
未来を照らし出す、新たな価値創造をめざす
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太陽ホールディングス株式会社  嵐山事業所

太陽インキ製造株式会社  関西営業所

〒355-0222　
埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地
TEL：0493-62-7777
FAX：0493-62-2330

太陽インキ製造株式会社  本社
〒355-0215 
埼玉県比企郡嵐山町大字平澤900番地
TEL：0493-61-2711
FAX:0493-61-2701

太陽インキ製造株式会社  北九州事業所
〒806-0004
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石1番1号
TEL：093-644-2731
FAX：093-644-2735

〒530-0051　
大阪府大阪市北区太融寺町5-13
東梅田パークビル2階
TEL：06-6809-2588　
FAX：06-6809-2588
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私たち太陽インキ製造は、

1953年に印刷インキと関連資材製品の製造販売を事業目的に誕生し、

1976年には、プリント配線板に使われるインキである

ソルダーレジストを主力製品とする事業に転換。

それは今後、世の中に欠かせない製品へと成長するに違いないという先見の明からでした。

その読みどおり、ソルダーレジストは現在、スマートフォンやパソコンなどのIT機器、

自動車のナビゲーションシステムやオーディオシステムや医療機器、家電製品など、

あらゆるエレクトロニクス製品に使われており、

当社はそのトップメーカーとして広く知られています。

また、そこで培った技術を進化させ、

ドライフィルムタイプのソルダーレジストの製造販売も手掛けています。

今後の目標は、こうした姿勢を継続させ、

さらに高性能・高品質な新製品を開発し、世の中をより良い方向へと導くこと。

太陽インキ製造は、これからも現状に満足することなく、

新たな成長のために挑戦し続けます。

　当社は長年にわたり、ソルダーレジストのトップメーカーとして社会の発展を

陰ながら支えてまいりました。近年、電子機器の小型軽量化、高性能化、高機

能化が加速する中、ソルダーレジストの領域においても技術革新の波が押し寄

せており、当社も他社が真似できない新製品の開発を進めております。

　現在、ソルダーレジストのトップメーカーとして、エレクトロニクス業界をリード

する立場にありますが、私は現在の地位に甘んじることなくお客様との距離感

を常に密にできているか、今一度洗い出し、ニーズに対してスピーディに対応で

きる状況を維持しなければならないと考えています。

　地球を照らす太陽のような存在であり続けるために、当社はこれからも企

業努力を惜しみません。取引先企業様や地域社会の皆さまには、引き続きご支

援いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長
峰岸  昌司

ソルダーレジストとは �����������
プリント配線板の表面を覆い、回路パターンを保護する絶縁膜となる
インキ。実装時にはんだ（ソルダー）が不必要な部分へ付着するのを防ぎ、
ほこり・熱・湿気などから回路パターン間の絶縁性の維持を行うなどの
役割を担います。
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ソルダーレジスト塗布前 ソルダーレジスト塗布後

銅の回路パターンが露出しており、断線、
ショートなど電気的トラブルが起こる
可能性がある。

コーティングされた部分は、絶縁性を
確保。コーティングされていない部分は
電気的接続をとる接点として部品を実装。
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事業フロー・事業領域

パイオニアとしての地位に甘んじることなく
独自技術を磨き、
機能性に優れた製品群をあらゆる
最先端分野へお届けしています。
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私たち太陽インキ製造は、太陽ホールディングスによる基礎技術の

開発シーズを新製品の開発に役立てるなど、

グループとしての総合力を活かしながら、「配合技術」「分散技術」をコアに

数々の高性能・高品質な製品を届けてまいりました。

近年では、そうしたコア技術を強みに、

スマートフォン、車載エレクトロニクス分野を始めとした、

新製品の開発なども積極的に行っています。

「配合（フォーミュレーション）技術」
とは、製品に要求される様々な特
性・性能を実現するために、無数に
ある原材料（合成樹脂、充填材等）
候補の中から、的確に、効率的に、
かつ迅速に最適な原材料の組合せ
を開発するための技術です。

