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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度９月定例役員会報告

［日時］平成28年９月21日水 10：00～　［会場］エイト会館
■出席者：岸支部長、大和副支部長、矢吹副支部長、西山副支部長、前田副支部長、岡部委員長、

五十嵐（事務局）
■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.委員会報告／各委員長

・経営革新・マーケティング委員会／矢吹委員長

「くみたて～る」について。

第２回（12月初旬発行予定）くみたてーる協賛企画説

明会を９月27日㈫開催予定。

第１回「くみたてーる」に同封した「キャラクター名前

＆洋服デザインコンテスト」には約100通の応募が

あった。

9月30日㈮全印工連経営革新・マーケティング委員会

が広島県で開催される。　

　

・環境・労務委員会／大和委員長

９月23日㈮全印工連環境・労務委員会が熊本県で開

催される。

引き続きGP取得促進をはかる。

・組織・共済委員会／前田委員長

来年１月に開催予定の親睦ボウリング大会にはたくさ

んの組合員が参加していただけるようにする。

・教育・研修委員会／西山委員長

11月19日㈯ＭＵＤ３級検定実施（リコージャパン㈱と

タイアップ）

DTP検定・・・1月28日実技試験、２月５日学科試験

・青年部委員会／岡部委員長

９月24日㈯青年印刷人フォーラム、全青協ブロック協

議会開催。

2.月次決算報告／五十嵐

９月中間決算にむけて

3.その他

①９月２日、３日開催のＨＯＰＥ報告

名称をHOPEに変更しての初めての展示会でしたが、

セミナー、入場者もたくさんあつまり大盛況でした。来

年もセミナー含め展示会の内容を検討する。

②「プリンティング札幌10月号」の件

③PODメーカー見学バスツアーについて

第２弾を検討中。

詳細は10月号のプリンティング札幌に掲載予定。

次回予定：10月19日13時半より開催
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HOPE2016 HOKKAODO PRINT EXPO

北海道情報・印刷産業展をHOPE2016と名称を変え９月２日㈮～９月３日㈯の２日間

白石区のアクセスサッポロで39社展示で開催された。来場者数は、展示会が1930人、セ

ミナーが704人の参加がありました。

初日の開会式では、板倉実行委員会会長が主催者を代表し挨拶を述べた。HOPEは基調

講演、11種類のセミナーも同時に開催し、それぞれのセミナー会場も大盛況でした。

開催日　平成28年９月２日㈮～９月３日㈯

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３－55

主　催　ＨＯＰＥ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

後　援　経済産業省北海道経済産業局、北海道、札幌市

協　賛　㈱印刷出版研究所、㈱日本印刷新聞社、ニュープリンティング㈱
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印刷の月事業の報告

北海道印刷工業組合札幌支部の印刷の月事業として昨年まで協力していた『モエレ芸術

花火2016』と今期から新しくスタートした事業『くみたて～る』のコラボ企画で行いま

した。

今回はこの『くみたて～る』に『ゆめはなび』と銘打って幼稚園児に花火の絵を描いて

もらうようA4用紙を同封し、モエレ花火事務局へ郵送してもらいました。

応募数は188点あり、集まった絵をモエレ芸術花火絵画コンクール作品と一緒に東急百

貨店１階北口にて展示されました。

どの絵も発想が豊かで、楽しみながら絵を描いたとおもわせる作品でした。

教育・研修事業委員会より
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青年部事業委員会より

第22回 北海道青年印刷人フォーラム
ならびに平成28年度全国青年印刷人
協議会北海道ブロック協議会開催報告

去る９月24日㈯、第22回北海道青年印刷人フォーラムならびに平成28年度年度全国青年印
刷人協議会北海道ブロック協議会が道特会館にて開催されました。

全青協の今期の事業推進テーマは「未知の創造」です。
「製造業から情報価値創造産業への転換」が企業存続への道と捉え、その為に印刷産業以外

との組み合わせから新しい「知」を創造するイノベーションについて学んでいきます。
まずは惠議長の挨拶・事業趣旨説明後にチームビルディング体験を行いました。
1～50の数字をランダムに書かれた紙を配布し、１から順番に繋いでいきタイムを測るという

