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北海道印刷工業組合札幌支部
平成27年度７月定例役員会報告
［日時］平成27年７月23木 13：30～　［会場］エイト会館

■出席者：岸支部長、大和副支部長、山副支部長、矢吹副支部長、岡部委員長、五十嵐

■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.協議事項

①８月支部例会について／矢吹委員長

８月18日㈫　15：15～

札幌エルプラザ　定員90名

組合員、関連業、学生に案内済

②９月支部例会の件／岸

９月３日㈭　16：00～

富士ゼロックス　定員60名

セミナーテーマ「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㈱

PS営業本部マーケティング部　越後　英雄氏

セミナー終了後、懇親会開催予定

③「印刷の月」の事業について／矢吹委員長

７月２３日㈭　13：00～

エイト会館にて抽選会実施

５社参加し、抽選の結果、㈱メディア・ワンに決定。

花火大会のチケットも組合員価格で購入可。

④事務局の夏季休暇について

８月13日～16日

2.委員会報告／各委員長

・経営革新･マーケティング委員会／加藤委員長

欠席

・環境・労務委員会／大和委員長

マイナンバー制度について

（プリンティング札幌用原稿）

・組織・共済委員会／山委員長

７月４日㈯

第14回札幌支部パークゴルフ大会結果報告

・教育・研修委員会／矢吹委員長

８月18日㈫　MUDセミナー（札幌支部８月例会）

申し込み状況、アンケート内容等について

・青年部委員会／岡部委員長

10月３日㈯　13：00～17：00

（中央区南１西１　松崎ビル２Ｆ　Ａ会議室）

北海道ブロック協議会・青年印刷人フォーラム開催

3.その他

①「プリンティング札幌８月号」原稿の件

②札幌支部例会予定

10月例会　10月29日㈭　見える化セミナー

次回予定：８月26日13時半より開催
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北海道印刷工業組合札幌支部７月支部例会

個人番号（マイナンバー）制度解説セミナー開催される

７月の支部例会は、ハイデルベルグ・ジャパン株式会社様ハイデルフォーラム 21 の第 55 回北海道地区
会と共催し、７月３日㈮ 15 時よりロイトン札幌にて 32 社、63 名の方にご参加いただき開催しました。

第一部の講演を講師に愛媛県の第一印刷株式会社　代表取締役　西原 孝太郎　様に『バリィさん誕生秘話
　〜地域活性化への取組みについて〜』と題しご講演いただきました。

今治市のご当地ゆるキャラとして大変有名なバリィさんの誕生秘話やバリィさんが誕生してからの社内外
の相乗効果、そして西原社長がお考えになる地域活性化への取組みについてお話し頂きました。

ゆるキャラを起点とし地域活性に貢献し、ビジネスに
も繋げるという西原社長の経営ビジョンは大変参考にな
りました。

第二部の講演は、錦明印刷株式会社の代表取締役社長
であり JaGat の会長でもある塚田 司郎 様を講師にお招
きし、業界の変遷やこれから取り組まなければならない
事象や考え方を業界のシンクタンクである JaGat の会長
として、また同業経営者の立場としてお話し頂きこれか
らの指針として大変有意義なご講演を頂きました。

講演会後、懇親会を行い引き続き講師のお二人を交え
情報交換を行いました。

北海道印刷工業組合と一般社団法人日本印刷産業連合会は、本年 10 月に通知され、
来年 1 月から利用開始されるマイナンバー制度の解説セミナーを 7 月 10 日午後 1 時
30 分から札幌市中央区のかでる 2・7 で、一般社団法人日本印刷産業連合会プライバ
シーマーク審査センター主任審査員の清山曜二氏を講師に迎え、約 40 人が出席して開
催しました。

セミナーは、⑴マイナンバー制度
については、①制度の概要、②制度
の仕組み、③利用範囲、④導入スケ
ジュール、⑵民間事業者への影響に

ついて、⑶民間業者への対応については、①必要な準備、
②取得・利用・提供・保管・開示・訂正・利用停止・廃
棄の流れ、③外部委託の際の注意点、⑷安全管理措置に
ついては、①組織的安全管理措置、②人的安全管理措置、
③物理的安全管理措置、④技術的安全管理措置などを中
心に、詳しい解説が行われました。

