




3Dプリンタ関連

大判インクジェット
プリンタ

システム/IT
ソリューション

スポーツケア

設計製図機器

計測・制御機器

サプライ・
メンテナンス

LED照明
LED導光板

常に革新し

挑戦を続け

社会に貢献する MUTOHホールディングス株式会社

代表取締役社長 早川信正

"MUTOHは常に新しい価値を創造し、提供する企業グループです。"
ドラフターからペンプロッタ、CAD/CAM、そして、大判インク
ジェットプリンタ。
「形あるもの図形あり」と言う言葉に集約されるようにMUTOH
が歩んできた道のりは"ものづくり"支援の道のりです。"ものづくり"を
支え続ける企業姿勢は、現在においても変わりはありません。
主力事業である大判インクジェットプリンタ事業では、ＭＵＴＯＨの
製品とその技術力は世界中の多くのお客様から賞賛を頂戴する中、
グループの中核企業である武藤工業株式会社を頂点として、欧米、
アジア、オセアニアなど世界各地に子会社を配置。生産から販
売、サプライ品からメンテナンスサービスまで、「One Stop」体制
でお客様のニーズにお応えしております。
また、新たな産業革命と称せられる3Ｄプリンタ。
ＭＵＴＯＨは永年培ったノウハウを土台に積極的に事業を展開。
新たな市場創造へ向け、果敢にチャレンジを致しております。

MUTOHは、
「国内外の法令、社会倫理を遵守し、良識ある企業活動を心が
け、グループ事業の価値の向上とMUTOHブランドの恒久的維
持・拡大、さらには社会の健全な発展に努める」という経営理念

のもと、業績向上ならびに安定した利益を確保すべく事業基盤の
強化と顧客満足度向上に重点を置いた製品開発とサービス体
制の強化に取り組んでまいります。

MUTOHは、
経営資源の最適化、市場変化に対応した経営意思決定の迅速
化に重点を置き、グループ戦略の立案と実施に注力し、既存事業
のグローバルな拡大と新たな事業の創出に努めてまいります。

MUTOHは、
MUTOHならではの視点から、新たな価値創造に貢献してまいり
ます。別視点で"ものづくり"を支え続けるシステム/ＩＴソリュー
ション事業の他に計測・制御機器事業、設計製図機器事業、ス
ポーツケア事業に加えて、新たにＬＥＤ照明・ＬＥＤ導光板事業で
は、MUTOH独自技術を配した付加価値の高い製品を提供して
まいります。

MUTOHは幅広い分野で"ものづくり"を支え、挑戦してまいります。
私どもMUTOHにご期待いただくとともに、一層のご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

ＭＵＴＯＨは、お客様に
「最適の提案と最高の価値」を
お届けしています。

・インクジェットプリンタ
　・サイン＆ディスプレイ
　・テキスタイル・ソフトサイン
　・多目的印刷
・CAD用プロッタ

・ソフトウェア開発
・製造ソリューション
・CADソリューション

・スポーツテーピング
・サポーター
・フィットネス
・インソール

・サプライ製品
・保守メンテナンス

・３Ｄプリンタ
　・パーソナルモデル
　・プロフェッショナルモデル
　・プロダクションモデル
・３Ｄプリントサービス

・計測・制御機器
　・リニアエンコーダ
　・デジタルカウンタ
　・ロータリーエンコーダ

・LED検査照明
・LED室内照明
・LED汎用屋内/屋外看板

・製図機械関連製品
　・ドラフター
　・平行定規

Business Domain



会社プロフィール

グループ企業

グループ会社の経営管理/
グループ資産管理　他

MUTOH HONGKONG LIMITED.

MUTOH SINGAPORE PTE.LTD.

MUTOH AUSTRALIA PTY.LTD.

MUTOHホールディングス株式会社

武藤工業株式会社

株式会社ムトーエンジニアリング

株式会社ムトーエンタープライズ

ムトーアイテックス株式会社

株式会社ムトーフィギュアワールド

MUTOH Belgium nv

MUTH Deutschland GmbH

MUTOH North Europe S.A.

・スウェーデン販売会社

・フィンランド販売会社

・エストニア販売会社

・ラトビア販売会社

・リトアニア販売会社

MUTOH AMERICA INC.

