって、自動車をはじめ、

家電、携帯電話、インテリアなど幅広い分野で採用されています。

ワールドワイドな技術力

採用分野

曲面印刷のパイオニア技術として世界中に展開。世界20カ国以上、約80カ

所に広がる加工拠点のネットワークを通じ、国内・海外のリーディングカン

パニーのグローバル調達に対応しています。

立体感のある意匠表現を可能にし、視覚的に立体に見えるリアルな木目

柄や、実際に凹凸のあるシャープなヘアラインなどが表現できます。使用

する溶剤を低減し、環境にも配慮した技術です。

視覚的立体意匠 触覚的立体意匠マット仕上げ グロス仕上げ
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◆キュービック営業部／〒108-0074 東京都港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル３F　TEL.03-6367-6621  FAX.03-6367-6620

◆主な製造販売拠点

　日本 ：清水工場 ／ 日本 ：（株）愛知キュービック ／ アメリカ ：Taica North America Corporation ／ アメリカ ：Taica Cubic Printing Kentucky, LLC

　中国 ：東莞大華廣澤表面処理科技有限公司 ／ 中国 ：丘比克（天津）転印有限公司

複雑な形状にも対応し、さまざまな発想を実現します。
自動車のインテリアからエクステリアまで、日本はもとより世界各国のメーカーに採用された実績から、家電・家具にいたるまで幅広い実績があります。

また軟質材から硬質材まで多種多様な素材への加工を行っております。

□沿革
　1948年　　　静岡県清水市(現：静岡市清水区)で創業（10月） 
　1973年　　　鈴木総業㈱を設立（12月）
　1974年　　　曲面印刷法を発明し、国内外に特許出願
　1976年　　　曲面印刷の販売拡大のため、㈱静岡キュービックを設立（４月）
　1984年　　　多機能素材「αGEL」を開発 
　1988年　　　多機能素材「αGEL」の製造販売会社として(株)シーゲルを設立（７月） 
　2002年　　　中国蘇州市に吉尓特新材料（蘇州）有限公司（現：泰已科新材料（蘇州）有限公司）を設立（4月）
　2003年　　 　中国上海市に吉迩特（上海）国際貿易有限公司（現：泰已科（上海）国際貿易有限公司）を設立（1月）
　　　　　　　静岡県清水市（現：静岡市清水区）に㈱ニッケー工業を設立（2月）
　　　　　　　中国天津市に丘比克（天津）転印有限公司（中国）を設立（5月）
　2006年　　　米国にCubic North America, Inc.（現：Taica North America Corporation）を設立（5月）
　　　　　　　グループを再編し、㈱タイカを設立（６月）
　2008年　　　子会社㈱ジェルテック・㈱キュービックを吸収合併（４月）　　　　　　　
　　　　　　　茨城県ひたちなか市に常陸那珂工場を新設（10月）
　2009年　　　中国東莞市に東莞大華廣澤表面処理科技有限公司を設立（９月）
　2012年　　　米国ケンタッキー州にTaica Cubic Printing Kentucky, LLCを設立（4月）
　　　　　　　カンボジア プノンペン市にTaica （Cambodia） Corporationを設立（10月）
　2015年            メキシコ レオン市にHirotai Automotive Trim S.A. de C.V.を設立（4月）
　2018年            カンボジア プノンペン市にTaica Fine Dining (Cambodia) Co., Ltd.を設立（11月）
□概要
　社　名　　　株式会社 タイカ
　所在地　　　本社　　　　　〒108-0074 東京都港区高輪二丁目18番10号　　  TEL 03-3448-8600  FAX 03-3448-8700
　　　　　　　研究開発　　　〒424-0911 静岡県静岡市清水区宮加三789番地　TEL 054-334-5930  FAX 054-334-5940
　　　　　　　　　　　　　　〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町552番66　TEL 029-265-3100  FAX 029-200-4040
　事業所　　　大阪　札幌　仙台　東京　名古屋　松山　福岡　
　工　場　　　常陸那珂工場　清水工場
　ＵＲＬ　　　https://www.taica.co.jp
　設　立　　　2006年６月１日
　資本金　　　１億円
　事業内容　　衝撃吸収・振動防止用素材「αGEL」、介護福祉用品「αPLA」の製造・販売、
　　　　　　　曲面印刷「CUBIC PRINTING」「E-CUBIC」「S-CUBIC」「H-CUBIC」関連の製造・販売・技術供与

　役　員　　　代表取締役会長 最高経営責任者 　　　　  鈴木 剛

　　　　　　　代表取締役社長 最高執行責任者 　　　　  鈴木 大登

　　　　　　　取締役 執行役員　　　 　　　　  　　　　  股木 宏至

　　　　　　　取締役 執行役員　　　　　　 　　　　  藤貫 俊裕

　　　　　　　取締役 執行役員　　　   　　　　  西川 明宏

　　　　　　　常勤監査役　　　   　　　　  須藤 明

　　　　　　　執行役員　　　   　　　　  小林 克哉

　　　　　　　執行役員　　　   　　　　  秋山 慶侍

　

関係会社　　    株式会社ニッケー工業〔電気製品・断熱保冷材料の設計製造販売〕
　　　　　　　株式会社愛知キュービック〔曲面印刷関連の製造〕
　　　　　　　Taica North America Corporation〔曲面印刷関連の販売、多機能素材製品の販売〕
　　　　　　　Taica Cubic Printing Kentucky, LLC〔曲面印刷関連の製造〕
　　　　　　　Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V.〔曲面印刷関連の製造〕
　　　　　　　泰已科新材料(蘇州)有限公司〔多機能素材製品の製造〕
　　　　　　　泰已科(上海)国際貿易有限公司〔多機能素材製品・介護福祉用品の販売〕
　　　　　　　東莞大華廣澤表面処理科技有限公司〔曲面印刷関連の製造・販売〕
　　　　　　　丘比克(天津)転印有限公司〔曲面印刷関連の製造〕
　　　　　　　Taica (Cambodia) Corporation〔多機能素材製品の製造〕
                              Taica Fine Dining (Cambodia) Co., Ltd.〔飲食事業〕

　従業員数　　　単体220名　連結1,496名（2019年5月31日現在）
　主要取引銀行　静岡銀行東京支店　みずほ銀行芝支店　商工組合中央金庫東京支店　三菱東京UFJ銀行品川駅前支店

執行役員　　　   　　　　  　   土師 宏

執行役員　　　   　　　　  　   金井 靖浩

CUBIC PRINTINGをベースとして開発された高い輝度、彩度、精細度を表現

する新しい技術です。立体への追従性などの利点はそのままに緻密でリア

リティ溢れる意匠表現を可能とします。

特殊な構造のフィルムを用いることで金属に迫る輝度と3D効果を持つ意

匠を作り出す技術です。リアリティのある意匠だけでなく新たな価値観を

提供し、素材表現の新しい可能性を追求します。

高輝度金属表現 3D金属表現高輝度奥行表現 高輝度顔料意匠


