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北海道印刷工業組合札幌支部
平成27年度通常総会

［日時］平成27年4月17日金　［会場］TKPガーデンシティ札幌駅前
北海道印刷工業組合札幌支部の平成27年度通常総会が、4月17日㈮午後4時からTKPガーデンシティ札幌駅前で

開催されました。以下、議事内容を報告いたします。

岸支部長　今までの組合は、その時代背景から共助
するための組織と仕組みであったと考えます。悪く言え
ば馴れ合いであり、高度経済成長下において同質競争
を繰り広げてきました。
　しかし現代の印刷産業は、今までの装置産業として
のビジネスモデルがまったく通用しなくなりました。で
すが、我々はこれからも社会に信頼され、世の中に必要
とされ、経済活動のエンジンとして今後も事業を継続さ
せなくてはなりません。
　これからの組合の形は、自助を促進させるための事
業を行い時代に即す、または先取りすることをベースに
運営しなければなりません。そして、一社単独では変え
られないことを組織として変革するための公助の役割
を果たすべきと考えます。

《議長選出》

幡本印刷株式会社
加藤社長

第1号議案
平成26年度事業報告に関する件

《開会の辞》

司会の矢吹副支部長が開会を宣言され、平成27年
度通常総会が開催されました。

《支部長挨拶》

今年度より、新しい
執行部で支部の運営
をスタートいたしまし
た。新たな体制で、新
しい事業も運営して
おります。この一年
の活動内容及び成果
を本 日皆様にご報告
いたします。ご審議
の程、どうぞよろしく
お願いいたします。

過半数に達しましたので本総会は成立いたしますこ
とをご報告いたします。

《定数報告》

組合員総数 47社
議決権総数 47社
出　席　数 47社（委任状20社）
有効議決権 47社
議決権に対して100%
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　26年度はまず組織構造をシンプルにし、なお中身の
充実を図りました。具体的には青年部委員会は引き続
き委員長に執行部とし役員会に参画してもらい、経営
革新・マーケティング委員会とPR委員会を統合し、経
営革新･マーケティング事業委員会としました。
　また、教育労務・環境委員会を環境・労務事業委員会
にし、組織・福利親睦委員会と財務委員会・共済事業委
員会を組織・共済事業委員会に統合、教育労務・環境
委員会を教育・研修事業委員会へ改編しました。
　また、役員それぞれの役割と責任を明文化し、各組合員
に「より有益」な情報がスムーズに流れるよう努めました。
　支部長としての職責は、支部を代表し支部の業務執
行すること。そして、北海道印刷工業組合及び全日本
印刷工業組合連合会の事業を支部に落とし込み、コン
センサスをとることです。副支部長の役割は、支部長を
補佐し各委員会の運営及び実行です。
　これらの役割をスムーズに執行していくために役員
会が存在し、各委員会及び財務（月次決算）報告と上
程された各案件の審議を行い、結果を各組合員の皆様
にスピーディーにお伝えすることに勤めました。各委員
会の長は、副支部長に兼任してもらい事業計画に基づ
く委員会運営と委員会内で討議及び協議を行い、毎月
の役員会へ上程し審議を行いました。
　続きまして３ページの会議報告ですが、かいつまんで
ご説明させて頂きます。定例役員会を12回行っており
ます。４ページですが、下のほうに主な行事ということ
ですが、９月４～６日までは北海道情報・印刷産業展、
つづいて９月５日は第30回北海道情報・印刷文化典札
幌大会を行いました。９月は印刷の月ということで、あ
とで報告がございますが、モエレ沼芸術花火大会のプ
ログラム作成と配布を行いました。11月19日は平成26
年度札幌市優良工場等表彰式を行いました。１月９日
は北海道印刷関連業協議会平成27年新年交礼会を行
いました。２月13日に合同分区会を開催いたしました。

《各委員会報告》

経営革新・マーケティング事業委員会

加藤委員長　26年度は、２つ大きな事業を行いまし
た。１つ目はＰＯＤ、プリントオンデマンドメーカー４社
の見学会とプレゼンテーションバスツアーを企画いたし
ました。キャノンさん、富士ゼロックスさん、コニカさん、
リコーさんを回ったのですが、見学会のほうは、23社34
名参加いただき懇親会は25社50名のご参加をいただ

きました。２つ目の事業はプリンティング札幌というこ
とで460号～471号までを発行させていただきました。

環境・労務事業委員会

大和委員長　昨年度は①～⑤の中でご報告したいの
が①のグリーンプリンティング認定制度の運営協力と
いうことでプリンティング札幌等で周知はしてきたので
すが、昨年は北海道での認定は０社となっております。
全国での認定工場は334社ありましてそのうち北海道
は13社ありまして、これはいわゆる全印工連だけでは
なくてフォーム工連とかシール組合とかスクリーン組合
とか非組合員をふくめての13社となっております。今後
はお客様からのニーズですとか環境配慮ということで
ＧＰが必要になってくると思いますので今後も周知して
いきたいと思います。②～④はプリンティング札幌の
掲載した内容ですので割愛させていただきます。⑤の
ＣＳＲ認定事業の普及・啓発の推進ということですが、
全印工連のほうの事業でございまして、こちらは現在９
期目の募集となっておりますが、北海道からは第１期で
７社認定されておりそれ以降は申請は０社となっており
ます。こちらの申請用紙を見たことがあるかと思います
が会社の健康診断ということで企業のあるべき姿がわ
かるかと思いますので今一度ご参照いただいて、認定
制度は取ることが目的ではないのですがＣＳＲにぜひ
取り組んでいただきたいと思います。