・ボストン支店

・アトランタ支店

・シカゴ支店

・ロサンゼルス支店

国　内

海　外 グローバルネットワーク

MUTOHホールディングス株式会社
（英文名　MUTOH HOLDINGS CO., LTD.）
本　　社／東京都世田谷区池尻3丁目1番3号
　　　　　Tel 03-6758-7100（代表）
設　　立／1952年3月5日（創業:1942年12月）
資 本 金／101億99百万円
決 算 期／3月（年1回）
上　　場／東京証券取引所市場第一部
 http://www.mutoh-hd.co.jp/

インクジェットプリンタおよび３Ｄプリンタの
開発・製造・販売・サプライ・保守メンテナンス

武藤工業株式会社　　　　　　　　　　　　http://www.mutoh.co.jp/
本社／東京都世田谷区池尻 3丁目 1 番 3 号　　Tel 03-6758-7000（代表）
諏訪工場／長野県諏訪郡下諏訪町 3128 番地　Tel 0266 -28 -1881（代表）

株式会社ムトーエンジニアリング　 　　　　http://www.mutoheng.com/
東京都世田谷区池尻 3丁目 1 番 3 号　　　　　Tel 03-6758-7120（代表）

スポーツケア用品の開発・製造・販売　他 株式会社ムトーエンタープライズ　 　　　　http://www.mutoh-ent.co.jp/
東京都世田谷区池尻 3丁目 1 番 3 号　　　　　Tel 03-6758-7140（代表）

システムソリューションサービス /
アプリケーションソフトウェア

ムトーアイテックス株式会社　        　　　　http://www.mutoh- itex .jp/
東京都世田谷区池尻 3丁目 1 番 3 号　　　　　Tel 03-6758-7080（代表）

3Ｄフィギュア撮影・出力サービス 株式会社ムトーフィギュアワールド　　　　　http://www.mutoh-figureworld.co.jp/
東京都世田谷区池尻 3丁目 1 番 3 号　　　　　Tel 03-6866 -7311（代表）

パーソナル３Ｄプリンタ・ＣＡＤソフトウェア・計測、制御機器・
ＬＥＤ照明・ＬＥＤ導光板の開発・製造・販売



Business Domain

■武藤工業株式会社　■株式会社ムトーエンジニアリング　■株式会社ムトーフィギュアワールド

3Dプリンタ関連
パーソナルからプロフェッショナル、プロダクションまで、
“ものづくり”の創作ニーズに応えます。

デジタルデータから立体物を造形する３Dプリンタ。3Dプリン
タは、今や設計～試作工程の合理化機器にとどまらず、究極の
多品種少量生産を実現する「生産革命ツール」へと期待が高
まっています。
MUTOHでは、創造力をカタチにするパーソナルモデル、高精
度な造形を可能にするプロフェッショナルモデル、高いコスト
パフォーマンスを発揮するプロダクションモデルまで全領域で
製品をラインアップ。さらに、３Dフィギュアプリントサービス
など、ハードからソリューションまで、幅広い事業領域とサービ
ス体制を整備しています。
MUTOHは、“ONE STOP”で顧客ニーズに応えています。

■パーソナルモデル

■プロフェッショナルモデル

■プロダクションモデル



■武藤工業株式会社

創造力をカタチにする。 

■武藤工業株式会社より速く、より美しく。

■株式会社ムトーフィギュアワールドいろんな“自分”を楽しもう!

■株式会社ムトーエンジニアリング

高いコストパフォーマンスを発揮。 

ひらめいたアイデアを今すぐカタチにしたい。そんな工業
デザイナーや３Dアーティストの声に応えるのが、熱溶融
積層（FDM）方式のパーソナルモデルです。MUTOHで
は、オリジナルプリンタをシリーズ化してラインアップ。高
精度、高解像度、操作性は「パーソナル」の域を凌ぎます。 
MUTOHのオリジナルパーソナル３Dプリンタは、ソフト、
マニュアル、サポート窓口など、全てが日本語対応。安心
の品質と信頼をお届けしています。

