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私たちの仕事。

社員の誇りとやりがいを求めて全社員でお客様に向かう姿勢 頭も体もアクティブに働かせて
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全国の観光地や街並みを案内する案内板、外国人に対する「おもてなし」多国語表示サイン、動物園や植物園での説明板、美術
館や博物館の展示物の解説板、そして、ほら貴方のキャンパスにも大学の案内MAP。
私たちは企画設計から開発・製造・販売まで一貫して行っています。
サイン製品はもちろん、カタログ、ホームページのデザインも行ない、社員が誇りとやりがいをもって取り組んでいます。  

昨今、お客様の満足のため「従業員
満足」を上げる会社が多くなりまし
た。実は私たちの会社は、逆です。
『従業員の幸福』のためにお客様満足
を追求します。そのため徹底して仕事
の誇りとやりがいを追求しています。

私たちの会社は情報を共有化し、部
門や年代の分け隔てなく、全社員の
チームワークでお客様に向き合って
います。
「全社員で取り組む」、私たちの会社
の大きな強みのひとつです。

新製品開発・新カタログ製作・全国
展示会とまさに『ものづくり企業の
醍醐味』が味わえます。
さぁ、皆さんも学んだ知識、味わっ
た体験を是非私たちの会社で思う存
分発揮してください。

本社従業員と第 2工場 首都圏営業所 ( 新横浜 ) と最新の３Ｄプリンター 毎年出展 Sign & Display Show（写真は 2015 年）



事業内容

■サインシステム・サイン製品の製造・販売
　　観光案内・市街地案内板（世界遺産・日本遺産他）
　　文化施設サイン ( 美術館・博物館・文化財・美観地区・伝統的建造物保存他 )
　　官公庁施設サイン ( 公園・役所・病院等 )
　　教育施設サイン ( 大学・中高等学校等 )　
　　動物園植物園サイン・解説板

■多国語翻訳・表示のためのWEB サイトの運営‐QRトランスレーター
　
■防災・クリーンエネルギー･バリアフリー関連製品の製造・販売
　　防災公園・広域避難場所案内・津波避難サイン・海抜表示サイン
　　非常用発電機・救助工具収納サイン・ベンチ

■サイン計画の立案・実施

■超耐候大型グラフィックプリントの加工・販売

■機械カバー用アルミフレームシステムの製造・販売
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観光案内 ( 自然遺産・歴史遺産 )・市街地案内板

伊豆半島ジオパーク
伊豆半島ジオパーク（いずはんとうジオパーク、英 : Izu Peninsula Giopark）とは、
静岡県の伊豆半島における大地（ジオ）が育んだ貴重な資産を多数備えた地域が、
それらの保全と活用によって経済・文化活動を高め、結果として地域振興につな
げていく仕組みである。メインテーマは「南から来た火山の贈りもの」で、これ
は伊豆半島がフィリピン海プレートに載って南から来た火山島であったことに由
来する。
2011 年 3 月 28 日に静岡県伊豆地域 13 の基礎自治体と県、各種団体、企業、大
学などが協力して、「伊豆半島ジオパーク推進協議会」を設立。2012 年 9 月 24
日に日本ジオパークネットワークへの加盟が認められ、今後は世界ジオパークへ
の認定を目指す方針である。-ウィキペディアより

伊豆半島ジオバークのサインとして、弊社アルミユニットサインが約 3 年にわた
り 50 基以上ご採用いただいています。

京都市観光案内板
京都は 794 年（延暦 13 年）に日本の首都となった平安京を基礎とする都市で、
明治天皇が東京に行幸するまでの約 1080 年に渡って天皇家および公家が集住した
ため「千年の都」との雅称で呼ばれる。平安時代、室町時代の足利幕府期、安土
桃山時代、江戸時代の幕末期などには、日本の政治の中心でもあった。
平安時代より日本有数の大都市としての歴史が続いており、その市街地は「洛中」
と呼ばれ、江戸時代には三都、明治期には三市、大正期以降は六大都市（五大都市）
の各々の一角を占め、戦後には政令指定都市になった。
第二次世界大戦の戦災被害を免れた神社仏閣、古い史跡、町並みが数多く存在し、
宗教・貴族・武家・庶民などの様々な歴史的文化や祭りが国内外の観光客を引き
寄せる観光都市であり、国際観光文化都市に指定されている。- ウィキペディアよ
り、一部加筆修正