組織・共済事業委員会

山委員長　組織・共済事業委員会では、主な行事３つ
と財務委員会もかねておりますので会計監査等も行っ
ております。③番目、７月３日に第13回親睦パークゴル
フ大会、こちらのほうは16名の参加をいただいておりま
す。⑤番目、１月22日に第28回親睦ボウリング大会、こ
ちらは18名の参加をいただいております。⑥番目、２月
13日に合同分区会ということで55社75名の参加をいた
だいております。⑦番目、４月２日に監査を行わせてい
ただきました。
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教育・研修事業委員会

矢吹委員長　教育・研修委員会では、毎月教育・研
修委員会として委員会を開催しておりまして、どういっ
たセミナーですとか研修ですとかを行ったらよいのかと
いうことを中心に話しております。「見える化」セミナー
についての情報提供、全印工連特別ライセンスプログラ
ムの情報提供、ＭＵＤセミナーの企画開催計画、札幌
ではＣＵＤ関連のセミナーを８月頃開催予定です。ま
た、印刷の月事業への取り組みとしてモエレサマーフェ
スティバル2014への印刷物提供を行いました。また毎
年行っておりますペットボトルキャップの収集は、総重
量46.75㎏、20,102個寄付させていただきました。

青年部事業委員会

岡部委員長　青年部といたしましては、①第20回青年
印刷人フォーラムを開催いたしました。②全国青年印
刷人協議会北海道ブロック協議会を開催いたしまし
た。こちらは全青協の正副議長３名と講師１名、組合
員14名の計18名参加いたしました。③今年の２月に第
28回全国青年印刷人協議会全国協議会に参加いたし
ました。こちらは私と東和プリントの斉藤委員２名で
参加いたしました。

第2号議案
平成26年度収入支出決算報告に関する件

組織・共済事業委員会

山委員長　平成26年度収入支出決算報告書に基づ
いてご説明させて頂きたいと思います。７ページ、平
成27年３月31日現在です。資産の部、現金40,527円、
預金4,541,345円、内訳については記載の通りでござ
います。未収金、325,100円、電話加入権130,784円、
資産合計5,037,756円。負債の部、０円。差引正味
財産が5,037,756円となります。８ページ、貸借対照表
は財産目録と同じなのですが、下のほうに定期預金の
内訳について記載しております。また、未収金につい
てですが、246,400円は入金になっておりまして残りの
78,700円については締日の関係等での未収なのでほ
ぼ予定通り入金されると思います。資産の部の合計が
5,037,756円、純資産の部の前期繰越金が6,054,073
円、当期損失金が1,016,317円で合計が5,037,756円と
なっております。続きまして９ページ、損益計算書です
が次の平成26年度予算決算対比表と重複しますので

そちらのほうでご説明させて頂きたいと思います。10
ページ、平成26年度予算決算対比表、平成26年４月１
日から平成27年３月31日までです。収入の部、⒈賦課
金収入、予算額10,124,000円、決算額10,277,600円、
153,600円のプラス。内訳は記載の通りです。⒉入会
金収入、予算額20,000円、決算額20,000円。⒊事業
収入、予算額2,120,000円、決算額が2,225,000円、プ
ラス105,000円。各委員会の収入については記載の通
りでございます。⒋事業外収入、予算額０円に対して
決算額75,774円。雑収入の内訳については９ページ
の下のほうに記載してありますのでご確認ください。⒌
寄付金収入は0円。小計、予算額が12,264,000円に
対して決算額が12,598,374円、差引334,374円のプラ
スでございます。⒍剰余金取崩し、予算額が800,000
円に対して決算額０円、差引800,000円のマイナスと
なっております。合計金額、予算額が13,064,000円、
決算額が12,598,374円、差引465,626円のマイナスと
なっております。11ページ、支出の部、⒈事業費、予算
額、1,940,000円に対して決算額が2,322,349円、プラ
ス382,349円。⒉負担金、予算額が6,005,000円に対
して決算額が6,094,700円、プラス89,700円。⒊事業
間接費及び一般管理費、予算額が5,089,000円に対し
て決算額が5,149,295円、プラス60,295円。⒊事業間
接費及び一般管理費の内訳の中で下のほうに備品費と
リース料というのが予算よりも決算額のほうが金額が
多くなっておりますが、こちらのほうは事務所のパソコ
ンがＸＰを使っているということでセキュリティー対応
終了になったということで入れ替えたのとコピー機も10
年近く経過しているため入れ替えをしました。⒋法人税・
消費税、予算額が30,000円に対して決算額が48,347
円、プラス18,347円。小計、予算額が13,064,000円、
決算額が13,614,691円、差引550,691円のプラス。当
期損失金が1,016,317円。合計が予算額13,064,000
円に対して決算額12,598,374円、差し引き465,626円
のマイナスとなっております。
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監査報告

