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B級グルメが人気である。言葉の定義は、東京の雑誌編集者が提唱した「安価で、贅沢さはなく
庶民的だが、美味しい料理」とされており、郷土料理とは一線を画しているが、古くから地元で育まれ
た独特の食文化という「ご当地グルメ」の側面が徐々に大きくなってきている。
2006年からは“B‒1グランプリ”と称した全国大会が年1回開催され、毎回50万人近い来場者

で活況を呈しているという。静岡県富士宮市や秋田県横手市など、停滞気味だった旧来の観光地
が古くから根ざしている食文化「やきそば」を通して、B‒1グランプリでの優勝をきっかけに再び脚
光を浴びたことから、まちおこしの一端を担っているともいえる。
私の地元・小樽でも飲食店の店先に「あんかけ焼きそば」の幟を見かけるようになった。油で
炒めた麺の上に、具だくさんの醤油餡をかけて食するスタイルは、長崎の「皿うどん」に似ているが、
もともとは本州における中華料理店の賄い料理が起源なのだという。腹持ちがよく身体が温まるこ
とから、戦後、小樽がまだ港町として繁盛していた頃から港湾で働く労働者たちに愛されて定着した。
現在、市内外で30軒近い店舗が「小樽あんかけ焼きそば親衛隊」を結成し、ホームページを開設
するなど積極的に広報活動をすすめたこともあって、知名度が徐々に上がり始めている。ちなみに道
内では他にも、炭鉱労働者たちに親しまれた芦別市のスープ料理「ガタタン（含多湯）」や、歌志
内市の「なんこ（馬のモツ）料理」などの「ご当地グルメ」があり、いずれも郷土開拓使や、かつ
ての地場産業と深く関わっていたことを知ることが出来た。
いま、日本人の食生活に大きな変革の波が押し寄せようとしている。
4月から乳製品や大豆を原料とする食品類が軒並み値上げされたが、これらが単に為替相場（円

安）だけが原因なのではなく、むしろ世界中で熾烈な食糧の獲得合戦が繰り広げられている影響の
大きさは計り知れない。もっと危機感を持つべきなのに、メディアはあまり大きく取り上げないのも、
異様に思えるし、世界有数の輸入大国である日本において、食糧自給率は低くなる一方で、TPP交
渉に傾倒する国策にも疑問が残る。
地域経済、すなわち“地産地消”に基づいた「ご当地グルメ」が、食文化が多様化する現代に

おいて如何に理に適っているかを窺い知ることが出来たことは非常に興味深い。また、これらが未来
への警鐘であり、同時に解決への糸口にも感じつつ、今後のTPP交渉の推移を注意深く見ていきた
いと思う。

北海道印刷工業組合理事・小樽支部長　米澤正喜
米沢印刷紙業株式会社　代表取締役

「ご当地グルメ」に見る未来
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理 事会は、板倉理事長のあいさつにつづき、定数
報告が行われ、理事長を議長に議事に入った。

⑴ 平成26年度事業報告については、概況、組織の状
況、諸会議の開催状況、実施事業について説明さ
れ、承認した。
⑵ 平成26年度決算（案）については、平成27年3月
期の財産目録、貸借対照表、損益計算書、予決算対
比表、剰余金処分案について説明され、4月22日に
会計監査が行われ、決算内容・会計処理は適正で
ある旨の監査報告書をいただいたことが報告され、
平成26年度決算（案）を承認した。
平成26年度決算額は、収入総額31,176,246
円、純利益金額が1,116,720円となり、平成26年
度末の正味資産は12,363,926円となった。
剰余金処分案は、前期繰越剰余金5,908,206

