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2018年 印刷産業夢メッセ コンセプト
Con c e p t

2018年 印刷産業夢メッセ 3本柱
Compo s i t i o n

基調講演
社会の環境変化に対応するため、今後自らが
どう考え動くべきかを大きな視点で捉え､2人
の講師に熱く語っていただきます。両日それ
ぞれ、午前10時30分から80分の講演です。ソリューションセミナー

各分野におけるソリューションを中心とし
たセミナーです。
1時限は80分【座学(休憩)は20分】です。
22のセミナーをご用意しております。
事前申し込みにより、受講したいセミナー
を選択していただけます。
座学はセミナー終了後、セミナー会場前の
ロビーにて講師との交流の場を用意してい
ます。(飲み物用意)

懇親会
２日目のセミナー終了後、懇親会参加を
希望された方たちと食事をしながら交
流を深め、お互いが夢を語り、夢実現の
方向性を強く実感していただけるもの
と思います。

基調
講演

懇親会
ソリュー
ション
セミナー
〈座学〉

「印刷道」、お客様に寄り添う道づくり

「印刷の価値を共有しあって人づくり」
　７月の西日本豪雨の影響で、日銀広島支店による広島県の景況判断は「基調としては緩や
かに拡大しているとみられる」に引き下げられました。国内の景気は緩やかに回復していると
の発表がありますが、国内需要を市場としているわれわれ中小印刷業界においては回復の実
感が得られていない状況で、個人消費が伸び悩み消費マインドの回復度合いが低迷するなど、

相変わらず厳しい経営環境にあります。
　このような中で印刷産業夢メッセは第14回を迎えます。今年は初めて夢メッセのテーマを実行委員から募集し、「印刷の価値を
共有しあって人づくり」に決まりました。印刷業界が夢のある、元気のある産業として発展していくきっかけになることを願って新た
に「夢メッセ組織委員会」を開設し、会場を広島ガーデンパレスに移して心機一転、夢メッセをさらにレベルアップするために協議
を重ね取り組んでまいりました。
　毎回人気の基調講演ですが、1日目は全日本印刷工業組合連合会会長臼田真人氏による講演です。私たちが担ってきた「印刷」
はこれからどうなるのか。社会がどのように変化しようとも私たちは「幸せ」になるために生き続けます。一人ひとりの「幸せ」を紡
ぐ産業として、過去、現在、これからも人々の幸せをつくり続ける印刷産業を定義する「Happy Industry」を実現する方策につい
て講演していただきます。
　2日目はあなたの心を、人生を、もっと笑顔に…。「Sorriso」代表戸谷有里子氏です。景気回復や少子高齢化による人手不足解
消は中小印刷業界において深刻な課題であり、このような雇用環境においてダイバーシティ経営の取り組みは急務です。人材育
成や活躍推進の具体的な方策について講演いただきます。
　今年も公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）広島地区様のご協力により、広島県内の大学・専門学校の学生
が描いた「広島平和ポスター学生コンペティション2018」の入選作品15点を展示します。このコンペティションは広島でデザインを
学ぶ学生が作品を応募する数少ないコンペです。平和への熱い想いを世界へ伝えたいという学生たちの作品をぜひご覧ください。
　ほかにもビジネスやクリエイティブのヒントが盛りだくさんの多彩なプログラムをご用意しています。印刷の価値を見直し、人々が
つながることによって、今日より明日、明日よりその先の未来に「幸せ」が見えるような新しい価値が生まれることを、同時に、その
ような価値を創造できる人たちがここ広島から生まれることを願っています。

2018年10月
2018印刷産業夢メッセ実行委員長　中本 俊之
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基調講演
Key no t e  S p e e c h e s