市内各所の観光案内板として 400 基以上ご採用いただいています。
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公園・防災公園

オホーツク流氷公園
「流氷を望み、潮騒が聞こえる大いなる風景、緑豊かな手づくり公園」をテーマ
として、北海道庁が整備するオホーツク流氷公園。
広大な敷地内を案内する外溝サインに弊社の別注サインをご採用いただきまし
た。

千葉県市川市広尾防災公園
平常時は、地域住民の憩いやレクリエーションの場として親しまれる公園として、
また災害時には、一時避難場所としての機能の他、初期救援や緊急輸送等の中継
拠点としての機能を担う公園として整備されています。
園内の案内サイン・説明板・誘導板にＢＩＳＯのユニットサインを利用いただい
ています。
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公共施設・病院

豊田市交通安全学習センター
豊田市初のＰＦＩ事業として施設整備を進めてきました交通安全教育施設「豊田
市交通安全学習センター」。
自転車シミュレータなどがある体験学習コーナー、340 インチのワイドスクリー
ンの参加体験型シアター、信号機や横断歩道のある模擬市街地、ミニ列車やゴー
カートに乗ることもでき、子供たちが楽しく交通安全を学ぶことができる施設で
す。施設内のサインに弊社のシンボルサインシリーズが数多く採用されました。

すずかけセントラル病院 -浜松市
「地域に根ざした優しい病院」を目指して、開設された「すずかけグループ」。
「すずかけの木」はイソップ物語において、その木陰で旅人が疲れを癒す優しい存
在として登場します。
そしてこの度、高度な医療設備を備え、健康診断事業も統合した「すずかけセン
トラル病院」が新たに開設されました。「あなたの笑顔がわたしたちの喜び」を合
言葉に、地域で一番優しい病院目指されています。。また、地域の方々のお役に立
てるように、災害時の支援活動にも積極的に取り組まれています。
病院内の外構サイン、そして病院名をかざした内照式の大型タワーサインとパイ
ロンサインに弊社サインが採用されました。
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クリーンエネルギー・防災 ( 非常用発電機 )

イオンモール船橋
商業ディベロッパーとして日本屈指の規模を誇るイオンモール。
コーポレートメッセージは、「ひとも、まちも、きらきら」。
弊社のサイン用ソーラーユニットが全国各地のイオンモールに採用されていま
す。写真は2012年4月オープンのイオンモール船橋店。首都圏最大規模のマンショ
ンそして船橋総合病院の建設と再開発の進む東武野田線新船橋駅に隣接していま
す。

三重県玉城町非常用ソーラー発電機
玉城町は三重県の中央部伊勢神宮で知られる伊勢市のとなりまちです。町のシン
ボルとして南北朝～室町時代初期に北畠氏によって築かれたといわれる田丸城跡
があります。伊勢市に隣接していることもあり、かつては田丸は伊勢神宮への参
宮客で宿場町としてにぎわいました。現代の玉城町は、クリーンエネルギーを中
心にした環境にやさしいまちを目指して各公共施設へのソーラーパネルの設置や
東海地震・東南海地震等への災害対策として町内主要拠点への防災倉庫の整備を
進めています。弊社のソーラー発電機が４台採用されました。
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大型グラフィックプリント・サイン計画の立案

京都市鴨川ギャラリー　「洛中洛外図屏風」
国宝 上杉本 「洛中洛外図屏風」は、米沢藩藩主の上杉家に伝来していたもので、
米沢市上杉博物館所蔵。織田信長から上杉謙信に贈られた狩野永徳の作品とされ
ている。1995 年に国宝指定。
上杉家の記録によれば、絵が完成したのは永禄 8 年（1565 年）9 月 3 日、織田信
長から上杉謙信に贈られたのは天正 2年（1574 年）3月とされている。
-ウィキペディアより
弊社の EB コートプリントにより製作されたレプリカパネルが二条大橋西詰めの
鴨川ギャラリーに設置されています。