円 に 当 期 利 益 金 額1,116,720円 を 加 え た
7,024,926円から定款規定による特別積立金
120,000円を処分額として、6,904,926円を次期
繰越剰余金とすることとした。
また、本部・支部合算の貸借対照表・損益計算
書について承認した。
⑶ 平成27年度事業計画（案）については、基本方針
とそれに伴う「組織の拡大」、「広報活動の強化」、
「未来を創る業界運動の展開」、「共済事業への
加入促進」、「福利厚生事業の実施」、「組織・財
政状況の検討」、「組合創立80周年誌編纂の準備」
を柱とした事業に取り組むことを承認した。
⑷ 平成27年度収支予算（案）については、平成26
年度は北海道情報·印刷文化典が開催されたこ
とから、平成26年度決算額31,176,246円から
8,826,246円を減額した22,350,000円を計上す
ることを承認した。
⑸ 平成27年度組合員の賦課金額及び徴収方法の決定
（案）については、売上自主申告の20ランク制とし

て、当月分賦課金を当月末までに所属支部の指定
口座に払い込むことを承認した。
⑹ 理事の報酬（案）については、専務理事報酬限度
額を原案どおり承認した。
⑺ 平成27年度借入金の最高限度額（案）については、
運転資金として500万円とすることを承認した。
⑻ 組合員との取引については、内規に基づき「北海
道の印刷」の印刷を株式会社正文舎に発注するこ
とを決定した。
⑼ 新規加入組合員として、株式会社ホクシンラマナプ
ロジェクト（札幌支部）とNTSプリント工房株式会
社（同）の2社の加入を承認した。
⑽ 平成27年度通常総会の開催及び提出議案につい
ては、5月15日㈮午後2時30分からガーデンシティ
札幌駅前（札幌市中央区北2条西2丁目TKP札幌
ビル）で開催し、午後4時から懇親会（会費3,000
円）を開催することを決定した。
提出議案は、①平成26年度事業報告について、
②平成26年度決算（案）について、監査報告、
③平成27年度事業計画（案）について、④平成27
年度収支予算（案）について、⑤平成27年度組合
員の賦課金額及び徴収方法の決定（案）について、
⑥理事の報酬（案）について、⑦平成27年度借入
金の最高限度額（案）についてを提出することを
決定した。
⑾ 平成27年度全道合同委員会については、6月26日
㈮午後1時からガーデンシティ札幌駅前で上期北海
道地区印刷協議会と併せて開催することとした。
また、当日は、経営者研修会を全印工連経営革
新・マーケティング委員長の瀬田章弘氏を講師に
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」および「共創ネットワーク通信の案
内」をテーマに開催する。

平成27年度通常総会提出議案を審議
平成27年度第1回理事会開催

平成27年度第1回理事会が、4月24日午後1時30分から札幌市中央区のエイト会館で全道
から理事15人と監事2人が出席して開催され、平成26年度決算、平成27年度事業計画（案）、
同収支予算（案）などを審議し、平成27年度通常総会の開催日時、会場、提出議案を決定した。
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製 紙メーカーは、為替相場の急激な円安による原
材料価格の高騰を理由に、今年2月から10％

以上の印刷用紙価格の値上げを断行した。
これは、あまりにも唐突であり、到底容認できる状
況ではないが、昨今の情勢を鑑みると値上げを完全に
阻止することは残念ながら厳しい状況にある。
当組合では、全印工連の協力のもと、このたびの印
刷用紙値上げは企業経営に大きな影響を及ぼすこと

が懸念されることから、北海道印刷工業組合のホーム
ページに、組合員各位がお客様にお願いするために利
用できる「印刷物ご発注に関するお願い」文書（押
印有り）を組合員専用（ID・パスワードが必要）で用
意をした。
なお、当組合はこの印刷用紙の値上げにはあくまで

も反対の態度を貫いている。

印刷物ご発注に関するお願い
お願い文書作成

北海道印刷工業組合は、このたびの主要製紙メーカー各社による一方的な印刷用紙の値上げ
について基本的に反対であるとして、全印工連と連携して対応をしている。
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現 在、個人情報保護法の下で、個人情報を取り扱
う事業所は、事業の規模や情報量の多少に拘