林下監査役　それでは監査報告を申し上げます。平
成27年４月２日、支部長より提出されました平成26年
度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及
び決算書の各事項の調査をいたしましたところその結
果すべてにおいて正確かつ適正であることを認めます。

第3号議案
剰余金処分（案）に関する件

岸支部長　13ページに記載してありますとおり、先ほど
山副支部長からも報告がありましたが、次期繰越金を
5,037,756円とさせて頂きます。

第4号議案
平成27年度事業計画（案）に関する件

岸支部長　それでは平成27年度事業計画（案）につ
いてご報告させて頂きます。短く記載をさせて頂きまし
たが、皆様のお手元にも届いているかと思いますが、い
よいよ紙が値上げになります。こういう時期だからこそ
知恵を絞ってということになります。ここにも記載して
おりますが、今年度も引き続き、組合員の皆様に有益か
つ実効性のある情報のご提供に努めて参ります。特に
今年度より、分区制度が廃止され支部が一本化となり
ます。これに伴い「支部例会」と称し、毎月セミナー及
び講習会を開催いたします。支部の予算内では実現
が難しいこの例会ですが、各メーカー・ベンダー様にご
協力を賜り事業計画を練っております。この支部例会
では、皆様に有益な情報のご提供のみならず懇親会も
併設し、交流の場とする所存です。また今年度も各事
業委員会が引き続き、計画した事業を各委員長中心に
実行して参ります。これらの計画を着実に実行するこ
とにより、組合への加入促進にも取り組んで参ります。

引き続き皆様のご理解とご協力の程、どうぞよろしくお
願いいたします。

経営革新・マーケティング事業委員会

加藤委員長　主に４つ記載されております。かいつま
んでご説明させて頂きます。今、支部長のほうからもい
ろいろご説明がありましたが、１番、経営イノベーション
の支援ということで全印工連から経営羅針盤の話です
とか、実践ツールの冊子とか勝ち残り合宿ゼミなどいろ
いろなツールが提供されております。これらの支援を
ぜひさせて頂きたいと思います。３番収益事業の企画・
立案ということでその下に収益事業の実現と書いてあ
りますが、札幌支部の組合員しかできないような企画を
実は今いろいろ考えておりまして、ぜひスケールメリット
を活かしてなんとか印刷物も発生してなおかつ世のた
め人のために役にたっていけるような仕掛けを考えて
動いている最中です。もう少し具体化してきてから皆
様にご報告させていただきたいと思います。

環境・労務事業委員会

大和委員長　５つ掲載してありますが、１番と４番につ
きましては引き続きプリンティング札幌掲載させていた
だき、今年は取得した企業のインタビューなんかも掲載
したいと思っております。あと２番、３番、５番に関しま
しては新しい情報が入り次第プリンティング札幌とかＨ
Ｐとかで周知していこうと考えております。

組織・共済事業委員会

山委員長　昨年に引き続きパークゴルフ大会、ボウリ
ング大会を記載の予定で行いたいと思います。また先
ほど支部長からお話がありました通り、２月10日に旧合
同分区会ですが今年度も予定をしております。また組
合員の加入促進運動や共済加入キャンペーンについて
はプリンティング札幌に掲載したりですとか引き続き組
合員獲得という活動を行っていきたいと思います。ま
た16ページのほうですが、未収金の回収、予算決算等
財務、監査等も予定しております。
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教育・研修事業委員会

矢吹委員長　１番にＭＵＤセミナーの開催と書いてあ
りますが、８月18日エルプラザで開催することになりま
した。講師には谷越印刷の谷越社長にお願いをしまし
てモリサワさんとタイアップで開催します。印刷組合員
だけではなくて外部の方にも声をかけて開催したいと
思います。２～４番は引き続き行っていきます。５番の
マーケティングセミナーの企画・立案ということですが、
先ほど加藤委員長からも説明がありましたが、教育・
研修委員会でも協力して行っていきたいと思います。

青年部事業委員会

岡部委員長　27年度の事業計画案ですが、１番目
に第21回青年印刷人フォーラム、全国青年印刷人協
議会北海道ブロック協議会の開催、２番目に第29回
全国青年印刷人協議会全国協議会への参加、３番
PRINTNEXT2016への参加を予定しております。