パーソナルモデル

究極の多品種少量生産を実現する「生産革命ツール」へと
期待が高まるプロダクションモデル。
MUTOHでは、最終用途パーツを製作するレーザー焼結タ
イプ（3Dシステムズ社製品）とともに、世界初となるアー
ク溶接方式を採用し、高速・高強度・低コストを実現した
MUTOHオリジナル金属３Dプリンタをラインアップ。
　“ものづくり”のプロのニーズに応えています。

プロダクションモデル

造形のプロから寄せられる高いニーズ。それは、世界最高
水準のプリント速度と生産性です。
MUTOHでは、試作ニーズや3Dフィギュアプリントなど
で高い評価を集めているUV硬化型アクリル樹脂タイプや
フルカラー石膏パウダータイプ（3Dシステムズ社製品）
などをラインアップ。ユーザーニーズに応えています。

プロフェッショナルモデル

３Dプリントの魅力、楽しさ、可能性を、もっと多くの人た
ちに広げたい。この想いから生まれたのが、３Dソリュー
ション着せ替え３Dフィギュアプリントサービス「Value 
3D Figure World」です。
自分の顔を3Dスキャンした３Dフィギュアは、100種類以
上の衣装や髪形、色の組み合わせが思いのまま。
MUTOHは、「Value 3D Figure World」を通じて、世界
でたったひとつの宝物を手にした人に、自分との劇的な出
会い、笑顔を誘うハッピーな夢、新しい自分発見をお届け
しています。

3D フィギュアプリントサービス



Business Domain

■武藤工業株式会社

大判インクジェットプリンタ
サイン＆ディスプレイからテキスタイル、CAD用プロッタまで、
“ものづくり” 現場のニーズに応える。

「印刷機」から「生産マシン」へ大きく変貌する大判インクジェット
プリンタ。使用目的も従来のポスター・看板印刷にとどまらず、
シルクやポリエステル生地などのテキスタイル分野やプラスチッ
ク、ダンボール、ガラスへの印刷など多様性を増しています。
MUTOHは、日本初の屋外広告用大判インクジェットプリンタを
世に送り出して以来、脈々と受け継がれるプリンティング技術と
ノウハウにより、繊細な印刷を可能とするインク吐出制御技術
「ドロップマスター技術」など多くの独自機能を生み出し、ユー
ザーニーズに応えています。MUTOH の大判インクジェットプリ
ンタは、常に一歩先を行く技術を提供し続けています。

サイン＆ディスプレイ

テキスタイル・ソフトサイン

多目的印刷

CAD用プロッタ

Inkjet
PRINTER

Plotter
for CAD



高い生産性、迅速な対応力、イニシャルとランニングコストの
低減が同時に求められるサイン＆ディスプレイ業界。
MUTOHは「ValueJet 」シリーズを通じて、これらの課題を
一気に解決します。サイン＆ディスプレイ向けの「ValueJet 」
シリーズは、生産性を向上する大容量インクパックに対応し、
低価格と高速作画を実現。さらに、作画品質の向上を図る豊
富な作画エフェクトが用意され、大/中/小のドット径が異なる
3種類のバリアブルドット機能を実現することで高品質作画と
さまざまなメディアや多様な品質にお応えしています。

サイン＆ディスプレイ

「生産マシン」へ進化する大判インクジェットプリンタ。プラス
チック、ダンボール、ガラスなど、さまざまな素材への印刷が
求められています。多目的印刷向け「ValueJet」シリーズは、
素材を選ばない作画で定評あるマルチパーパスインクや速乾
性、耐摩擦性などに優れたUVインクに対応することで、その
課題を解決しました。インダストリアル向けの大判サイズから
パーソナルに使用できるA3ノビサイズまで用途に併せてユー
ザーニーズに応えています。
MUTOHは、ビジネスの領域を大きく広げています。

多目的印刷

ビジネスチャンスをキャッチするために欠かせないニーズ対
応力。テキスタイル・ソフトサイン向け「ValueJet」シリーズ
は、２つのインクに対応することで、昇華転写インクとダイレ
クト昇華インクのダブル対応や多品種小ロットのスポーツア
パレル分野と大量ロットのサイン＆ディスプレイ分野の双方に
も対応できます。さらに、Tシャツやポロシャツなどのウエア
プリント専用ガーメントプリンタなど、それぞれの分野で高品
質かつ高いコストパフォーマンスを提供しています。