わらず、情報の取得・保存・利用に関する基礎知識や
管理体制の整備が求められています。
このたび、全日本印刷工業組合連合会では、東京都
印刷工業組合の協力を得て、印刷業を取り巻く個人情
報の環境が、今後厳しい様相を呈するなかで、組合員

企業を対象にプライバシマーク（Pマーク）やISMS
に準じる印刷業界認定の独自のマネージメントシステ
ムとして、個人情報保護法に基づき印刷関連事業所を
適用範囲に構築した「日本印刷個人情報保護体制認
定制度（JPPS）」（講習3時間×5回、申請・ヒアリン
グ1回、書類審査）を策定しました。
講習会開催要領は、下記のとおりです。

日本印刷個人情報保護体制認定制度
（JPPS）講習会のご案内

北海道印刷工業組合は、「日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）」講習会を開催し
ます。

記

1. 日 時 第1回 平成27年 6月4日木 14：00～17：00
第 2回 平成27年 7月2日木 14：00～17：00
第 3回 平成27年 8月6日木 14：00～17：00
第 4回 平成27年 9月3日木 14：00～17：00
第 5回 平成27年 10月1日木 14：00～17：00

申請・ヒアリング 平成27年 11月5日木 時間は講習時に通知

2. 会 場 花月会館（旭川市3条7丁目　電話0166-62-1101）

3. 受 講 料 170,000円（1社1名、テキスト・CDデータ代・審査認定料を含む）［消費税含］
2人目からは、10,000円［消費税含］

4. 認 定 方 法 講習会全5回出席を条件に、申請書類提出・ヒアリング、書類審査を実施し判定します。

5. 認 定 期 間 2年間　ただし、認定1年後の中間講習、2年後の更新講習の受講が必須です。
（別途、受講料が必要です）

7. 申込締切日 平成27年5月15日金

8. 定 員 10社で締切ります。
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本 研修会では、全印工連が、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。
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。

記

1. 日 時 平成27年6月26日金  午後1時
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る）

記

【日時】平成27年5月15日金　総会：午後2時30分／懇親会：午後4時10分
【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）

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

北海道印刷工業組合は、平成27年度第1回経営者研修会を下記により開催します。

北海道印刷工業組合平成27年度通常総会のお知らせ
平成27年度通常総会が下記により開催されます。組合員皆様の多数のご出席をお願いいたします。
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「印刷経営·技術研修会」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」～

北海道印刷工業組合は、「印刷経営·技術研修会」を開催する。

北 海道印刷工業組合は、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、「印刷経営・技術研修会」を下記により開催
する。

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する。
この研修会は、「札幌支部6月例会」との共催になっ
ている。

記

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日土　ただし、定員になり次第締め切る。

8. 受講申込 北海道印刷工業組合ホームページ（http://print.or.jp）から申込ができる。

講師紹介 河島 弘司  氏 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

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、㈱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。
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「2015北海道情報·印刷産業展」
開催にあたって

新しい時代の印刷産業を見据え、ICT技術に機敏に対応する展示会として、

平成5年から取り組み、今年で23回目となる「2015北海道情報·印刷産業展」が、

6月11日㈭、12日㈮、13日㈯の3日間、出展48社153小間の規模で、札幌市白石区

のアクセスサッポロを会場に開催する運びとなりました。

「2015北海道情報·印刷産業展」に、ご出展いただきました印刷・情報機器、資

材メーカーならびに北海道印刷機材販売業者懇話会会員の皆様など、多くの関係

者各位のご理解とご協力に心から厚くお礼申し上げます。

印刷産業を取り巻く環境は、未だにアベノミクス効果が実感できなく、需要の減退、価格競争の激化による

収益の著しい低下のなか、デジタル技術の急進展による技術融合、業際化、顧客におけるペーパーメディアの生

産の活発化など様変わりしてきており、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、情報伝達の手段が多岐になり、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行かなければ将