第5号議案
平成27年度収入支出予算(案)に関する件

組織・共済事業委員会

山副支部長　第５号議案、平成27年度収入支出予
算（案）、平成27年４月１日から平成28年３月31日ま
ででございます。収入の部　⒈賦課金収入、決算額
が10,277,600円、予 算 額 が9,592,000円、685,600
円のマイナスでございます。⒉入会金収入、決算額が
20,000円、予算額が20,000円。⒊事業収 入、決算
額が2,225,000円、予 算 額が2,840,000円、615,000
円のプラスです。内訳といたしましては、経営革新・
マーケティング委員会が決算額0円に対して予算額が
300,000円。広報誌、旧PR委員会のことですが、プリ
ンティング札幌になります。決算額が1,433,000円に
対して予算額が1,400,000円。33,000円のマイナスで
す。環境・労務委員会が決算額０円に対して予算額
が200,000円。200,000円のプラスです。組 織・共
済事業委員会、決算額が792,000円に対して予算額が
640,000円、マイナス152,000円です。教育・研修委員
会は決算額0円に対して予算額が200,000円、プラス
200,000円です。青年部事業委員会は決算額が0円、
予算額が100,000円、プラス100,000円となっておりま
す。⒋事業外収入、決算額が75,774円。⒌寄付金収

入、⒍剰余金取崩し共に０円となっております。合計決
算額12,598,374円に対して予算額が、12,452,000円。
マイナス146,374円となっております。続きまして18ペー
ジ支出の部です。⒈事業費、決算額2,322,349円、予
算額2,430,000円、プラス107,651円。内訳といたしま
して、経営・革新事業委員会が決算額31,897円で予
算額が100,000円、プラス68,103円。広報誌、プリン
ティング札幌ですが、決算額が999,130円、予算額が
700,000円、マイナス299,130円。環境・労務事業委員
会が決算額0円、予算額が100,000円、プラス100,000
円。組織・共済事業委員会が決算額1,291,322円、
予算額が870,000円、マイナス421,322円。教育・研
修事業委員会決算額0円、予算額100,000円、プラス
100,000円。青年部事業委員会決算額0円、予算額
100,000円でプラス100,000円。印刷の月事業費、決
算額0円ということですが、昨年まで決算時に分けて
おりませんでした。前回は委員会の中に含まれていま
したが、わかりやすいように印刷の月事業費として区
分けをしております。予算額が46社460,000円でプ
ラス460,000円となっております。⒉負担金、決算額
6,094,700円、予算額5,666,600円、マイナス428,100
円。⒊事業間接費及び一般管理費。決算額5,149,295
円、予算額4,325,400円、マイナス823,895円。内訳に
ついては記載の通りです。⒋法人税・消費税、決算額
48,347円、予算額30,000円、マイナス18,347円。小
計が決算額13,614,691円に対し予算額12,452,000
円、マイナス1,162,691円。当期損 失 金がマイナス
1,016,317円、予算0円、マイナス1,016,317円、合計が予
算額12,598,374円に対し予算額が12,452,000円。マ
イナス146,374円という予算になっております。

第6号議案
監査役欠員に関する件

岸支部長　支部規約第４章に監査２名ありますが、も
う一方監査をお願いしておりました郡司社長がご退職
されたということで、１名補充ということで執行部のほ
うで大輝印刷㈱の西山社長にお願いしご承認をお願
いしたいと思います。
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北海道情報 ･ 印刷産業展実行委員会（北海道印刷
工業組合、北海道グラフィックコミュニケーション
ズ工業組合、北海道製本工業組合、北海道フォーム
印刷工業会、北海道紙器段ボール箱工業組合、北海
道印刷機材販売業者懇話会）は、6 月 11 日から 13
日までアクセスサッポロにて「2015 北海道情報 ･
印刷産業展」を開催いたします。

北海道内の印刷産業を取り巻く環境は、政府の経
済政策の恩恵が実感できなく、人口減少などによる
社会環境の変化、需要構造の変化によるペーパーメ
ディアの流出、業際化など、これまで経験したこと
のない大きな変革への対応が迫られています。

さらに、デジタル技術の目覚しい発展により情
報伝達手段が多岐になり、一層精度の高いプロの
技術を探求し続け、情報産業と製造業を兼備し、ソ
リューション・プロバイダーへ進化していかなけ
れば将来展望が描けなくなってきています。

2015 北海道情報 ･ 印刷産業展は、道内印刷関連
業の将来を展望し、企業経営の価値を見出し、デジ
タル化推進に必要な印刷関連資機材・情報機器等
の選択、情報交換、ソリューションビジネスを模索
する絶好の機会であり、ICT 時代の道内印刷関連業
の原動力となり、ひいては印刷産業界全体の発展に
繋がるものです。

また、会期中の 6 月 11 日㈭と 12 日㈮は、「望
まれる印刷・関連企業になるために【第９弾】」の４
つの公式セミナーが開催されます。

6月11日㈭、12日㈮、13日㈯　アクセスサッポロで開催
〔主催〕

北海道情報･印刷産業展実行委員会
北海道印刷工業組合
北海道グラフィックコミュニケーションズ工業組合
北海道製本工業組合
北海道フォーム印刷工業会
北海道紙器段ボール箱工業組合
北海道印刷機材販売業者懇話会