手法で体験して頂きました。まずは個人で行い、次に数名のチームに分かれて目標タイムを設定
してそれをクリアするための戦略を練ってタイムを測定していきます。

３回の計測で着実にタイムが短縮していく結果となり、組織運営を円滑にするチームビルディ
ングの目的の理解が深まったのではないかと思います。

セミナーでは、知識や意識の範囲を広げるための【知の探索】とすでに持っている知識や意識
を深める【知の深化】をバランスよく行う事がイノベーションを起こすための要素であるが、１社
では難しい部分もあるのでアライアンスを取ることも重要であるという内容をお話しいただきま
した。

ワークショップでは、自社やクライアントで扱っている商材や自分の趣味趣向などを洗い出し
てもらい、チーム内でカードを見せ合い「○○商品×趣味趣向」や「困り事×▲▲ブーム」など
色々な組み合わせを現実的に想像・議論して商品やサービスを考えて頂きました。先日開幕した
プロバスケットリーグ「Bリーグ」×地ビールで【地ビリーグ】や若者のお酒離れやススキノ離れ
といった課題解決のための【ガンダムボトル】の開発といったおもしろいアイディアが出てきまし
た。

今回のワークショップは、すぐに自社でも取り組めるものだったと好評でした。
また、経営者層だけではなく、従業員の方にも聞かせたい内容だったという意見もあり、次回

開催の際は多くの若い方が参加できるような設営が出来ればと思います。

青年部事業委員会　委員長　岡部　信吾
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教育・研修事業委員会より

平成28年度ＤＴＰ技能検定のご案内

厚生労働省の技能検定製版職種「DTP作業」は、試験内容と実際の業務との乖離が大きかっ
たため、平成26年度と同27年度の２年間、開催を休止していましたが、このたび、全日本印刷工
業組合連合会が中心となり、試験内容の検討・見直しを行い、新たな検定試験に刷新が行われ
ました。

この新たな検定内容で、今年度（平成28年度）後期に、製版職種「DTP作業」の技能検定が実
施されます。

DTP作業従事者の皆さまへの教育の一環として活用でき、スキルアップにつながります。
平成28年度後期に実施される製版職種「DTP作業」の主な内容は次のとおりです。

【平成28年度後期技能検定製版職種「DTP作業」】
受検申請受付：平成28年10月３日㈪～14日㈮
実技試験日程：平成29年１月28日㈯
実技試験会場：北海道立札幌高等技術専門学院（札幌市東区北27条東16丁目）
学科試験日程：平成29年２月５日㈰
学科試験会場：札幌市・旭川市・函館市・滝川市・北見市・室蘭市・帯広市・釧路市の

指定する会場
実技試験内容：DTPアプリケーションを使用し、提示された指定書により、支給された

課題データを組版・編集し、カラープリンターにより出力する。
受検区分：１級および２級
受検手数料：実技17,900円／学科3,100円
受検申請先：北海道職業能力開発協会または各地方職業能力開発協会
お問い合わせ先：北海道職業能力開発協会または各地方職業能力開発協会
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教育・研修事業委員会より

ＭＵＤ教育検定３級受検のご案内

NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会は、北海道で２回目の「MUD教育検定３級」
を開催します。

ひとり一人が主体的に判断し、行動する成熟した社会を創造するためには、情報が公平に入
手できる環境を整える必要です。

しかしながら現実的には、必要な情報が公平に伝わっているとは言えない状況にあります。
隅 ま々で情報が行き渡り、その内容を多くの人が読んで理解できるようにするためにはメディ

ア・ユニバーサルデザイン（以下MUD）の視点は欠かせません。
MUD教育検定は、ユニバーサルデザイン（以下UD）やMUDの基礎を正しく理解し、多くの人

が「読める」「わかる」情報を発信することが、情報を発信する側の社会的役割であることを意識
し、さらなる利便性の向上に取り組んでいくことを目的としています。

MUD教育検定３級の概要は次のとおりです。

記
日　　時：平成28年11月19日㈯

講習／10：00～15：50
試験／16：00～17：00

会　　場：TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前
（札幌市中央区北４条西６丁目 毎日会館　電話011-600-2615）

