主な仕事履歴

株式会社タイプアンドたいぽ

160-0014 東京都新宿区内藤町1 御苑ハイツ105
TEL：03-3354-4779 FAX：03-3353-7540

1975（昭和 50）年

1976（昭和 51）年
1977（昭和 52）年
1978（昭和 53）年
1979（昭和 54）年
1980（昭和 55）年
1981（昭和 56）年
1982（昭和 57）年

1983（昭和 58）年
1984（昭和 59）年
1985（昭和 60）年

1986（昭和 61）年
1987（昭和 62）年
1988（昭和 63）年
1989（平成１）年

1990（平成２）年
1991（平成３）年

３月３日 タイプ & たいぽ設立
設立当初は株式会社モリサワの広告・宣伝が主な仕事
レイアウト・組版の仕事が主になる
たいぽ「フォントガイド」No.1 作成
雑誌「近代食堂」
「喫茶 & スナック」（旭屋出版）
新聞「日本製本紙工」
（日本製本紙工新聞社）
児童書「のりもの絵本シリーズ」（小峰書店）
『どうしてなの絵本』全４巻（小峰書店）
『丸木俊・絵本の世界』全３巻（小峰書店）
『文学のひろば』全 20 巻（小峰書店）
『日本の詩』全 10 巻（小峰書店）
『星と星座の伝説』全５巻（小峰書店）
こみねライブラリー『イリオモテヤマネコの発見』（小峰書店）
西武ライオンズ誕生ポスター、球場座席表等の制作
『学年別 赤い鳥』全６巻（小峰書店）
『記録のえほん ひろしまのピカ』（小峰書店）
『こどもの 12 かげつ』全 12 巻（小峰書店）
月刊誌「バンドジャーナル」（音楽之友社）
『ペンギン版 図説：世界の歴史』全８巻（小峰書店）
『記録のえほん みなまた海のこえ』（小峰書店）
『図説・日本の文化をさぐる』全 10 巻（小峰書店）
『新選 たのしい小学校劇』全６巻（小峰書店）
『わたしたちの日本』全 16 巻（小峰書店）
『記録のえほん おきなわ島のこえ』（小峰書店）
月刊誌「ラジオの製作」
（電波新聞社）
月刊誌「趣味と園芸」
（NHK 出版）
『新選 楽しい中学校劇』全６巻（小峰書店）
『安房直子のファンタジーえほん やさしいたんぽぽ』（小峰書店）
『たのしいお天気学』全６巻（小峰書店）
月刊誌「オーディオビデオ」（電波新聞社）
『あたらしい造形・美術』全６巻（小峰書店）
『ヘイタロウ妖怪ばなし』全５巻（小峰書店）
『ビジネス情報ハンドブック』（ＰＨＰ研究所）
『修学旅行の本』全 15 巻（国土社）
『あたらしい造形・美術』第Ⅱ期 全６巻（小峰書店）
てのり文庫シリーズ『ぼくら三人にせ金づくり』（小峰書店）
『安房直子のファンタジーえほん さんしょっ子』（小峰書店）
月刊誌「OA パソコン」
（電波新聞社）
『データハンドブック』
（ＰＨＰ研究所）
『てのっぴい博士の漢字クイズ事典』全５巻（学習研究社ほか）
月刊誌「マイコン BASIC マガジン」（電波新聞社）
有限会社タイプアンドたいぽ に社名変更
PHP ビジネス選書『10 時間で英語が読める』（ＰＨＰ研究所）
『人物アルバム歴史を生きた 78 人』全６巻（ＰＨＰ研究所）
『誕生記』全２巻（ＰＨＰ研究所）
『山頭火の世界』
（ＰＨＰ研究所）
『学習図説 小学校社会科全集』全 10 巻（国土社）