ソリューションセミナー時間割
S c h e du l e

10：30 ～11：50

12：45開始

2610/ 金

12：45～

14：05

座学
終了後
20分間

16：05～

17：25

座学
終了後
20分間

14：25～

15：45

座学
終了後
20分間

 A-1-1
小ロットな仕分けと
出荷を大きく変える

～1日1000件の出荷が、たった2人に～

働き方改革と
収益改善を目指す！
～各工程におけるツールご紹介～

「人を援ける印刷機」は
IGASでどう進化したか
～自動化技術、ロボットやIoTの活用を通じて～ ～デジタル印刷を用いたコンテンツ活用戦略～

キヤノンマーケティング・ジャパン㈱

 B-1-1
時代のニーズを
色でとらえる！

～デザインに活用されるカラートレンド～

稼働データから読み取る
問題解決基礎スキル
～不機嫌な印刷現場の直し方～

ＤＩＣグラフィックス㈱

 B-1-2

誠伸商事㈱

 B-1-3

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー㈱

 A-1-2
loT時代を生き抜く
印刷ビジネスモデル
～これからの印刷の価値を
創りだす新しい地図～

売れるマーケティング
戦略の実践！！

～新しい仕事を創出する組織の作り方～

印刷会社の品質保証と
検査エビデンス

～インライン検査装置は『見える化』装置～
富士ゼロックス広島㈱

 A-1-3

コダック合同会社

 C-1-1

㈱小森コーポレーション

 D-1-1

2F 孔雀 2F 白鳥 2F 雅 2F 華

東洋インキ中四国㈱

 D-1-2

㈱ムサシ中四国支店

 C-1-2
常識を超えた！B2枚葉
デジタル印刷機の実力

～成功事例から見る
実力と最適ワークフローは～
コニカミノルタジャパン㈱

 C-1-3
「共感」をつくる！

それが私たちの役割です

ハイデルベルグ・ジャパン㈱

パッケージデジタル印刷
の現状と課題

～技術・市場動向と東洋インキの取り組み～

Happy Industry
人々の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業

臼田 真人 氏
うすだ まさと

全日本印刷工業組合連合会 会長　（（株）アドピア社長）

1969年
2002年
2008年

2012年

2016年

東京都出身
東京都印刷工業組合 理事
全日本印刷工業組合連合会 全国青年印刷人協議会議長
東京都印刷工業組合 常務理事
全日本印刷工業組合連合会 副会長／産業戦略デザイン室委員長
東京都印刷工業組合 副理事長／(一社)日本印刷産業連合会 常任理事
全日本印刷工業組合連合会 会長　
東京都印刷工業組合 理事長／(一社)日本印刷産業連合会 副会長

　今、印刷産業は歴史上でも稀な大変革に直面しています。この中にあって将来にわたって不変的な価値観を見出すことは極め
て困難なことです。
　私達、印刷産業はこれからどうなって行くのか、それを予測することは非常に難しいことですが、印刷産業に課せられた社会的
な責任と役割は今以上に重要なものとなるはずです。
　将来にわたって、労働の概念、社会体制、生活様式がどう変化しようとも、私達は社会の幸せ、産業の幸せ、社員の幸せを追い
求め、「人々の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」を築いて行くことが大切です。
　全印工連は、“Happy Industry”の実現に向け、動き始めます！！
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12：45～