科　　目：色覚、文字組版の２科目
受 検 料：一般16,200円／学生5,400円
受検資格：制限なし
詳細・お申し込み：NPO法人メディア・ユニバーサルデザイン協会

http://www.media-ud.org

MUD教育検定３級の内容
・色覚編

１．UD概論
①UDとは何か　②UDの７原則　③バリアフリーとUD

２．MUD総論
①MUDとはなにか　②MUDの対象（者）

３．MUD各論
①色の見え方　②MUD製品の作り方　③MUDチェックリスト
④MUD検定を受けるにあたって

・文字組版
１．文字の設計と書体特性

①文字の設計　②書体特性
２．文字組版

①文字組版　②文字サイズ　③文字と行送り　④約物　⑤禁則処理　⑥和欧混植
３．UD文字組版をサポートするフォント

①UDフォント　②コンデンスフォント
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環境・労務事業委員会より
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PODメーカー４社見学会&プレゼンテーションバスツアーのご案内
経営革新・マーケティング事業委員会では、PODメーカー４社の協力をいただき、「最新のプ

リントオンデマンド技術を利用したビジネスモデル構築」をテーマに、「PODメーカー４社見学

会＆プレゼンテーションバスツアー」を下記により開催します。

見学終了後、見学メーカーの方々を交えて懇親会を開催します。情報交流と親睦の場としてご

活用ください。

記

⒈ 日　　時：11月17日㈭
⒉ 集　　合：９時45分／キヤノンマーケティングジャパン株式会社札幌支店

（札幌市中央区北3条西4丁目1-1　日本生命札幌ビル22F）
⒊ 募集人員：40名（先着順）
⒋ スケジュール

①10時00分～11時30分／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
11時40分：コニカミノルタジャパン株式会社に移動
コニカミノルタジャパン株式会社にて、昼食（昼食付）

②12時40分～14時10分／コニカミノルタジャパン株式会社
14時10分～14時20分：富士ゼロックス株式会社に移動

③14時20分～15時50分／富士ゼロックス株式会社
14時20分～15時50分：リコージャパン株式会社に移動

④16時00分→17時30分／リコージャパン株式会社
17時30分～17時40分：リコージャパン株式会社にてアンケートの実施
17時40分～18時：懇親会場へ移動

⒌ 懇 親 会：18時～／場所：サッポロビール園
⒍ 懇親会費：4,500円（参加者のみ）
⒎ 申込方法：別紙の申込用紙に記入の上、ファクシミリで北海道印刷工業組合札幌支部