配合技術

技術開発

「分散（ディスパーション）技術」とは、
配合処方（フォーミュレーション）に
従って処方された原材料を、細かく
均一に混合することです。今日では、
年々進展する電子機器のダウンサイ
ジングに伴い、製品の高精細性も
重要な要求特性となっています。

分散技術

車載エレクトロニクス

スマートフォン・タブレット

パソコン

スマート家電

データセンター・通信インフラ

医療機器

近年、アジア、特に中国のプリント配線
板市場の急成長に合わせて太陽グループ
のグローバルネットワークで世界の潮流
をキャッチし、その情報を直ちに技術
開発・生産・物流部門などと共有し、お客
様のニーズに即座に対応できる体制を
整えています。

営  業

液状インキタイプ
ソルダーレジスト

薄膜かつ均一な膜厚管理が可能な「スクリーン印刷
法」、「スプレーコート法」、「カーテンコート法」での
塗布に対応しており、数多くのお客様の作業現場で
使われています。

ドライフィルムタイプ
ソルダーレジスト

ソルダーレジストがフィルム状になったもの。現在
パッケージ基板の最外層に求められている薄膜
対応、膜厚精度、平坦性ならびにファインピッチ
配線への埋め込み性などに優れた製品です。





生産体制・品質管理

一貫した生産体制と厳格な品質管理を徹底し、
真に価値ある製品を迅速かつ確実にお届けしています。
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ソルダーレジスト製造工程
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液状インキタイプ 

秤 量 攪 拌 練 肉 調 整 仕上（充填） 検 査

秤 量 攪 拌 塗 工 スリット 梱 包 検 査

異物混入防止のため原料はバーコード管理
秤量はグラム単位で厳密に調整

温度・湿度管理が行き届いた環境で生産。ソルダーレジストの品種は数百におよびますが、
原料の調達から製品出荷まで一貫した工程管理を徹底することで多品種少量生産にも対応しています。

ドライフィルムタイプ 

ドライフィルムの特長である様々な製品膜厚、製品幅に対応するため、徹底した工程管理を行っています。
また、製品の品質、従業員の安全を考慮して、各工程に合った温度・湿度・クリーン度の管理を行っています。

当社では原料の入庫から保管、出庫まで
の設備・装置にバーコードシステムを導入
し、指定の順番通りに原料が配合できて
いるか、また異物が混入されていないか
を確認しています。秤量はすべてグラム
単位で厳密に調整。さまざまな角度から
品質の安定化に取り組んでいます。

充実したオートメーション設備と
人の目の双方を活かした生産体制

重要な製造工程にはすべて先進の機器
を導入。オートメーション化することで生産
効率向上を図っています。一方で、機器
では管理できない部分に関しては、人の目
で厳しく確認しています。この双方を組み
合わせた生産体制こそが、当社の特長。
だからこそ、多品種少量化と生産効率化
の両立が可能です。

全数を対象に粒度の目視検査を徹底
さらに仕上前にも抜き取り検査を実施

安定した品質の製品をお届けするために、
当社では全製品を対象として抜き取り
サンプルにより出荷前検査を行っています。
中でも液状インキタイプについては、分散
された粒度を製造工程内にてミクロン
単位で監視し、厳しく管理しています。

工程内に自動制御空調システムを導入
クリーンで快適な作業空間を確保

「作業環境の改善」の一環として、工程内
に自動制御空調システムを導入。精密な
温度・湿度管理を行うとともにクリーンで
快適な作業空間を確保しています。また
クリーンルームに入室する際は、エアー
シャワーで無塵服に付着した塵埃を除去
し、製品への異物混入防止に努めています。
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会社概要

国内グループ主要拠点

海外生産・販売拠点

海外販売・サービス拠点

エレクトロニクス

私たち太陽インキ製造は、革新的な製品をもって夢あるさまざまなモノをグローバルに生み出し、
楽しい社会の実現を目指す、太陽ホールディングス株式会社のグループ企業の一社として
ソルダーレジストの製造・販売を手掛けています。
ここではグループを統括する太陽ホールディングスについてご紹介します。