『万葉風土記』
（偕成社）
『星と星座の伝説』全５巻（小峰書店）
『ステキな女の子シリーズ』全６巻（小峰書店）
学習指導書『せいかつ』全２巻（光村図書出版）
「図書目録」
（ＰＨＰ研究所）
1993（平成５）年 『にっぽん怪談クラブ シリーズ』（あかね書房）
『スーパー記憶術シリーズ』全２巻（電波新聞社）
『写真でわかる科学の世界』全 10 巻（小峰書店）
「外国系半導体サプライヤーズ主要刊行物案内書」（（財）半導体国際交流センター）
「外国系半導体に関する主要製品案内書 CD-ROM 版」
（（財）半導体国際交流センター）
「主要外国系半導体メーカ海外拠点便覧 CD-ROM 版」
（（財）半導体国際交流センター）
1994（平成６）年 『歴史と文化をつたえる 117 の町』全６巻（ＰＨＰ研究所）
『雑学ハンドブック』
（ＰＨＰ研究所）
『ワーキングウーマンハンドブック』（ＰＨＰ研究所）
『拝啓 笠智衆様』
（ＰＨＰ研究所）
『わが道をゆくワンタン』
（ＰＨＰ研究所）
『名言の智恵・人生の智恵』（ＰＨＰ研究所）
1995（平成７）年 『日本の伝統芸能』全６巻（小峰書店）
『グレートジャーニー・人類５万キロの旅』全 15 巻（小峰書店）
『たのしくわかる漢字の本』全８巻（小峰書店）
『話のネタ 365 日 今日は何の日』（ＰＨＰ研究所）
1996（平成８）年 『松下幸之助発言集』全 45 巻（ＰＨＰ研究所）
『おもしろガイド修学旅行』全６巻（ＰＨＰ研究所）
『年金ハンドブック』
（ＰＨＰ研究所）
『本田宗一郎と藤沢武夫に学んだこと』（ＰＨＰ研究所）
『たのしい行事と工作』全 12 巻（小峰書店）
『大震災にあった子どもたち』全６巻（小峰書店）
『調べ学習に役立つ図解日本の歴史』全７巻（あかね書房）
『新吉野紀行－－吉野路七十二景』（偕成社）
『犯罪の基礎理論』
（文憲堂）
『Access95 活用ガイド』
（電波新聞社）
『Windows95 活用ガイド』
（電波新聞社）
1997（平成９）年
９月 29 日 株式会社タイプアンドたいぽ に組織変更
営業品目に「バーコード、スリップ」の作成を追加
『邪馬台国の真実』
（ＰＨＰ研究所）
『道ばたの食べられる山野草』（偕成社）
『平家物語紀行』
（偕成社）
『詩はおともだち』全 11 巻（小峰書店）
たいぽ「フォントガイド」No.2 作成
1998（平成 10）年 『サルにもわかる PC 自作』（ジャパン・ミックス）
『青本シリーズ』
（駿台文庫）
『名前といわれ 木の写真図鑑』全３巻（偕成社）
『アイヌの絵本シリーズ』全７巻（小峰書店）
『比較日本の会社シリーズ』（実務教育出版）
『国を想う智恵・我を想う智恵』（ＰＨＰ研究所）
『哲学詞華集』
（ＰＨＰ研究所）
『税金ハンドブック』
（ＰＨＰ研究所）
1999（平成 11）年 『DOS/V 製作シリーズ』
（電波新聞社）
1992（平成４）年

月刊誌「歴史街道」（ＰＨＰ研究所）
『ミステリー・BOOKS』全 10 巻（小峰書店）
『わたしたちの地球環境』全６巻（小峰書店）

『あなたに成功をもたらす人生の選択』（ＰＨＰ研究所）
『中国の知恵聖賢の知恵』（ＰＨＰ研究所）
『ワーキングウーマンハンドブック』（ＰＨＰ研究所）
『年金ハンドブック』（ＰＨＰ研究所）