清山曜二 氏
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北海道印刷工業組合主催　平成27年度第１回経営者研修会報告
「製造業」から「サービス業＋製造業」へ体質転換

平成 27 年度第１回経営者研修会が、６月 26 日午後１時から札幌市中央区のガー

デンシティ札幌駅前で、瀬田章弘全日本印刷工業組合連合会経営革新・マーケティ

ング委員会委員長を講師に迎え、「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」をテーマに約 50 人が出席して開催されま

した。

最初に、板倉 清 理事長が「ロシアのサケ・マス漁業交渉や TPP 交渉は、北海道経

済の中核をなす農水産業に与える影響は大きい。そのなかで企業経営をしていかな

ければならないので、今日の研修会で１つでも２つでも学び、明日の経営、営業活動

に役立てもらいたい」と主催者あいさつを述べられました。

次に、セミナーに移り、瀬田講師は、「多様なメディアに対応でき、フットワークが軽い中小印刷会社は優

位な立場にあるが、気付かないと他業界が仕事を持っていってしまうし、それは現実に起きている。新しい

メディアが出てきてコミュニケーションは多様化しているが、コミュニケーションの総量が減ったわけでは

なく、新しいコミュニケーションスタイルに対応していかなければならない。

従来もコミュニケーション支援を生業としてきた印刷産業の原点を見直す必要がある」と唱えました。

そして、全印工連の「印刷道〜ソリューション・プロバイダーへの深化」で示されている①地域活性プロモー

ター、②特定機能プロバイダー、③特定業界スペシャリスト、④メディアプロダクトメーカー、⑤パーソナル

メディアショップ、⑥印刷製造スペシャリストの 6 類型について説明しました。

加えて、ソリューション・プロバイダーになるために必要な要素は、①原点回帰、②ワンストップ対応、③

経営者の志の 3 つが必要と強調しました。

さらに、ソリューション・プロバイダーを実践していくための指南書としては発行された「5STEPS5KEYS 

5DOORS」について解説が行われました。

瀬田講師は、「以前の『７Keys ５Doors』は、ワン

ストップサービスに取り組むことであったが、今回は

ワンストップサービスと業態変革でソリューション・

プロバイダーになることが結論である。この視点を持

つことで、自社がどんどんソリューション・プロバイ

ダーに変っていける。ゴールは２次産業から 2.5 次産

業、製造業からサービス業＋製造業への体質転換で、

ソリューション・サービスを提供する産業になるこ

とである」と結びました。

また、今年から始めた「共創ネットワーク通信」に

ついて説明し、利用を呼びかけられました。

瀬田章弘 氏
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１．日　時
平成27年9月4日㈮
午後5時～7時

２．会　場
かでる2.7　7階 710会議室
（札幌市中央区北2条西7丁目 TEL011-204-
5100）

３．テーマ
「印刷営業マンの売上が4.5倍になった
〝販促プランナー変身術〞」

４．講　師
株式会社U.S.P　代表取締役　加藤洋一 氏

５．主な内容
①売上が4.5倍になった営業マンの成功事例
②これからの印刷営業マンは、モノ売り（印刷
の請負）からコト売り（業績アップの請負）へ
③折込チラシのデザイン費を4万円から40万
円にして感謝された提案の仕方
④印刷営業マンが簡単にできた中小企業の業績
の上げ方（USPマジカルシートの使い方）⑤
「〇〇君に相談したいことがあるのだけど」と
頼りにされるクライアントとの関わり方

６．受講料
3,000円

７．受講料支払
下記口座へ8月20日までに振込む
（振込手数料は受講者負担）
北洋銀行　東屯田支店　普通預金0212497
北海道銀行　本店　普通預金　1169217口座
名：北海道印刷工業組合