〔後援〕
経済産業省北海道経済産業局、北海道、札幌市

〔協賛〕
株式会社印刷出版研究所、株式会社日本印刷新聞
社、ニュープリンティング株式会社

〔会期〕
平成27年6月11日㈭、12日㈮、13日㈯
午前9時30分～午後5時

〔会場〕
アクセスサッポロ

（札幌市白石区流通センター 4丁目3番55号）
〔交通案内〕

会場行無料バスは運行されていません。公共交通
機関をご利用の場合は地下鉄東西線「大谷地駅」ま
たはJR函館本線「厚別駅」下車が便利です。自家用
車でご来場の方は無料駐車場が利用できます。

〔出展機器〕
印刷機械、プリプレス機器、製本機器、情報機器、
その他加工機械等総合印刷機器、ソフトウェア、
印刷製品等

〔出展社・小間数〕
48社、153小間

2015北海道情報・印刷産業展のご案内
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2015北海道情報･印刷産業展出展一覧

製版・画像処理関連機材

㈱Too
PDF校正ソフト Proof Checker PRO

㈱ピクトリコ
インクジェット製版システム
パッケージプルーフ用紙
インクジェット用紙

富士フイルム グローバルグラフィックシステムズ㈱
ハ イ ブ リ ッ ト ワ ー ク フ ロ ー シ ス テ ム XMF 
Complete V6.1、Remort R10.1、Color Path

（クラウドカラーマネージメントシステム）
自動組版／バリアブル印刷ソフト FormMagic4
Web Print APS サ－ビス i-AutolayMagic

三菱製紙㈱・ダイヤミック㈱
KODAK Achieve DIALIBRE プレートセッタ T400
サーマルディジプレートシステム TDP-750、TDP-459Ⅱ
プロジェクター用スクリーンフイルム彩美 S
brother テープクリエイター TP-M 5000N

㈱メディアテクノロジージャパン
ワークフローソリューション EQUIOS
カラープルーフィングシステム Lab Proof SE
色校正機 MMP830HGH パッケージ製版ソフトウェア Pack＃
CAD-MARK EV

印刷機械

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー㈱
菊四裁寸延び 2 色オフセット印刷機 522GE
A3判縦通し単色オフセット印刷機 3200CCD

POD機器

キヤノンマーケティングジャパン㈱
カラーオンデマンドプリンタ imagePRESS C800、C60
セキュリティ・情報共有支援サービス HOME

コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱
オンデマンドプリンタ bizhub PRESS C1070
コニカミノルタ 蛍光分光濃度計 FD-7、XYステージ
コニカミノルタ デジタル印刷機 CD86DP
アコブランズ デスクトップラミネータ GL835PRO
スーパーファクス コンパクト製本機ファストバインド エリート
グラフテック カッティングプロッタ FC4500-50(A2)

富士ゼロックス北海道㈱
カラー･オンデマンド･パブリッシング･システム Versant2100Press
デジタルカラープリンター DC1450GA

リコージャパン㈱
カラーオンデマンドプリンタ RICOH Pro C7110S

理想科学工業㈱
ORPHIS フィニッシャーくるみ製本 EX9050
リソグラフ ME935

製本機械

㈱ウチダテクノ
紙枚数計数機カウントロン N2500、AT
帯掛機 TP-WX
帯掛機クランパー付 TP-WX-P
アエロカット 名刺ハガキカッター nano
アエロカット カッター＆クリーサー Quatro
フリクションフィーダー検査装置付 FF-330
コーレンス グラフィックウィザード
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㈱勝田製作所
断裁機 SH430HOW JMC-7
断裁機 SH330HOP JMC--4fx

㈱正栄機械製作所
全自動紙折機コンビネ－ション KT660
全自動紙折機コンパクトエイト 47-2

デュプロ万博㈱
カッタークリーサ DC-646
インクジェットプリンター HL-S7000DN、封筒
ハガキ給紙装置 EF-S7
卓上紙折機 DF-1200
かんたん製本機 EB-1、ハードカバーメーカー EH-1
デュープリンター DP-F850、封筒フィーダー LF-12
卓上丁合機 DFC-100 ／ DBM150

㈱永井機械製作所
コンピュータ断裁機 NCW-102HHD9

㈱ホリゾン東テクノ
鞍掛け中綴じ製本システム StitchLiner6000
ロータリダイカット RD-4055
筋入機 CRA-36、CRS-36
紙折機 PF-40L
断裁機 APC-660

情報機器・周辺機器・材料

アコ・ブランズ・ジャパン㈱
ラミネーター機 620OS PLUS
デスクトップラミネーター H365 A3
ツインループバインド S310

圧着ハガキファクトリー
圧着ハガキサンプル

エプソン販売㈱
プリントサービス　スマートチャージ

㈱沖データ
OKI MICROLINE VINCI C941dn

㈱クイックアート
カラーレーザープリンター RICHO C250L
カラー LED プリンター OKI C811dn
熱プレス機 JL-co002B

㈱グラフィックサポート
XEROX C5000d
PreciousServer

㈱江東錦精社
液ラミネーター kompac EZ koot15Ⅱ
フイルムラミネーター FaliantVega530A

㈱光文堂
KBD CompressHS
KBD デザインニスコーター
KBD MOVING SELECTION
KBD New Try On
KBD Ink Fit