14：05

座学
終了後
20分間

16：05～

17：25

座学
終了後
20分間

14：25～

15：45

座学
終了後
20分間

17：50～

19：20

 A-2-1
間違いだらけの

フォント選び！第２弾
～平成最後の最新フォント事情をお届け！～

布の持つ魅力を
最大限に引き出す

～ありがとう ありがとう ありがとう～

１ランク上の
Photoshop制作

～非破壊編集と進化した“コンじる”～ ～失敗はチャレンジの証し～

㈱モリサワ

 B-2-1
実用段階に進むか…

インクジェット商業デジタル印刷
 ～ IGAS2018に見るデジタル印刷最新情報と
日本のデジタル印刷市場動向 ～

㈱広島経済研究所

 B-2-2

㈱ポップジャパン

 B-2-3

リコージャパン㈱ 西日本ＣＰ営業部 中国グループ

 A-2-2

無処理刷版の最新状況
～無処理版は普及期に！
最新状況説明します！～

「製本」設計の
ポイント&ご提案
～良い本を製本するために～

水はどこへいくのか？
～安定品質を実現する湿し水管理～

まだまだやれる！印刷業界！！
デジタルの活用と仕組み創り
～印刷業界が向かうべき３つの方向性は～

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱

 A-2-3

広島日宝製本㈱

 C-2-1

㈱メディアテクノロジー ジャパン

 D-2-1

2F 孔雀 2F 白鳥 2F 雅 2F 華

2018印刷産業夢メッセ 企画グループ

 D-2-2

2018印刷産業夢メッセ 企画グループ

 C-2-2
オンデマンドビジネスの
可能性を広げる後加工
～誰でもかんたんに加飾印刷＆後処理加工～

中国印刷機材協議会
デュプロ㈱

 C-2-3
原点とは過去ではなく基本。
そこから一歩を踏み出そう！

懇 親 会

2018印刷産業夢メッセ 企画グループ

｜2Ｆ 雅・華の間｜

基調講演
Key no t e  S p e e c h e s

ソリューションセミナー時間割
S c h e du l e

2710/ 土

現状から脱却！働き方改革、活躍推進！
～私たちが出来る新たな取り組み～

戸谷 有里子 氏
とたに ゆりこ

 Sorriso 代表

10：30 ～11：50

12：45開始

　経営者の皆様からよく耳にする悩みのタネが人材確保、人材育成です。　
　他業界が「働き方改革」「女性活躍推進」「シルバー活躍推進」の取り組みを進めている中、「でも、私たちの業界は…」と、言い
たいところですが、出遅れてはいられません。
　ですが、印刷業界で今何が出来るのか？何から具体的にしていけば良いのかが経験が無い為わからないのも現状です。
女性が活躍する為に本当にして欲しいことは何か？シニア世代が活躍する為にできることは？　戸谷の視点から人材を育成・活
躍推進する策として具体例をお伝えします。

1970年 奈良県生まれ。現在は大阪在住。
福岡大学卒業後、南海サウスタワーホテル（現スイスホテル南海大阪）にてフィットネスクラブフロント及びパーソナルインストラスターと
して務める。
その後、デザイン・企画・販促物作成を主に活動する株式会社サンセイ 営業部にて活動をする。入社２年目にて１億を超える新規受注を
獲得し、その後現役を退くまで予算を１度も割ることなく、年間１億～２億の売り上げをあげ続けた実績を持つ。
また、年間約3,000件の受注をこなす効率的な処理方法も注目を得ている。
営業現場の最前線に立ちつつ、営業部長として役員経験もしたことで、経営者の抱える課題を共有できる視点を持つ。
2014年現場を離れ、自ら得たビジネススキル、ノウハウを伝えるために人材育成の活動に入る。
その後ビジネスマナーインストラクター・接客接遇インストラクターディプロマを取得し、株式会社サンセイ顧問となり、2015年 sorriso 
(ソリーゾ）を立ち上げる。
培った経験を行動心理学とあわせ体系化し、誰でも使えるわかりやすい手法を「戸谷メソッド」としてお伝えするセミナーを全国で開催。
実践者ならではの、説明と経験談が「腹落ちする」と好評である。事業を立ち上げ3年目で約3,000人以上を指導。

印刷会社と協力して作った
新書籍と動画サイトでの
クロスメディアへの挑戦
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A-1-1 / 2F 孔雀

小ロットな仕分けと出荷を
大きく変える

～1日1000件の出荷が、たった2人に～

キヤノンマーケティングジャパン（株）
プロダクションシステム企画部 チーフ　渡邊 健一

　RPAからマテハンまで、自動化による改革の最新事情を
ご紹介。一点一様の需要に即対応できるデジタル生産
システムが普及し、ネット通販が拡大する中、課題は、煩
雑な受注業務と、商品を仕分け・出荷するマテハン作業。
改革のポイントは自動化。ロボットが受注業務を自動化し、
導入しやすいコンパクトなマテハンシステムは、たくさん
の人が必要だった多種多様な商品の仕分け・出荷を自動
化。課題解決の最前線に迫ります。

セミナー対象者 全　般

B-1-1 / 2F 白鳥

時代のニーズを
色でとらえる！

～デザインに活用されるカラートレンド～

DICグラフィックス（株）
DICカラーデザイン（株）　辰口 容子

　時代の変化で市場のニーズが変わるように、色にもトレ
ンドが存在します。時代を反映するカラートレンドを読み
解き活用することは、お客様が現在求める価値観や気分
に直接届く強い訴求になり、製品販売に大きな影響をも
たらすことが可能です。
　本セミナーでは、時代ごとの彩りをファッションや商品
パッケージの事例から読み解き、皆様の商品開発におけ
るヒントをお届けします。