テキスタイル・ソフトサイン

“ものづくり”に欠かせない設計作業。MUTOHはドラフターか
らCADシステム・ペンプロッタとその設計シーンで多くの係
わりを持ってきました。MUTOHのCAD用インクジェットプ
ロッタ「DrafStation」シリーズは、建築パース図面や３D 
CAD図面、写真画像の塗りつぶしなど、グラフィックス要素
を含む図面の高品質作画も可能。「より速く、より美しく、より
使いやすく」という、設計者の声を鮮やかにカタチにした、ワ
ンランク上の図面作成に応えています。

CAD 用インクジェットプロッタ

CAD用アパレルプロッタ＆大判スキャナ

大判スキャナ

アパレル用マーキングプロッタ

■武藤工業株式会社高品質と高生産性を実現。

■武藤工業株式会社ビジネスの新領域を創造する。

■武藤工業株式会社ワンランク上の図面作成に応える。

■武藤工業株式会社幅広いビジネスチャンスに対応。 



Business Domain

■ムトーアイテックス株式会社　■株式会社ムトーエンジニアリング

システム/IT ソリューション
ソフトウェア開発から製造/CADソリューションまで、
製造業の可能性をITでEXPANDする。

MUTOHのシステム/ITソリューションは、ビジネスを取り巻く
経営課題を解決します。また、社会インフラなど私たちの日常生
活における身近な分野においてもＭＵＴＯＨのＩＴ技術は活か
されています。“ものづくり”の現場を支援し続けてきたからこそ
できるシステム提案とソフトウエアの提供。ＭＵＴＯＨが、設計
から製造、情報管理などのシステムを作り上げてきたノウハウ
は、顧客ニーズに合った最適システムとしてMUTOHの製品群
へ反映されています。MUTOHのシステム/ITソリューション
は、“ものづくり”応援企業MUTOHの競争力の源泉として、大き
な真価を発揮しています。

MUTOH製品
システム開発

組込・制御系/
情報通信系/
システム

インテグレーション

アプリケーション系/
システム

インテグレーション

パッケージ
ソフトウェア開発/
CADソリューション

Status Monitor



“ものづくり”を支援してきたＭＵＴＯＨの歴史。長年に渡るノ
ウハウの蓄積は、大判インクジェットプリンタ・3Ｄプリンタ
などの制御システムやアプリケーションソフトとして
MUTOH固有の製品作りに活かされています。ＭＵＴＯＨの
システム／ＩＴソリューションは、“ものづくり”とともに歩ん
できた高い開発能力をバックボーンに現場ニーズを優先し
た製品作りに「縁の下の力持ち」として貢献し、ＭＵＴＯＨ
独自の製品を生み出しています。

製品システム開発

ビジネスユースからパーソナルユースまで、ますます高機能
化するデジタルデバイス。ＭＵＴＯＨのシステム／ＩＴソ
リューションは、それらの心臓部となるシステムの設計から
開発まで対応します。ＭＵＴＯＨのシステム／ＩＴソリュー
ションは、長年培ったノウハウと多様なサービス体系に最新
技術を融合させた、使い勝手の良いソリューション・品質の
良いシステムの提供により、ニーズに応える機能性、合理
性、使いやすさなどで高い評価を獲得しています。

組込・制御系 /情報通信系システムインテグレーション

“ものづくり”の現場では、設計・製造の省力化、合理化だけで
なく、大量のCAD 図面のデータ管理、部門間の情報共有、さ
らにはサプライチェーンを構成する生産管理システムの構築
など、低コスト生産を実現・加速させるための多様なニーズが
存在します。これら多種多様な現場ニーズにＭＵＴＯＨはシス
テム／ＩＴソリューションで応えています。ＭＵＴＯＨは、生産
管理や業務処理、顧客管理など、各種業務のシステム開発や
Webアプリケーションの開発など、より合理的かつ効率的な
ビジネス環境の構築をサポートしています。

アプリケーション系 /システムインテグレーション

設計作業を一変させた「ドラフター」。その作業効率化精神
と設計者の思いは長年におよぶノウハウとして、MUTOHの
CADソリューションに活かされています。
CADパッケージでは、ドラフター感覚での作業性が、設計者
に最適な設計環境を提供するソフトとして高い評価を受け、
２次元から３次元への製品展開でユーザーをサポートし続け
ています。設計作業の効率化に寄与するMUTOHのＣＡＤソ
リューションパッケージは、ローコスト、導入期間の短縮、高
い信頼性などのメリットを提供。MUTOHはそれぞれのシス
テム構築に高いコストパフォーマンスで貢献しています。