㈱コスモテック
ハイプレッシャー加湿器 UruOs50
スーパーピュアネスクリーン PC-500S

コムネット㈱
レーザー加工機 C180Ⅱ、G7
消臭機
UV プリンタ LEF-20

㈱サンクレエ
印刷業経営管理コアパッケージシステムひぐま7

㈱GTB
印刷検査ツール Hallmaker

㈱情報工学研究所
Windows データ変換システム Ex-Image Workstation SS

㈱竹尾
商品展示紹介

東京ラミネックス㈱
ラミネーター RSL-382S、ZDⅢ
エアコンプレッサー
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㈱ニクニ
湿し水循環装置エバークリーン ECQ503

ピーエス㈱
遠心式加湿器 ABS3-120
放射型電気ヒータ PS HR(E)
LED ライトパネル B1

北海道磁気印刷株式会社
商品展示紹介

㈱ミマキエンジニアリング
フラットタイプ UV プリンター JFX200-2513
フラットタイプカッティングプロッター CF2-0907
ロールタイプ溶剤プリントカット機 CJV150-130

㈱ムサシ
名刺はがきプリンター MP-2100S、MP-300Duo
業務管理システム M-Booster
オンデマンドプリンター用光沢加工機 DC-10
ポスタープリンター ST-1
分光測色／温度計 X-Rite ／ eXact

武藤工業㈱
UVインクジェットプリンタ VJ-426
レーザー加工機 VLS3.50

メディアコンフォート㈱
カードスリッター きりっ子 MCX-AR
再転写カードプリンター ニスカ PR-C201
エレファクスデジタルプレートセッタ LP-630Xe
圧着シーラー CS80n

㈱モリサワ
組版編集ソフトウェア MC-Smart2
可変印刷ソフトウェア MVP7
多言語対応電子配信ツール MC-Catalog+
FONT ライセンス MORISAWA PASSPORT

㈱山櫻
CARD MATE Digica Ver5
CARD MATE minute Rev2
CARD METE YJ-G650

ユーロポート㈱
ガーメントプリンター SC-F2000
自動プレス機 アイロンプレス PS-5040
ブリーザー ガーメントプリンター用前処理剤塗工機 APM-5000
手動プレス機 PH-4634
溶剤インクジェットプリンター VJ-628
ミマキ カッティングマシーンプロッタ CG-60SRⅢ
ラミネーター ERL-685

㈱ヨシダ機材
中古機売買商談コーナー

和幸商事㈱
商品展示紹介

その他

共同印刷機材㈱
印刷・情報機器相談コーナー

㈱フカミヤ
印刷・情報機器相談コーナー

北海道立札幌高等技術専門学院
電子印刷科紹介

北海道印刷工業組合
第56回全国カタログ展入賞作品展
2015年第66回全国カレンダー展入賞作品展
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製版・画像処理関連機材

ダイヤミック㈱
㈱Too
㈱ピクトリコ
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
三菱製紙㈱
㈱メディアテクノロジージャパン

印刷機械

リョービ MHI グラフィックテクノロジー㈱

POD機器

キヤノンマーケティングジャパン㈱
コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱
富士ゼロックス北海道㈱
リコージャパン㈱
理想科学工業㈱

製本機械

㈱ウチダテクノ
㈱勝田製作所
㈱正栄機械製作所
デュプロ万博㈱
㈱永井機械製作所
㈱ホリゾン東テクノ

情報機器・周辺機器・材料

アコ・ブランズ・ジャパン㈱
圧着ハガキファクトリー
エプソン販売㈱
㈱沖データ
㈱クイックアート
㈱グラフィックサポート
㈱江東錦精社
㈱光文堂
㈱コスモテック
㈱コムネット
㈱サンクレエ
㈱GTB
㈱情報工学研究所
㈱竹尾
東京ラミネックス㈱
㈱ニクニ
ピーエス㈱
北海道磁気印刷㈱
㈱ミマキエンジニアリング
㈱ムサシ
武藤工業㈱
メディアコンフォート㈱
㈱モリサワ
㈱山櫻
ユーロポート㈱
㈱ヨシダ機材
和幸商事㈱

その他

共同印刷機材㈱
㈱フカミヤ
北海道立札幌高等技術専門学院
北海道印刷工業組合

2015北海道情報･印刷産業展出展社一覧

/

札幌市北区北7条西2-8-1 札幌北ビル
TEL： 011-700-5505　FAX： 011-700-5532

リコージャパン株式会社

ビジネスを変革する
この表現力
ホワイトやクリア印刷を可能に
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平成27年6月11日及び12日に開催されます「2015北海道情報･印刷産業展」では、「望
まれる印刷･関連企業になるために【第９弾】」として４つの公式セミナーが開催されま
す。皆様、奮ってご参加ください。