記

８．受講申込
80人

９．申込期日
平成27年8月20日㈭
〔申込先着順で、定員になり次第締め切り〕

【講師紹介】

株式会社U.S.P
　代表取締役
　加　藤　洋　一　氏

小さな会社を短期間で業
績を上げるマーケティング
コンサルタント。
業績アップをさせる手法の一つに、USP（その
人・会社・商品ならではの売り）を軸にしたマーケ
ティング戦略および営業改革手法がある。
日本で唯一、USP専門書を執筆。第一人者であ
る。法人セールス一筋22年の経験を持ち、特にコ
ンサルティング型の営業を得意として、商品・サー
ビスを高く売ることには定評がある。
「凡人が最強セールスマンになる魔法のセールス
トーク」認定トレーナー、「一般社団法人日本コン
サルタント協会」マスタービジネスコンサルタン
ト、「公益社団法人日本印刷技術協会」講師。

受講申込は、http://www.print.or.jpからできます。

「印刷営業セミナー」のご案内
～印刷営業マンの売上が4.5倍になった“ 販促プランナー変身術”～

2015印刷の月

北海道印刷工業組合では、〝モノ売り〞から〝コト売り〞へと印刷営業マンが販促コンサルタントへの転身が図れ
るよう「印刷営業セミナー」を開催します。
印刷ビジネスは多様化し、これからの印刷営業マンは、モノ売り（印刷の請負）からコト売り（業績アップの請
負）へ、意識とスキルをシフトしなければならなりません。
そのためには、営業マンから販促コンサルタントへ役割を高度化させる必要があります。
本セミナーでは、小規模企業の業績を短期間で上げるマーケティングコンサルタントの加藤洋一氏を講師に
迎え、販促コンサルタントとして必要なヒアリング能力、潜在ニーズを引き出すトーク術など、即実践で活用でき
ることを学びます。
　さらに営業マンの意識も変え、
　「何か印刷物ないですか？」
　「うちに見積りさせてもらえませんか？」
　「よその見積りいただけませんか？安くやりますので…」
　もし、営業マンがこんな台詞を言っていたら、是非この研修を受講し成績アップに結び付けてください。

業績アップをさせる手法の一つに、USP（その
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I G A S 2 0 1 5 のご案 内

IGAS2015が、「Print＋innovation プリントテクノロジーのさらなる挑戦!」をテーマに341社、2,684

小間が出展し、９月11日〜16日の６日間、東京都江東区の東京ビックサイトで開催されます。

IGASは、最新の印刷・紙工・デジタルグラフィック関連の機材・技術・サービスを一堂に会した国際総

合印刷機材展で、最新技術やさまざまなソリューションを提案するとともに印刷産業の未来を展望できる場

となっています。

IGAS2015では、最新の印刷関連機器・ソリューション等の展示・実演に加え、特別講演、パネルディス

カッション、見学ツアー、展示の見どころ・トピックスなどを紹介するイベントスペース、ペーパーエレク

トロニクスやカラーユニバーサルデザイン等を紹介する新カテゴリーコーナーなどが設けられています。

また、出展各社によるセミナーも開催されます。

会　期：平成 27年９月11日㈮ 〜16日㈬　10：00 〜17：00

会　場：東京ビックサイト　東館１〜６ホール

（東京都江東区有明3-11-1）

入場料：当日2,000円／事前登録者無料

事前登録は、下記サイトから

http://evt-web.jp/igas/
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環境・労務委員会より
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/

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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北海道印刷工業組合札幌支部　メールアドレス登録のお願い

編集後記
９月に入りました！　暑かった夏がちょっ

と名残惜しいですが、実りの秋到来です。

９月１１日から大通公園でオータムフェス

トが始まりますね。お誘いお待ちしておりま

〜す！

札幌支部　事務局　五十嵐

札幌支部では、組合員企業に有益な情報を配信するために本誌、「プリンティング札幌」の誌面やファク
シミリ等で研修会のご案内、事業のお知らせ等 を行っておりますが、有益な情報をより即時にご提供する
ために貴社のメールアドレスのご登録をいただきたくお願い申し上げます。

何卒、主旨をご理解いただきまして、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが別紙の申込用紙に必要事項をご
記入いただき、メールもしくはＦＡＸにて組合事務局までご返信くださいますようお願い申し上げます。

北海道印刷工業組合 札幌支部

バナー広告の掲載のお願い
会社のホームページに北海道印刷工業組合札

幌支部のバナー広告掲載のご協力をお願いいた
します。

バナーは、当組合ホームページよりコピーを
お願いいたします。

[ホームページアドレス]

http://sapporo.print.or.jp/




