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Company Information

会社情報  Company Summary

社名	 株式会社ポスティコーポレーション

所在地	 〒 101-0031	東京都千代田区東神田 2-1-3	（みづほビル 3F）	

TEL	 03-3851-5391（代表）

FAX	 03-3861-3459 ／ 03-5820-3370

E-mail	 info@posty.co.jp	（購読・業務全般）

設立	 1961 年（昭和 36 年）	6 月 17 日

資本金	 1,000 万円

役員	 代表取締役社長　馬場	孝仁

監査役		 西迫　淳

従業員	 13 人

組織	 新聞事業部（紙媒体／WEB）
	 出版事業部
	 新規事業部
	 制作部

加入団体	 ゴム記者会

事業  Business

ゴム、プラスチック産業並びにシューズ産業向け新聞、WEB、雑誌の発行

専門図書及び会社案内・社史・社内報・カタログの制作、セミナー、コンサルタント、
海外事情視察団の派遣



主要媒体  Our Media

〔 新 聞 〕

週刊	 ゴム報知新聞

〔 雑 誌 〕

月刊	 ラバーインダストリー

〔 Web 〕

ゴム報知新聞NEXT	 https://gomuhouchi.com/

Japan	Rubber	Weekly〈英字版〉	 https://www.japanrubberweekly.com

Shoes	post	online	 https://shoespost.jp/

SOME（Z）UP	 https://somezup.jp/

主要出版物  Our Publication

〔 年 鑑 〕

年刊	 ゴム年鑑

	 シューズブック

	 工業用品ゴム・樹脂ハンドブック

適宜	 ゴム企業海外進出総覧

〔 調 査 〕

年刊	 工業用ゴム製品卸商社の業績調査



沿革  Our History

1961 年	 6 月	 𠮷田義仁（故人）が（株）商工春秋社として創立

	 	 「ゴム報知新聞」（週刊）並びに「ゴム年鑑」を創刊

1963 年	 7 月	 社名を（株）ゴム報知新聞社と改称

1963 年	12 月	 「履物手帳」（現「シューズブック」）を創刊

1965 年	 6 月	 「韓国ゴム工業リポート」を出版

1966 年	 1 月	 「ラバーインダストリー」（月刊）を創刊

1975 年	 8 月	 「旬刊くつ」（現「シューズポスト」）を創刊

1977 年	 7 月	 「工業用ゴム・樹脂製品ハンドブック」を創刊

1977 年	11 月	 オールゴム人ゴルフ大会を開催

1978 年	 3 月	 「全国工業用品商社の業績」を創刊

1979 年	11 月	 「台湾ゴム工業リポート」を出版

1982 年	 7 月	 「ゴム用機械ガイドブック」を創刊

1984 年	 4 月	 「工業用品データ集」を創刊

1985 年	 6 月	 社名を（株）ポスティコーポレーションと改称

1986 年	 6 月	 創立 25 周年記念講演会を開催

1987 年	 3 月	 「転換期の高分子工業」（ゴム技術フォーラム編）を出版

1989 年	 8 月	 「インドネシアのシューズ産業リポート」を出版

1990 年	 3 月	 	「ゴム工業における技術予測：自動車タイヤを中心として」（ゴム技術フォー

ラム編）を出版

1990 年	 7 月	 山本鐵太郎が社長に就任

1993 年	10 月	 「シューズブランド事典」を出版

1994 年	 9 月	 「工業用エラストマー製品総覧」を出版

1995 年	 3 月	 	「ゴム加工の未来展開をさぐる：21 世紀に向けて」（ゴム技術フォーラム編）

を出版

1996 年	 9 月	 「ゴム企業海外進出総覧」を創刊

1997 年	 1 月	 「ゴムの超理解法」（小松公栄著）を出版

1997 年	 3 月	 「ゴム材料の土木・海洋用途をさぐる」（ゴム技術フォーラム編）を出版

1998 年	 5 月	 「全国シューズショップ総覧」を出版

1999 年	 2 月	 「一歩先のビジネスマン講座・マナー」（鈴木賞子著）を出版

1999 年	 8 月	 「ゴム用加硫接着剤」（岩澤登代司著）を出版

2001 年	 6 月	 「ゴム成形技術」（大坪一夫著）を出版



2001 年	 7 月	 塩田英雄が社長に就任

2005 年	 3 月	 「ナノテクノロジーとソフトマター（ゴム技術フォーラム編）」を出版

2005 年	 8 月	 シューズポスト創刊 30 周年

2006 年	11 月	 「ゴム企業海外進出総覧 2007」を出版

2007 年	 9 月	 「ゴム材料技術」（大坪一夫著）を出版

2008 年	 3 月	 「ゴム・エラストマーと環境」（ゴム技術フォーラム編）を出版

2011 年	 1 月	 	「ゴムの弱さと強さの謎解き物語－この 10 年の目覚ましい進展」（深堀美英

著）を創立 50 周年記念事業の一つとして出版

2011 年	 6 月	 創立 50 周年及び「ゴム報知新聞」創刊 50 周年を迎える

2012 年	 7 月	 秋山邦男が社長に就任

2016 年	 ４月	 靴・スニーカーWEBメディア「SOME（Z）UP」開設

2014 年	12 月	 「ゴム金型技術」（日本ゴム協会金型研究分科会編）を出版

2019 年	 ５月	 「ゴム金型技術Q&A」（日本ゴム協会金型研究分科会編）を出版

2019 年	 6 月	 馬場孝仁が社長に就任

2020 年	 6 月	 新規事業部設立

2020 年	10 月	 シューズポスト創刊 45 周年迎えWEB版「Shoes	post	online」開設

	 同月	 創立 60 周年記念セミナー「SDGs × RUBBER」第 1回を開催

2021 年	 １月	 「ゴムの摩擦と摩耗の物理像」（深堀美英著）を出版

2021 年	 6 月	 創立 60 周年及び「ゴム報知新聞」創刊 60 周年を迎える



習慣習慣

７S７S７S
活動活動活動活動

誠実誠実

整理整理 整頓整頓

清掃清掃

清潔清潔真摯真摯

整理
不要なものを捨てること

整頓
使いやすく並べて表示をすること

清掃
きれいに掃除をしながら、あわせて点検すること

清潔
きれいな状態を維持すること

習慣
好ましいルールの習慣づけ

真摯
取材・営業は 「真摯な態度」

誠実
取材・営業は 「誠実に」

ポスティコーポレーション
オリジナルの活動

ごあいさつ  Message

ポスティが取り組む

“７S 活 動 ”

　ポスティコーポレーションでは、多くの企業

が社内に提唱している“５Ｓ”（「整理」「整頓」

「清掃」「清潔」「しつけ」）に取材 · 営業には「真

摯な態度」で「誠実に」を加え、さらに「しつけ」

を「習慣」とした“７Ｓ活動” を行っています。

ゴム・シューズ業界に情報とソリューションを発信

　弊社ポスティコーポレーションは 1961 年６月 17 日の創立で、2021 年には

60 周年を迎えました。

　「ポスティ」は「情報を伝える」という意味を持ち、これまで歴史あるゴム・

樹脂業界、シューズ業界にお役に立てる業界総合紙として情報提供を続けてきて

おります。

　この 60 周年を第２の創業として捉え、蓄積してきた情報、データとともにゴ

ム・樹脂業界を支援するコミュニケーター能力も発揮しながら、時代に合ったソ

リューションを提供する情報企業として歩んでいきます。

代表取締役社長　
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整 理

Takahito Baba