（011-867-9306）までお送りください。

問合せ先：北海道印刷工業組合札幌支部／五十嵐（電話：011-867-6061）

※全行程、貸し切りバスでの移動となります。懇親会終了後、ススキノまでバスを運行します。

北海道印刷工業組合札幌支部　経営革新・マーケティング事業委員会主催

経営・革新マーケティング委員会より
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★ 各社の見どころ

● キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キヤノンが描くデジタル印刷の現在と未来

… 今そこにあるデジタル印刷とこれからのデジタル印刷の姿 …

＜セミナー１＞

極小ロットオンデマンド印刷において利益を出す為に。“ものづくり”工程の効率化で製造
コストを圧縮！ 自動化を駆使したJDFワークフロー構築と生産の仕組み

講師：渡邊　健一

短手番かつ簡単に“ ものづくり”が出来ると期待されてきたデジタル印刷機ですが、生産財として導

入した事業者の中には、想定外の生産コスト増に見舞われ利用を控えるに至った事例も聞かれ、安易に手

を出せないともいわれています。

なぜ「想定外のコスト増」となってしまったのか。キヤノンの答えの一つは、“ ものづくり”の現場

にありました。具体的には、多品目少量対応により作業指示回数が大幅に増え、機器の設定変更作業が増

え、さらに設定ミス＝やり直しが増えるといった連鎖が挙げられます。一つ一つはごく些細な時間であっ

ても、積もり積もって想定外の時間＝人手がかかってしまったとなるわけです。

一方で、そのような課題を改善し、小回りの利くデジタル印刷機の利便性をフル活用して利益を出して

いる事業者がいることも確かです。

本セミナーでは、そのような課題をキヤノンが解決した事例・実例を交え、キヤノンが考えるコストダ

ウンのための“ ものづくり”の仕組みをご紹介してまいります。『課題解決が成功の秘訣！！業態変革

に取り組んだデジタル印刷の活用事例セミナーと皆様のビジネスチャンスを広げる新製品カラーデジタ

ル印刷機imagePRESS C800の実践デモをご覧頂きます』

＜セミナー２＞

drupa2020に向かうこれからのデジタル印刷の未来について、デジタル印刷で先行する
欧米の事例を交え、具体的なビジネスモデルとしてご紹介します。

講師：宮崎　進

デジタル印刷への移行をいち早く進めている、ヨーローッパやアメリカの市場状況をご説明します。

特に、アメリカ市場で何が起きているかということを理解することは、私たちにとって重要だと考えま

す。それは、世界中の印刷市場に少なからず影響を与えるからです。

また、その印刷業界が狙っているアプリケーション（業務）やマーケットトレンドを押さえつつ、どの

業種を狙い、どのようなサービスでデジタル印刷事業を推進しているのか、そして、クライアントの反応・

評価はどうなのかなどをご説明したいと思います。導入事例では、ドイツのボッシュドラックの自動車

マニュアルの運用事例やアメリカイリノイ州にあるPIIでの運用事例を交え、デジタル印刷の導入でビジ

ネスがどのように変わったのか、クライアントに評価を受けているのかをご紹介してまいります。
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● コニカミノルタジャパン株式会社
『Value of Emotion 〜デジタル印刷で創造する新らしい感性価値のご提案』

講師：岸本　一成

商業印刷市場で長年ご評価頂いているデジタル印刷機と、後加工機を組み合わせる事で高付加価値提

案の事例並びにサンプルをご紹介します。また今後の印刷市場への取り組みも合わせてご紹介させて頂

きます。

Oce Vrioprint 6320

Canon ImagePress 10000VP

ImageStream

ColorStream 3000Z
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● 富士ゼロックス株式会社
IoT時代のデジタルプリンティング価値組法則

すべてがインターネットに繋がるIoT環境は、デジタルプリンティングにとって成長チャンスです。

SNS／DMP／MAとコンセプトだけ跋扈する中、行動しデジタル印刷事例をお客様と創るのが弊社の

役目と考えます。

FBから本を創るサービスからホテルのDMP獲得まで、具体的実践モデルや中小印刷企業の備えるべき

事を中心に話を進めさせていただきます。

　

● リコージャパン株式会社
PODが活きる！ ワークフロー効率化提案セミナー

印刷物の小ロット多品種化により、デジタル印刷機を複数台所有する印刷会社様が増え、従来型のオフ

セット印刷を中心にしたワークフローシステムだけでは、現状の生産効率を維持することが難しくなり

つつあります。

このセミナーでは、MISやW2Pの情報を基に多品種小ロットのジョブを自動で分類し、最適なPOD

に出力指示を行う次世代デジタルワークフローソリューションのご紹介と、Prinect、Prinergyに加え

EQUIOSとも連携を可能にした「TotalFlowプリントサーバーR-61」によるハイブリッドワークフロー

のメリットについてご説明します。

そしてショールームでは、リコーの新しいフラッグシップモデルPro C9100と、ホワイト・クリアト

ナーで注目を集めるPro C7100の実機実演を行います。

豊富なお客様事例と多彩なサンプルでプリントビジネスのこれからをご提案致します。

Versant 2100 Press Versant 80 Press

Pro C9100 Pro C7100S
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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

編集後記

新事務所に引っ越しました！

駐車場も 3 台分あります！お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さいね！

札幌支部　事務局　五十嵐
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