CADソリューション

Suite

■ムトーアイテックス株式会社現場ニーズを優先した製品作りに貢献。

■ムトーアイテックス株式会社顧客ニーズに応える開発力。

■ムトーアイテックス株式会社お客様にとっての最適システムを提案・構築。

■株式会社ムトーエンジニアリングより創造的なビジネス環境を。



Business Domain

Business Domain

■武藤工業株式会社　■株式会社ムトーエンジニアリング

サプライ・メンテナンス
サプライ品の供給、保守メンテナンスサービスも、
グループの総合力でバックアップ。

■株式会社ムトーエンジニアリング

LED照明 /LED導光板
「インクジェットによる導光板ダイレクト印刷技術」を確立。
現場のあらゆる LEDニーズに対応し、“ものづくり”をバックアップ。

日常の業務は、時間との競争です。プリンタで使用するインクな
どの不足、あってはならないトラブルは、業務の遅れだけでなく、
時に大きな経済的損失を招きます。こうした不測の事態を未然に
防ぐのが、MUTOHのサプライ・メンテナンスサービスです。
さまざまなユーザーニーズに対応したインクなど、サプライ品
のスピーディな供給と定期的なメンテナンスに加え、万一トラ
ブルが発生した際の迅速なメンテナンス対応など、MUTOH
はグループの総合力を結集したバックアップ体制でユーザーを
サポートしています。

省エネ、長寿命、環境保護に有効なLED照明。その発光に欠
かせない導光板に、MUTOHは世界に先駆けてインクジェット
によるダイレクト印刷技術「MUTOHグラデーションパターン」
を確立し、特許を取得しました。極めて均一な面発光を可能とし
たグラデーションパターンが特徴のMUTOHの導光板は、これ
までのドット印刷の導光板に比べて、拡散板が不要となり、オン
デマンド印刷が可能になるなどの高い優位性を持つことから、
さまざまな用途への展開が期待されています。
MUTOHは、検査工程など“ものづくり”の現場へ向けて、付加
価値の高いLED 照明製品を提供しています。

MUTOH
グラデーションパターン

従来方式
ドット印刷



Business Domain

Business Domain

Business Domain

■株式会社ムトーエンジニアリング

計測・制御機器
リニアエンコーダーやデジタルカウンタ、ロータリーエンコーダ。
計測・制御ニーズを高精度でバックアップ。

■株式会社ムトーエンジニアリング

設計製図機器
マニュアル製図機械の最高峰。MUTOHのドラフター。
それは、設計者の意思に即応する設計作業を強力にバックアップ。

■株式会社ムトーエンタープライズ

スポーツケア
カラダを守る。 強化する。 予防する。
そして運動力を引きだす。

生産機械や計測機器など、産業機械・装置の計測・加工制御
ニーズに応えるのが、「デジカラーシリーズ」。そのラインアッ
プは、ロータリーエンコーダや独自のワイヤー式リニアエン
コーダ、高分解能のリニアスケールなど検出から表示・制御
まで多岐におよんでいます。
高精度、高機能、高効率を極めた「デジカラーシリーズ」は、
生産の自動化、省力化を強力にサポートしています。

ＣＡＤシステムの普及とともに設計現場で姿を消しつつあっ
たドラフター。近年では設計者の感性と製図の基礎を養う上
でその価値が見直され、再び脚光を浴びています。文字通り
設計者の腕、手、そして指先となって、思いのままの線を描き
出すMUTOHのドラフターと平行定規。
描くことにこだわり、自らの感性とインスピレーションを大切
にするすべての設計者をサポートし続けています。

健康で快適な生活は、からだへの理解と日頃のケアから始ま
ります。MUTOHは、スポーツシーンなどにおけるからだの
世界を科学的に捉えるプロフェッショナル。長い経験から
培った眼で、テーピングテープ、サポーター、インソール、
フィットネス用品を提供しています。
MUTOHは、最新科学から生まれた安心のスポーツケア製品
で「健康で快適な生活」をバックアップしています。



MUTOHホールディングス株式会社

武藤工業株式会社

株式会社ムトーエンジニアリング

株式会社ムトーエンタープライズ

ムトーアイテックス株式会社

株式会社ムトーフィギュアワールド

MUTOH AMERICA INC.