セミナー対象者 全　般

A-1-2 / 2F 孔雀

loT時代を生き抜く
印刷ビジネスモデル

 ～これからの印刷の価値を創りだす新しい地図～

富士ゼロックス広島(株)
富士ゼロックス(株) GCS事業本部企画管理部長　杉田 晴紀

　AI ／ビッグデータ／ロボティクスloT化がどんどん進む
社会において印刷の価値はいったいどうなるのでしょうか？
　どんどんデジタルに置き換わる価値、ますます紙媒体
が重要になる価値、あるいはそういう区別さえも超えた新
たな価値とは？
　新たに設立したFvtvre Edgeをベースに展開するお客様
との共創事例やモデルを中心に話をさせてください。
　Happy Industryへ！
　いくばくかでもお手伝いができれば幸いです。

セミナー対象者 全　般

B-1-2 / 2F 白鳥

働き方改革と
収益改善を目指す！
～各工程におけるツールご紹介～

誠伸商事（株）
事業戦略統括本部 次長　原田 勇

　印刷業界の「働き方改革」において、重要な要素の一つ
に「生産性」が挙げられます。生産性の向上を実現する為
には、「効率化」がキーワードとなります。
　当社講演では、各工程での『業務効率化』・『生産性向上』
に役立つツールをご紹介させていただきます。

セミナー対象者 経営者 管理部門 全　般

A-1-3 / 2F 孔雀

売れるマーケティング戦略
の実践！！

コダック合同会社
コダックジャパン ビッグデータ・マーケティングコンサルティング部部長 福山 誠一郎

　現在の日本は、市場環境が大きく変わり、お客様の多く
が売り上げ不振に悩んでおり、結果として印刷物の需要減
につながっているという流れが見られます。こうした中、
市場の変化を認識し、販売方法も変化に対応していくこ
とが不可欠です。
　当セミナーでは、マーケットの読み方、プロモーション
立案の行い方を事例を交えてご説明。
　「売れる仕組み」を作るための「強い組織」育成のポイント
を解説します。

セミナー対象者 経営者 営　業 制　作 管理部門 全　般

B-1-3 / 2F 白鳥

「人を援ける印刷機」は
IGASでどう進化したか

～自動化技術、ロボットやIoTの活用を通じて～

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー（株）
営業本部営業統括部 課長　渡辺 辰洋（中小企業診断士）

　日ごとに厳しさを増す、短納期ニーズや品質管理要求に
応える印刷の現場。RMGTは自動化・省力化、印刷品質向
上、短納期化が進んだ印刷機に加え、ロボット、IoTやクラ
ウド等の技術を活用して、現場の人手不足を補う商品や
サービスをIGAS2018で提案。RMGTの自動化・省力化技
術は、時間と労力を費やす作業を代行し、それによって生
まれる余力で印刷会社が強みやノウハウを発揮できるよ
うに、アシストしていきます。

セミナー対象者 経営者 営　業 制　作 印刷・製本 管理部門

12：45～

14：05

14：25～

15：45

16：05～

17：25

ソリューションセミナー時間割
S o l u t i o n  S em i n a r

～新しい仕事を創出する組織の作り方～

2610/ 金
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C-1-1 / 2F 雅

稼働データから読み取る
問題解決基礎スキル
～不機嫌な印刷現場の直し方～

（株）小森コーポレーション
ＰＥＳＰ事業推進部営業技術課　白石 徹

　『印刷準備に時間がかかる、機械速度が上がらない、
チョコ停が多い⇒予定通りに作業が進まない⇒本来行う
べきメンテナンス作業や社員教育の時間がなくなる⇒更に
品質、稼働率が低下する』このような負のスパイラルを断ち
切ることができず、不機嫌な現場を作り出していませんか？
　トラブルの発生要因や生産性を低下させている本質的
な問題の発見方法と具体的な解決策を解説し、「ご機嫌な
印刷現場」への改善ノウハウを伝授します。