2000（平成 12）年 『花の色別 道ばたの草花図鑑』全３巻（偕成社）
『時代を動かした人々〈維新篇〉』全 10 巻（小峰書店）
『障害を理解しよう』全４巻（小峰書店）
『気持ちを伝える中国語表現 1700』（実務教育出版）
『スポーツ心理学ハンドブック』（実務教育出版）
月刊誌「The 21」
（ＰＨＰ研究所）
『第２種受験マニュアル』
（電波新聞社）
『IT 革命にどう生き残るか』（電波新聞社）
2001（平成 13）年 『みんなでつくる小学校劇』全６巻（小峰書店）
『新聞・テレビの政治ニュースがわかる本』（池田書店）
『ねっとテクノロジー解体新書シリーズ』（電波新聞社）
『ビジネス & E メールの英語表現』（実務教育出版）
『実績・業績対応型人事システムのつくり方』（実務教育出版）
2002（平成 14）年 『健康心理学』全３巻（文憲堂）
『最強の社労士になる！』
（実務教育出版）
『会社を辞める時の手続きマニュアル』（実務教育出版）
『健康心理学基礎シリーズ』全４巻（実務教育出版）
『はじめよう！インターネットと電子メール』（電波新聞社）
『初級シスアド受験マニュアル』（電波新聞社）
『暗号のすべて－ユビキタス社会の暗号技術』（電波新聞社）
『からだというふしぎな「機械」』全６巻（小峰書店）
2003（平成 15）年 『写真で見る 俳句歳時記』全７巻（小峰書店）
『超簡単 まんが中国語』
（光文社）
『電子回路入門講座』
（電波新聞社）
『インターネットのすべて』（電波新聞社）
たいぽ「フォントガイド」No.3 作成
2004（平成 16）年 『あるいて知ろう！歴史にんげん物語』全８巻（フレーベル館）
『ひとりで学べる！社労士合格テキスト』全３巻（実務教育出版）
『ストレススケールガイドブック』（実務教育出版）
『情と心臓病』
（㈶パブリックヘルスリサーチセンター）
『情動ストレスと心臓血管反応』（㈶パブリックヘルスリサーチセンター）
『生涯学習［答申］ハンドブック』（文憲堂）
『生涯学習［ｅソサエティ］ハンドブック』（文憲堂）
『生涯学習［自己点検・評価］ハンドブック』（文憲堂）
『XML 徹底入門』
（電波新聞社）
『小型モーターのしくみ』
（電波新聞社）
2005（平成 17）年 『キャリア教育論』
（実務教育出版）
『漢字検定出題ベスト 10』２級、準２級、３級（実務教育出版）
『ひとりで学べる！行政書士合格テキスト』全３巻（実務教育出版）
『ひとりで学べる！初級シスアド合格テキスト』（実務教育出版）
『マニュアルの活かし方』
（実務教育出版）
『マンガでわかる構造力学』（彰国社）
『社会教育調査ハンドブック』（国立教育政策研究所社会教育実践研究センター）
『坪田譲治名作選』全４巻（小峰書店）
『光ディスクの秘密』
（電波新聞社）
『DC モーターの実用技術』
（電波新聞社）
『トランジスタと半導体入門講座』（電波新聞社）

『生涯学習概論ハンドブック』（文憲堂）
2006（平成 18）年 『伝承遊び考』全４巻（小峰書店）
『筒井敬介おはなし本』全３巻（小峰書店）
『実物大 恐竜図鑑』
（小峰書店）
『デジタル回路入門講座』
（電波新聞社）
『エレクトロニクス用語辞典』（電波新聞社）
『電気回路入門講座』
（電波新聞社）
『JPEG2000 のすべて』
（電波新聞社）

『今日から使える量子力学』（講談社サイエンティフィク）
『知的財産検定（2 級）公認ガイドブック』（法学書院）
2007（平成 19）年 『すぐ役立つ！日常会話の韓国語単語』（実務教育出版）
『くもんの小学ドリルシリーズ』全６巻（くもん出版）
『語るためのグリム童話集』全７巻（小峰書店）
月刊誌「道標」（（財）実務教育研究所）
『保育士就職試験問題集』（文憲堂）
『「総合的な学習の時間」のための学社連携・融合ハンドブック』（文憲堂）
『C 言語によるモータ制御入門講座』（電波新聞社）
『レーザー技術入門講座』（電波新聞社）
『H8 マイコンで学ぶ組込み I/O 制御演習』（電波新聞社）
『電子応用機器開発のすべて』（電波新聞社）
『PIC & C 言語でつくる赤外線リモコン』（電波新聞社）
2008（平成 20）年 『大学における社会貢献・連携ハンドブック』（文憲堂）
『マンガでわかる環境工学』（彰国社）
『永久磁石同期モータ』全２巻（電波新聞社）
『エンベデッドシステムスペシャリスト受験マニュアル』（電波新聞社）
『電子工作マガジン』（電波新聞社）
『誕生日別性格事典』（ＰＨＰ研究所）
『０学開運カレンダー』（主婦と生活社）
2009（平成 21）年 『生涯学習論』（文憲堂）
『情報セキュリティスペシャリスト受験マニュアル』（電波新聞社）
『DD3 種受験マニュアル』（電波新聞社）
『PHP 図書目録』（ＰＨＰ研究所）
『こみね図書目録』（小峰書店）
『マンション管理士・管理業務主任者合格テキスト』全２巻（実務教育出版）
『０学開運ガイド』（０学出版）
『スーパーマンその他大勢』（自由国民社）
『よくわかる分子生物学・細胞生物学実験 原理＆実験の組み立て方』
（講談社）
2010（平成 22）年 『PHP 図書目録』（ＰＨＰ研究所）
『こみね図書目録』（小峰書店）
『H8 マイコンで学ぶ 組込みシステム開発入門』（電波新聞社）
『DD3 種受験マニュアル 2010 年春版』（電波新聞社）
『わかりやすい電波と情報伝送』（オーム社）
『なるほどナットク！ 電磁気学がわかる本』（オーム社）
『花のつくりとしくみ観察図鑑』（小峰書店）