長野県飯山市サイン計画
飯山は、古くから山国信州と日本海を結ぶ交通の要所として栄え、塩、魚などの
海産物の集散地、また大和朝廷時代の越後・出羽開拓における重要な駅路として
の役割を担ってきました。戦国時代においては、上杉謙信の川中島出陣の際の前
線基地として、千曲川左岸に飯山城が築かれました。飯山の都市形成は、この飯
山城を中心になされ、千曲川を利用した舟運と越後に通じる街道を使った物流機
能が発達しました。しかしながら明治 26 年、飯山を経由しない信越線の開通によ
り、徐々にその物流拠点としての機能を失い、豪雪地帯であるというハンディも
あって経済成長が停滞し、現在県内最少人口の市となっています。
現在は 2015 年 3 月の北陸新幹線の開業を目前に整備が進んでいます。
市街地のサイン計画を弊社にて行なっています。
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media
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公共性・社会的価値が認められています

2010 年 10 月　中日新聞

2014 年 10 月　業界紙

2012 年 3 月　朝日新聞

2015 年 1 月　NHK 総合テレビ
「サキどり↑」

2013 年 7 月　日本テレビ
「世界一受けたい授業」

他に、中部経済新聞、NHKラジオ国際放送、地元地方 TV局にも複数回取り上げられています。



profile

企業理念・経営信条

■社名・所在地

ビジュアル情報の伝達を通じて人間社会の理解と調和の増進に貢献する。

誇りのもてる仕事、やりがいを感じられる職場環境を通して社員の幸福を追求する。

株式会社　美装    ホームページ　http://www.biso2000.com
　　　　　　　　FB ページ　https://business.facebook.com/bisosign
　　　　　　　　
本　　社　　〒491-0822　愛知県一宮市丹陽町伝法寺東雨野 2408
　　　　　　tel 0586-75-0711   fax 0586-75-0717　　sign@biso2000.com 

首都圏 ( 営 )　〒222-0033　横浜市港北区新横浜 2-17-19　HF 新横浜ビル 7F
　　　　　　 tel 045-555-1011   fax 045-274-8100　　yokohama@biso2000.com     

■創業　　　　　   昭和 42 年 4月　　設立　昭和 43 年 6月
■従業員数   　　    男性 26 名　女性 2名 ( 平成 27 年 12 月現在 ) 　内訳 本社 23 名　首都圏営業所 5名
■資本金　　　　   1,000 万円
■代表者　　　　   代表取締役社長　嶋崎秀人

■所属団体等　　　日本屋外広告業団体連合会・自然エネルギー協会 ISO9001:2008 本社認証登録
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会社概要
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工場・設備

■工場

■第二工場

敷地　　　　　　　2076.7 ㎡ 　(629.3 坪 - 駐車場部分含む )
本社工場棟床面積　1061.5 ㎡ 　(321.7 坪 - 事務所部分含む )
木工棟床面積　　  　336.3 ㎡ 　(112.1 坪 )

■専用金型 アルミ押出型　約 80 種
鋼材曲げ型　　7種　　　鋼板切断型　　6種　　

敷地　　　　　　　1452.2 ㎡ 　(440.0 坪 )
床面積　　　　　 　  924.1 ㎡ 　(280.0 坪 - 事務所・セミナールーム部分含む )

■主要設備 アルミカッター他金属切断機
ボール盤
アルゴン・プラズマ等各種溶接機
パネルカットソー
木工用ジャンピングソー・横切り盤・傾斜盤
自動看板枠組機
ライトプレス

Mac・Windows サーバー他
　　VectorWorks  AutoCAD  Illustrator  Photoshop  ShadePRO 他　使用
㈱キーエンス製 3Dプリンター AGILISTA
ミマキエンジニアリング製大型インクジェットプリンター
ノーリツ鋼機製大型インクジェットプリンター昇華型
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みつけよう。日本の美しい自然。
ふれてみよう。日本の歴史ある文化。
育もう。ゆたかなこころ。
つなごう。地域のきずな。

翔びたて。日本の若いちから。
おもいやり。日本のコミュニティ。
まもろう。かけがえのない命。
考えよう。地球のみらい。

素晴らしい日本を世界の人々に。