○日　　時：平成27年6月11日（木）・12日（金）※各セミナーにより講演時間が異なります
○会　　場：アクセスサッポロ　2階　レセプションホール（札幌市白石区流通センター 4丁目）
○定　　員：80人（申込み先着順・定員になり次第締め切ります）
○受 講 料：無　料
○申込期限：平成27年5月30日（土）
○交通案内：自家用車でご来場の方は無料駐車場が利用できます。公共交通機関をご利用の場合は地下鉄東西線
　　　　　　「大谷地駅」またはJR函館本線「厚別駅」下車が便利です。会場行無料バスは運行していません。
○お申し込み：北海道印刷工業組合ホームページより、お申込みください。（http://www.print.or.jp）

１．6月11日（木）　13：00 ～ 14：15
主　催：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
テーマ：「印刷会社必見！小売業における、増販増客×販促実例のご紹介」
講　師：マーケティング本部業種マーケティング部CRMグループ　山中　好彦　氏

もはや待ちの経営では勝ち残れない今こそ、実践的な販促＆マーケティングが重要視されています。
小売業様が実践する過去の優れた分析×販促の事例にも、これからの印刷会社様のビジネスモデルが見え隠
れします。
2015年3月東京ビックサイトで開催された「リテールテック2015」において、セミナーアンケートの実に
9割以上の方に、“満足”のご評価を頂いた自信の内容です。

２．6月11日（木）　15：00 ～ 16：15
主　催：株式会社メディアテクノロジージャパン
テーマ：「紙器・軟包装印刷業界向けオープンインターフェィスワークフローのご紹介」
講　師：株式会社レザック　東京事業部営業課　春名　喜裕　氏
　　　：アビット・フレックス株式会社　マネージャー　阿部　正法　氏
　　　：株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ GAソリューションズ部課長　中村　聡　氏

紙器・軟包装印刷業界向けにオープンインターフェィスワークフローを推奨し、高精度な校正システムと共
にご紹介します。
デザインイメージを3Dビューアでリアルタイムに表示するオールインワンのCADシステムのご紹介、入稿
データのチェック/ニゲ等の特色製版処理/殖版をIllustrator上で全て完結するプラグインソフトのご紹介、
特色対応プリンターを使ったカラーマネージメントご紹介、の三部構成です。

３．6月12日（金）　13：00 ～ 14：15
主　催：リコージャパン株式会社　※札幌支部６月例会と共催
テーマ：「新しい印刷サービス立ち上げのための『“キラー ”サービス』を創り出す方法」
講　師：株式会社バリューマシーンインターナショナル　代表取締役社長　河島　弘司　氏

「新たな収益の柱となる事業を創り、育てたい」「新しいサービスを構築したい」そんな想いを持つ経営者、マ
ネージャー必見！
貴社の強み、持ち味を注入した新たなサービス（キラーサービス）構築にチャレンジしませんか？
自社で発見するのが難しい「強み引き出し」の方法から、サービス構築のプロセス、ツール活用法、さらに立
ち上げ時のチェックポイントまで事例をもとにわかりやすく解説します。
※「キラーサービス」とは、VMI.incが提唱する新しい価値提供の考え方です。北海道初上陸のキラーサービス
構築法をお見逃しなく!!

４．6月12日（金）　15：00 ～ 16：15
主　催：富士フイルム グローバルグラフィックシステムズ株式会社
テーマ：「印刷物を売る発想から、お客様売上増大のお役立ちへ」
講　師：富士ゼロックス株式会社PS営業本部 マーケティング部　越後　英雄　氏

紙とWebその両方の良いところを結び付け、お客様の売上増大に役立つ企業に生まれ変わりたいと思いませんか？
それには従来の発想を大きく変える必要があります。そのヒントを事例とともにご紹介します。構成は次のと
おりです。
①日本の市場が今どのように変化しているのか？その理由は？世界のモノづくりは今後どう変わるのか？
②実際にお客様の売り上げを増大させている事例をPODを用いたダイレクトマーケティングを通してご紹介します。

2015北海道情報･印刷産業展公式セミナーのご案内

事前予約制
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１．日　時
平成27年6月12日（金）
午後1時～午後2時15分

２．会　場
アクセスサッポロ 2F レセプションホール

（札幌市白石区流通センター 4丁目3番55号）
３．テーマ
「新しい印刷サービス立ち上げのための
『“キラー ”サービス』を創り出す方法」

４．講　師
株式会社バリューマシーンインターナショナル
代表取締役社長　河島　弘司　氏

５．内　容
「新たな収益の柱となる事業を創り、育てたい」
「新しいサービスを構築したい」そんな想いを持
つ経営者、マネージャー必見！貴社の強み、持ち
味を注入した新たなサービス（キラーサービス）
構築にチャレンジしませんか？
自社で発見するのが難しい「強み引き出し」の方
法から、サービス構築のプロセス、ツール活用法、
さらに立ち上げ時のチェックポイントまで事例
をもとにわかりやすく解説します。
※「キラーサービス」とは、VMI.incが提唱する
新しい価値提供の考え方です。北海道初上陸のキ
ラーサービス構築法をお見逃しなく!!