・ボストン支店

・アトランタ支店

・シカゴ支店

・ロサンゼルス支店

MUTOH Belgium nv

MUTH Deutschland GmbH

MUTOH North Europe S.A.

・スウェーデン販売会社

・フィンランド販売会社

・エストニア販売会社

・ラトビア販売会社

・リトアニア販売会社

MUTOH HONGKONG LIMITED.

MUTOH SINGAPORE PTE.LTD.

MUTOH AUSTRALIA PTY.LTD.

日本発の技術で、
グローバルに展開するMUTOHブランド。

グローバルネットワーク

「現場主義」に基づく開発姿勢。 独自技術で

ユーザーニーズに応えるMUTOHブランド。

Development
production

MUTOHは、ユーザー視点に立った「現場主義」で、製品開発を推
進しています。インク吐出技術や制御技術などMUTOH独自の技術
力は世界中の多くのお客様から賞賛され続け、その技術は3Dプリ
ンタ開発にも受け継がれています。

信頼と品質の「Made in Japan」。

日・米・欧・アジアの4極体制でグローバルに提供。

信頼と品質の代名詞である「Made in Japan」。
MUTOHは、世界の地域ごとに異なるニーズに対応した生産活動を
推進しています。MUTOHの製品は「Made in Japan」の冠を得
て、グローバルネットワークを通して世界に提供されています。

開発センター 諏訪工場

佐江戸工場

開発・生産体制・グローバルネットワーク



地球にやさしく、地域と触れ合う。
“社会に貢献し、環境に配慮する”MUTOH 。

社会貢献・環境への取り組み
Corporate
Social

Responsibility

震災前の町並みを 3Dプリンタで再現。

「心の復興」「まちの復興」をサポート。

JR下諏訪駅構内看板デザインコンテスト。

地域に根ざした社会貢献運動。

MUTOHでは、東日本大震災の復興支援事業「3Dプリンタ活用に
よる石巻市沿岸部の復元立体模型の製作」プロジェクトの3Dプリン
タによる立体模型の製作を支援しています。

生産性の向上と水資源への優しさを両立。

環境汚染レスに貢献するMUTOHのプリンタ。

染色作業における加工排水処理やインクの無駄使いは永遠の課
題です。MUTOHは必要最小限のインク使用とプリント後の水使
用の極少化に向けた「次世代の染色作業」を提案しています。

下諏訪の魅力をアピールするデザイン看板コンテスト。MUTOHで
は地元小学生などの公募作品の中から優秀作品を自社で出力し、
駅構内看板として掲示しています。

環境にやさしいUVインク、MPインク。

すべての過程において、エコに徹底するのがポリシー。

環境調和型インクの開発と提供。
MUTOHは、製品を生み出し、顧客が使うす
べての過程において環境を意識しています。



MUTOH グループの 70% を超えるまでに成長した情報画像関連機
器事業の開発から製造に至るまで最も重要な役目を担い、グループの
グローバル戦略の中で頂点に位置するのが武藤工業。
武藤工業は、3Dプリンタ事業から「ValueJet」、「DrafStation」に代
表される大判インクジェットプリンタ事業を主体にサプライ・メンテ
ナンス事業などの周辺事業まで、情報画像関連機器事業の全事業領
域をカバーしています。武藤工業を通じて世界に発信される
『MUTOH』の製品には、より顧客満足度の高い製品、サービスの提供
を通じて「お客様に最適の提案と最高の価値を提供する」という、グ
ループ中核企業としての武藤工業独自の企業理念が貫かれています。

