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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度11月定例役員会報告
［日時］平成28年11月14日月 13：30～　［会場］原ビル

■出席者：大和副支部長、矢吹副支部長、前田副支部長、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」12月号について。

広告協賛企業、収支状況報告について説明。

12月12日着で発送予定。

また、「くみたて～る」専用のホームページを立ち上げ、

くみたて～る本誌の中で募集したコンテストの結果等

を公表できるようにしたい。

　

・環境・労務委員会／大和委員長

12月９日㈮にＣＳＲ委員会開催予定。

　

・組織・共済委員会／前田委員長

第30回親睦ボウリング大会を平成29年１月18日㈬

に実施予定。

賛助会員企業にも案内する予定。

・教育・研修委員会／西山委員長

11月18日㈮

ＤＴＰ検定説明会、11月19日㈯ＭＵＤ教育検定実施。

・青年部委員会／岡部委員長

11月26日㈯

全青協正副議長会議が沖縄県で開催される

2.月次決算報告／五十嵐

財務状況等について

3.その他

①PODメーカー見学バスツアー申し込み状況について

11月17日㈭ 開催

9：45　日本生命ビル集合

40名募集

キャノンマーケティングジャパン㈱ → コニカミノルタ

ジャパン㈱ → 富士ゼロックス㈱ → リコージャパン

㈱ → サッポロビール園

②「プリンティング札幌12月号」の件

③平成28年度札幌市優良工場等表彰式について

④12月役員会 ・・・ 12月７日㈬

　　　　　　　　 １7：00～（役員会兼忘年会）
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平成28年度 札幌市優良工場等表彰

平成28年度札幌市優良工場等表彰式が11月16日㈬午後２時より札幌パークホテル１階

ザ・テラスルームにて行われ受賞者の方々、また秋元市長はじめ市役所関係者、報道関係者

多数が参加して行われました。今年で68回目を迎えるこの表彰は1953（昭和28）年に制定

された表彰制度で、「商工業の振興を奨励し、且つ、工場、店舗およびその従業員で特に優良

なものは、この規則の定めるところにより市長がこれを表彰する」との趣旨で設けられ、毎年勤

労感謝の日の時期に行われております。

札幌支部で推薦しました、工場の部で株式会社ホクラミ（代表取締役 矢吹英俊氏）、工場従

業員の部で大輝印刷株式会社（代表取締役 西山 真氏）の川崎博樹氏が表彰されました。秋元

市長より直接賞状を手渡されたのち、秋元市

長の挨拶、記念撮影と続きました。また、昨年

度から授賞式の後、市長、副市長、産業振興

部長との懇親会が催され市長がそれぞれの

テーブルを回り意見交換等を行い大変貴重

な体験をさせて頂きました。

この度の受賞、おめでとうございます。

≪工場の部≫　株式会社ホクラミ
この度、札幌支部の推薦により札幌市優良工場表彰受賞の機会を頂きました事、会員皆

様の深いご厚情の賜であると存じます。心より感謝申し上げます。
工場を移転してから 10 年が経ち振り返ると市場、業界、印刷機材等外部環境の変化にと

もない社内も様々な変化がありました。そのたびに試行錯誤を重ねて高品質、短納期を心
掛け、安全管理とリサイクルにも全社員で取り組んでおりました。

今回工場が表彰されたことで普段社内にいる社員たちも喜んでおり、大変励みになりま
した。今後益々工夫を重ね、様々な商品開発と安心してご発注頂けるよう品質管理を心掛
け、皆様のお役に立てる会社であり続けるよう社員一同精進してまいります。

≪工場従業員の部≫　大輝印刷株式会社　川崎 博樹
このたび、優良工場従業員の表彰を頂き大変光栄に思います。誠にありがとうございます。
大輝印刷株式会社に入社してオペレ－タ－として 26 年が経ちましたが、関係者の皆様

のご指導ご鞭撻のおかげでここまで来ることができました、誠にありがとうございます。
まだまだ未熟者ですが、これからも精進して参りたいと思います。

この度はこの様な表彰をして頂き、誠にありがとうございました。
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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開催
11月17日㈭に２回目となる

メーカー４社によるPODバス

ツアーが開催されました。

見学先は、キヤノンマーケ

ティングジャパン㈱様、コニカ

ミノルタジャパン㈱様、富士ゼロックス㈱様、リ

コージャパン㈱様にご協力を頂きました。

今回のツアーは、単にハードだけの見学ではなく、各社の取り組みやソリューション実例の「セ

ミナー」＋「ショールーム見学」の２本立てとなった。

各社の内容は、

● キヤノンマーケティングジャパン株式会社様
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

トを圧縮し、自動化を駆使したＪＤＦワークフロー構築と生産の仕組み。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、動画を交え具

体的なビジネスモデルとしてご紹介。

● コニカミノルタジャパン株式会社様
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と今

後の印刷市場への取り組みも合わせて紹介。

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・マーケティング事業委員会より
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● 富士ゼロックス株式会社様
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。