６．受講料
無　料

７．申込期限
平成27年5月30（土）
定員になり次第締め切り

８．受講申込
北海道印刷工業組合ホームページより、お申込み
ください。http://print.or.jp

記

９．懇親会
別途、ご案内いたします。

【講師紹介】
株式会社バリューマシーン
インターナショナル
代表取締役社長
河島　弘司　氏

広告代理店にて地域ブラ
ンディング、国際コンベン
ション企画プロデュース、新製品マーケティング
など手掛ける。
その後、次世代のマーケティングを実現する戦略
ツールとしてPOD技術の可能性に魅せられ、創
世期からPODメーカー、ベンダー、印刷系ITベ
ンチャーにて商材開発、マーケティング、企業営
業に従事。
2003年にコンサルティングファーム、株式会社
バリューマシーンインターナショナルを立ち上
げ、代表取締役に就任。クロスメディアソリュー
ション研究会主宰、NPO法人プリントミックス 
ディレクター等

札幌支部例会「印刷経営･技術研修会」開催のご案内
～「新しい印刷サービスを立ち上げるための『キラーサービス』を創り出す」～

６月札幌支部例会のご案内

　６月の札幌支部例会は、北海道印刷工業組合の「印刷経営・技術研修会」と共催し、リコージャパン
株式会社の協力を得て、講師に株式会社バリューマシーンインターナショナル代表取締役社長の河島
弘司氏を招き下記により開催いたします。
　今年は、北海道初上陸の、VMI.incが提唱する新しい価値提供の考え方である「キラーサービス」に
焦点をあて、印刷ビジネス拡大を目指して開催します。
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１．日　時：平成27年6月26日（金）午後１時から
２．会　場：ガーデンシティ札幌駅前
　　　　　　(札幌市中央区北2条西2丁目　TKP札幌ビル　電話011－252－3165)
３．テーマ：「課題解決型ビジネス構築に向けた5つのステップの解説」
　　　　　：「共創ネットワーク通信のご案内」
４．講　師：全日本印刷工業組合連合会
　　　　　　経営革新･マーケティング委員会 委員長／瀬田　章弘　氏
５．受講料：無　料
６．定　員：100人（申込先着順で定員になり次第締め切ります）

記

日　　時 平成27年7月28日㈫ 12：08スタート
コ ー ス 滝のカントリークラブ東・西コース
会　　費 5,000円
プレイ費 8,500円（ロッカーフィ含）

申 込 先 各所属団体または北海道印刷関連業協議会
（TEL011－562－6070）

開　催　要　領

平成27年度 第1回経営者研修会のご案内
～課題解決型ビジネス構築に向けた５つのステップ～

第28回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会のご案内

経営革新・マーケティング委員会より

　北海道印刷工業組合では、平成27年度の第1回経営者研修会を下記により開催します。
　本研修会では、全日本印刷企業組合連合会が、ソリューションプロバイダーへの道を進むためのベースと
なる、「課題解決型ビジネス構築に向けた５つのステップ」を発行しますので、その内容を解説します。

　第28回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会
が開催されます。
　このゴルフ大会は、印刷関連業界のさらなる
協調・連帯・親睦の輪を広げるため開催されて
おり、今年で28回目となります。

Step1：再認識「印刷を通したサービス提供とは？」
Step2：現状把握「自社のビジネス構築は？」
Step3：方向性「どこを目指すべきか？」
Step4：組織構築「どのように目標達成をするのか？」
Step5：競争優位性「どのように目指すのか？」

　また、全国の組合員各社の新商品やサービスを情報共有する「共創ネットワーク通信」を構築しま
すので、その運用について説明します。
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編集後記

平成 27年度札幌支部通常総会も無事終了

し、新執行部の２期目がスタートです。今年

度からは札幌支部一本化体制になり毎月札幌

支部例会として勉強会・講演会・懇親会等を

企画しております。みなさまふるってご参加

くださいませ！

札幌支部　事務局　五十嵐

▷大日精化工業株式会社北海道支店長に西部智史氏
大日精化工業株式会社北海道支店（札幌市手稲区曙2条4丁目1番70号）は、このたび奥山良平支店長が本社へ転勤され、新しく支店長に西部智史氏

が就任した。

▷株式会社コスモテック札幌出張所が移転、所長に安倍裕二氏
株式会社コスモテック札幌出張所は、このたび、移転した。また、及川進所長に代わって新しく所長に安倍裕二氏が就任した。
〔新住所〕
　〒062-0932　札幌市豊平区平岸2条12丁目1番1号　第2川崎ビル
　電話011-827-8900　FAX011-876-8410

▷平成27年4月1日加入　株式会社ホクシンラマナプロジェクト　齊藤祥徳社長
〒001-0921　札幌市北区新川１条5丁目1番5号
電話011-764-2531　FAX011-762-9005

▷平成27年5月1日加入 NTSプリント工房株式会社 井上郁也社長
〒060-0031　札幌市中央区北1条東1丁目2番5号　カレスサッポロビル
電話011-330-0000　FAX011-330-7878

業界動向

新組合員紹介