創造、大切にします。
お客様に最高の価値を創造し、提供する、武藤工業。

3Dプリンタ
事業

サプライ事業

メンテナンス
事業

大判
インクジェット
プリンタ事業

サイン＆
ディスプレイ

テキスタイル・
ソフトサイン

多目的印刷

CAD用プロッタ



会社プロフィール

事業所

販売 /開発・製造体制

商　　号／武藤工業株式会社（英文社名　MUTOH INDUSTRIES LTD.）
本　　社／東京都世田谷区池尻3丁目1番3号
設　　立／2007年4月2日
　　　　　※MUTOHホールディングス株式会社と武藤工業株式会社（新設会社）へ分割
事業目的／・情報画像関連機器およびサプライ品の企画、開発、製造及び販売
　　　　  ・情報画像関連機器の賃貸
　　　　  ・情報画像関連機器に関する保守サポートサービス
資 本 金／3億5千万
決 算 期／3月（年1回）
主な事業／情報画像関連機器事業
　　　　　・大判インクジェットプリンタ・プロッタ、ペンシル／ペンプロッタ
　　　　　・カッティングプロッタ
　　　　　・3Dプリンタ、イメージスキャナ
　　　　　・上記製品の保守メンテナンス

本　　　社／東京都世田谷区池尻3丁目1番3号  　　　　　　　　　　　　　Tel 03-6758-7000  　  http://www.mutoh.co.jp/

諏 訪 工 場／長野県諏訪郡下諏訪町3128  　　　　　　　　　　　　　　　Tel 0266-28-1881

北海道営業所／北海道札幌市豊平区中の島1条1丁目2-25 コムズ幌平橋 1F 　営業：Tel 011-820-2201  サービス：Tel 011-820-2201

東北営業所／宮城県仙台市宮城野区新田3-18-25 　　　　　　　　　　　　　営業：Tel 022-283-6181  サービス：Tel 022-283-6181

首都圏営業所／東京都世田谷区池尻3丁目1番3号 　　　　　　　　　　　　　営業：Tel 03-6758-7002  サービス：Tel 03-6758-7003

中部営業所／愛知県名古屋市千種区姫池通2-8 　　　　　　　　　　　　　　 営業：Tel 03-6758-7002  サービス：Tel 03-6758-7003

関西営業所／大阪府吹田市豊津町31-11　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業：Tel 06-6385-8622 サービス：Tel 06-6385-8605

中・四国営業所／広島県広島市西区大芝3-15-9 　　　　　　　　　　　　　　 営業：Tel 082-237-2541  サービス：Tel 082-230-2116

高松オフィス／香川県高松市勅使町680-1 　　　　　　　　　　　　　　　　営業：Tel 087-868-7846  サービス：Tel 087-868-7846

九州営業所／福岡県福岡市博多区東那珂2-4-9 　　　　　　　　　　　　　　営業：Tel 092-441-0316  サービス：Tel 092-451-6318

国内営業部

国内 8拠点

機器 /サプライ営業

カスタマーサポートセンター ムトー香港社 ムトーアメリカ社

ムトーベルギー社

ムトードイツ社

ムトーノースヨーロッパ社

ムトーシンガポール社

ムトーオーストラリア社機器メンテナンス

アジア営業担当 欧米州営業担当

国際営業部 諏訪開発センター/
東京開発部

諏訪工場 /品質保証センター

販売体制 開発・製造体制



■MUTOHホールディングス株式会社
　http://www.mutoh-hd.co.jp/

■武藤工業株式会社
　http://www.mutoh.co.jp/

■株式会社ムトーエンジニアリング
　http://www.mutoheng.com/

■株式会社ムトーエンタープライズ
　http://www.mutoh-ent.co.jp/

■ムトーアイテックス株式会社
　http://www.mutoh-itex.jp/

■株式会社ムトーフィギュアワールド
　http://www.mutoh-figureworld.co.jp/

■ムトーアメリカ社（MUTOH AMERICA INC.）
　http://www.mutoh.com/

■ムトーベルギー社（MUTOH Belgium nv）
　http://www.mutoh.eu/

■ムトードイツ社（MUTOH Deutschland GmbH）
　http://www.mutoh.de/

■ムトーノースヨーロッパ社（MUTOH North Europe S.A.）
　http://www.mutohnorth.eu/

■武藤工業香港有限公司（MUTOH HONG KONG LIMITED）

■ムトーシンガポール社（MUTOH SINGAPORE PTE.LTD.）

■ムトーオーストラリア社（MUTOH AUSTRALIA PTY.LTD.）
　http://mutoh-au.com/
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