商 号

本社所在地
代 表 者
事 業 内 容

太陽ホールディングス株式会社
TAIYO HOLDINGS CO., LTD.
東京都豊島区西池袋一丁目11番1号メトロポリタンプラザビル16階
代表取締役社長　佐藤 英志
持株会社、グループ全体の経営方針策定および経営管理 代表取締役社長

佐藤 英志

太陽ホールディングス株式会社
嵐山事業所
〒355-0222　
埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地
TEL：0493-62-7777
FAX：0493-62-2330

台湾

シンガポール

台湾太陽油墨股份有限公司
No.7, Datong 2nd Rd., Guanyin Industry Park, 
Guanyin Dist., Taoyuan City 328-413, Taiwan (R.O.C.)
TEL：886-3-483-3230
FAX：886-3-483-3240

永勝泰科技股份有限公司

TAIYO INK INTERNATIONAL 
(SINGAPORE) PTE LTD

香港
TAIYO INK INTERNATIONAL
(HK) LIMITED

中国
太陽油墨貿易
（深圳）有限公司

韓国
太陽インキ
プロダクツ株式会社

タイ
TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD.

7F., No.1, Ren' ai Rd., Yingge Dist., 
New Taipei City 239, Taiwan (R.O.C.)　
TEL：886-2-26777481
FAX：886-2-26777484

中国
太陽油墨（蘇州）有限公司
No.26 Taishan Road, Suzhou New District, 
Suzhou City, Jiangsu, P.R.China　
TEL：86-512-6665-5550
FAX：86-512-6665-5011

永勝泰油墨（深圳）有限公司
Building No 38, Western Industrial Zone, 
Sha-Yi Village, Sha-Jing Town, Shenzhen City, 
Guangdong Province, P.R.China　
TEL：86-755-8173-7288
FAX：86-755-8173-7282

韓国
韓国タイヨウインキ株式会社
166, Manhae-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, Korea　
TEL：82-31-491-9250
FAX：82-31-491-7671

アメリカ
TAIYO AMERICA, INC.
2675 Antler Drive, Carson City, 
NV89701, U.S.A.　
TEL：1-775-885-9959
FAX：1-775-885-9972

食糧/エネルギー

太陽グリーンエナジー株式会社
〒355-0222 
埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地　
TEL：0493-62-9001 
FAX：0493-62-2330

その他

太陽インキ製造株式会社
本社
〒355-0215 
埼玉県比企郡嵐山町大字平澤900番地
TEL：0493-61-2711
FAX:0493-61-2701

太陽インキ製造株式会社
北九州事業所
〒806-0004
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石1番1号
TEL：093-644-2731
FAX：093-644-2735

太陽ファインケミカル
株式会社
〒964-0982 
福島県二本松市赤井沢35番地3　
TEL：0243-22-6050　
FAX：0243-22-6070

株式会社ファンリード
〒171-0021 
東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 
メトロポリタンプラザビル15階
TEL：03-5656-0055 
FAX：03-5656-5888

医療・医薬品

太陽ファルマ株式会社
〒100-0005 
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 
丸の内北口ビルディング14階
TEL：03-6759-5558 
FAX：03-5656-1777

太陽ファルマテック株式会社
〒569-0806 
大阪府高槻市明田町4-38
TEL：072-682-1181 
FAX：072-682-8489

グローバル総合化学企業としての役割

化  学

エ
レ
ク
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・
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品

太陽インキ製造 太陽グリーンエナジー 太陽グリーンエナジー 太陽ファルマ
太陽ファルマテック

太陽ホールディングスは、化学を基礎に、エレクトロニクス事業に加え、
新たに今後成長が見込まれる3つの分野で事業を展開します。

太陽ホールディングス株式会社のご紹介