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紹介。

● リコージャパン株式会社様
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。
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今回の各メーカーのセミナーは、各社の取り組みを、実例を紹介しながらプレゼンをして頂い

た。PODは、長尺が印刷でき、後加工機を組み合わせることにより長尺の三つ折りができるよう

になり、後工程に力を入れているようでした。さらに、ホワイトやクリアー、蛍光イエローなどの特

色ができるＰＯＤを積極的に開発されていました。

平日にもかかわらず、47名のご参加を得た。さらに札幌支部以外からも参加を頂き大変好評

を頂いた。

サッポロビール園で行った懇親会では印刷組合員と社員様、各メーカーの方々等、多数の参

加を頂き大変盛り上がりメーカーとユーザーの間で親交が深まった。
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平成29年度 新春経営者研修会のご案内
〜人財こそ企業競争力の源泉〜

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、組合事業推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、「平成29年新春経営者研修会」を下記により開催します。
９月に開催されましたHOPE2016パネルディスカッションでは、「企業の成長戦略では、人材の採

用・育成が重要になる」と導かれました。
そこで、今回は、愛知県名古屋市で印刷会社を経営しています株式会社マルワ代表取締役社長

の鳥原久資を講師に迎え、「人づくりによる中小印刷業のブランディング」にフォーカスして開催しま
す。

株式会社マルワは、人材育成を活かした企業ブランディングを構築し、毎年200人を超える見学
者が訪れる会社です。

また、鳥原社長は、「当社の商品は社員」をモットーにしています。
中小印刷業で、直ぐできる自社ブランドを求め、経営戦略→マーケティング戦略→ブランディング

戦略をべースに、人財、商品、PR（認知度アップ）、そして収益向上につながる取り組みを現在進行形
で行っており、「人財こそ企業競争力の源泉」と捉え、日々、挑戦を続けています。

つきましては、企業の勝ち残りのため、人材を育成し企業ブランドを築く契機として、絶好の機会で
すので、是非、多数の方々が受講くださいますようご案内いたします。

敬具

記

１．日　　時　平成29年１月10日㈫　午後２時45分～午後４時15分
２．会　　場　札幌グランドホテル
　　　　　　　（札幌市中央区北１条西４丁目　TEL011-261-3311）
３．テ ー マ　「社員を伸ばしてファンを作る マルワ流ブランディング戦略」
３．講  　師　株式会社マルワ 代表取取締役社長　鳥原 久資 氏
４．受 講 料　無　料
５．定　  員　80人
６．申込期日  平成28年12月22日㈭〔申込先着順で定員になり次第締め切ります〕

※当日は、北海道印刷関連業協議会平成29年新年交礼会が、午後５時から開催されます。

講師紹介
鳥原 久資 氏　株式会社マルワ代表取締役社長
1958年　名古屋市生まれ　

愛知教育大学卒業後　
愛知県公立小学校、名古屋市立中学校教諭として８年間勤務

1989年　株式会社丸和印刷（現株式会社マルワ）入社　
1998年　代表取締役社長就任
公   職　平成１５年度　　　　名古屋商工会議所若鯱会代表幹事

平成１４年・１５年度　愛知県印刷工業組合青年部会長
平成２０年度　　 　  愛知県印刷工業組合副理事長
　　〃　　　　　　全印工連業態変革推進委員
平成２４年度　  　   全印工連産業戦略デザイン室委員
現　　　在　　　　全印工連CSR推進委員会副委員長
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札幌支部合同例会のご案内

拝啓　厳寒の候、皆様方には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃は、当支部運営に多大なご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、当支部恒例の｢合同例会｣を下記の要領で開催いたします。

ご多忙のことと存じますが、ぜひご出席下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

◆日程：平成29年２月17日㈮
◆会場：札幌東急REIホテル（中央区南４条西5丁目　電話５３１−０１０９）
　　　　（旧札幌東急イン）

　・受付開始　17：30～
　・懇 親 会　18：00～20：00
　　　　　　楽しい催しものを企画しております。乞う御期待！

◆会費：8,000円（当日会場にて申し受けます）

北海道印刷関連業協議会　平成29年新年交礼会

北海道印刷関連業協議会の平成28年新年交礼会が下記により開催されます。

記

◆日時：平成29年１月10日㈫　午後５時

◆会場：札幌グランドホテル／札幌市中央区北1条西4丁目　電話 011-261-3311

◆会費：8,000円
※ 申し込みは、12月９日㈮まで、北海道印刷関連業協議会（電話 011-595-8071）
　 または同所属団体で受け付けています。
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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
師走ですね！気持ちばかりが焦ってしまう今日この頃です。

ついつい時間に追われる毎日ですが、今年１年を振り返りながら充実した 12 月を送りたいと思い

ます。

札幌支部　事務局　五十嵐