来展望は描けなくなっています。

ソリューション・プロバイダーとして、社会の要求に応えるビジネスを推し進めるためには、自社の設備や技

術力を充実・向上させることはもとよりでありますが、同業者・関連業者・隣接異業種等とのコラボレーショ

ンを積極的に推進することも一つの方法であり、新しいビジネス発掘の手がかりに繋がるものと考えられます。

そのためには、最新の技術動向・情報を収集し実践することが必須であり、「北海道情報·印刷産業展」

へ寄せられる期待は年々高まって来ているなかで開催します、今年の「2015北海道情報·印刷産業展」は、

道内印刷産業の将来を展望し、企業経営の価値を見出し、クロスメディアの推進に必要な印刷関連資材・

情報機器等の選択、情報の交流、ソリューションビジネスの構築等について、十分にご期待に応えられるも

のとなるよう展示方法等に工夫を凝らし、一層の充実を図っております。

また、好評を博しています公式セミナーは、本年はさらに内容を充実し、「望まれる印刷・関連企業にな

るために【第9弾】」として、4つのジャンルで開催し、新たな情報発信を行います。

さらに、全道の皆様に、全国の優れた印刷製品を、見て、触れていただける、「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」を同時開催します。

新しいかたちの産業として発展を続ける印刷産業を、自身の目で確認するとともに、ユーザーの皆様や

印刷産業に興味を持たれる若人にその姿を的確に伝えるため、広く声を掛け合って、「2015北海道情報·

印刷産業展」に、多くの皆様がご来場されますことを切望して、開催にあたってのあいさつとします。

平成27年5月

北海道情報·印刷産業展実行委員会

会 長　板 倉 　 清
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道 内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る。
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行かなければ将来展望
が描けなくなっている。
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確信
している。
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
式セミナーを開催する

〔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〕
㈱印刷出版研究所、㈱日本印刷新聞社、
ニュープリンティング㈱

〔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、製本機械、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
6月11日木・12日金・13日土／アクセスサッポロで開催

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）は、2015北海道情報·印刷産業展を開催する。
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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
OKI MICROLINE VINCI C941dn

㈱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

㈱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
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2015北海道情報·印刷産業展

昨年の2014北海道情報･印刷産業展

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

㈱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
PDF校正ソフトProof Checker PRO

㈱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
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2015北海道情報·印刷産業展

昨年の2014北海道情報･印刷産業展

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

㈱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㈱
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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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

北海道情報･印刷産業展実行委員会は、「望まれる印刷・関連企業になるために【第9弾】」
の4つの公式セミナーを開催します。奮ってご参加ください。

❶ 6月11日木　13：00～14：15
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 コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱　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。

❷ 6月11日木　15：00～16：15
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」

㈱メディアテクノロジージャパン
講 師 ㈱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㈱ マネージャー 阿部正法 氏

㈱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。

❸ 6月12日金　13：00～14：15
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」

リコージャパン㈱
講 師 ㈱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！！

❹ 6月12日金　15：00～16：15
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」

富士フイルム グローバルグラフィックシステムズ㈱
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
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。

申し込みは、 http://www.print.or.jp からできます。

○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3番55号）
○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。
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▶広小路印刷㈱社長に吉田富子氏
広小路印刷株式会社（滝川市一の坂町西3丁目1番31号）は、このたび、吉田正治社長の逝去に伴い、新しく代

表取締役に吉田富子氏が就任した。

▶大日精化工業㈱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。

▶㈱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、このだび、事務所を移転した。
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

業 界 の う ご き

第28回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会のご案内

第 28回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会が
開催される。

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回目となる。開催要領は右のとおり。

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

（TEL：011-562-6070）

▶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
札幌支部
平成27年4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
札幌支部
平成27年5月1日加入

新 規 加 入 組 合 員