セミナー対象者 経営者 印刷・製本 管理部門 全　般

D-1-1 / 2F 華

パッケージデジタル印刷の
現状と課題

～技術・市場動向と東洋インキの取り組み～

東洋インキ（株）
テクニカル ソリューションセンターカスタマーサポート部 第１課　帯川 武史

　印刷業界における小ロット多品種化という至上命題に
対する答えの一つがデジタル印刷であると言われています。
その必要性が重要視されるなか、国内での導入事例も
多数見受けられ始めました。
　今回は主に、パッケージにおけるデジタル化について
フォーカスを当て、技術や市場動向についてその優位性や
課題をまとめると共に、素材メーカーである弊社の取組み
についてご紹介させて頂きます。

C-1-2 / 2F 雅

常識を超えた！
Ｂ２枚葉デジタル印刷機の実力
～成功事例から見る実力と最適ワークフローは～

コニカミノルタジャパン（株）
マーケティング本部ＰＰＧ事業統轄部 ＩＰ事業開発グループ　岸本 一成

　国内外で導入が進む29インチ枚葉ＵＶインクジェクト
印刷機AccurioJET KM-1の市場評価と導入効果を成功
事例を交え解説します。
　世界一厳しいと言われる日本印刷市場の品質要求に、
従来のオンデマンド印刷の単なる延長では無い新しい価値
を、商業・出版印刷から紙器印刷に渡ってコニカミノルタ
がお応えします。

セミナー対象者 経営者 営　業 制　作 印刷・製本

D-1-2 / 2F 華

印刷会社の品質保証と
検査エビデンス

～インライン検査装置は『見える化』装置～

（株）ムサシ中四国支店
ジクス（株） 代表取締役　高原 亮介

　ここ数年、品質検査装置への関心、導入事例が加速的
に増えてきているが、導入された会社で検査装置を生かし
た使い方がされていない事例を見る事も多い。そこで、小職
が考える検査装置の活用方法、及びこれからのデジタル
印刷における検査システムの在り方について紹介したい。
オフセット印刷のインライン検査装置は「見える化」装置
であり、デジタルも含めこれからの印刷検査は、検品工程
のevidenceとして活用される。

セミナー対象者 経営者 営　業 印刷・製本 管理部門

C-1-3 / 2F 雅

「共感」をつくる！
それが私たちの役割です

～デジタル印刷を用いたコンテンツ活用戦略～

ハイデルベルグ・ジャパン（株）
朝日印刷工業（株） 経営企画部長　富沢 充芳

　自社の業務傾向を分析すると低価格帯業務の比率が高
くなっていることから、低価格帯市場＝一般消費者市場と
考え、この傾向に有効的なデジタル印刷の促進を行って
おります。本セミナーでは、デジタル印刷促進の事例とし
て、地域コミュニティとの結びつきの中で表面化するコン
テンツを活用した２つの出版支援プロジェクトについて
お話しし、その流通チャネルである「ぐんまの本棚」につ
いてご紹介いたします。

セミナー対象者 経営者 営　業

12：45～

14：05

14：25～

15：45

16：05～

17：25

セミナー対象者 全　般

Printing Industry YUME MESSE 7



A-2-1 / 2F 孔雀

間違いだらけのフォント選び！
第２弾

～平成最後の最新フォント事情をお届け！～

（株）モリサワ
プリンティング事業部ユーザサポート部サポートセンター　井上 芽久美

　あなたのフォント選びの感覚、アップデートされてます
か！？デザインにおいて大切なのがフォント選び。
　昔は種類も少なく高価だったため、選ぶ選択肢も限られ
ていましたが、今はサブスクリプション制の販売も多くな
り、バラエティ豊かな最新のフォントがお求めやすい価格
で使える夢の時代です。あなたのフォント選びは、昭和の
センスのままになってはいないですか？最新のフォント事
情をお伝えします。

B-2-1 / 2F 白鳥

印刷会社と協力して作った
新書籍と動画サイトでの
クロスメディアへの挑戦

（株）広島経済研究所
編集長　吉田 尚生

　当社、広島経済研究所は創業68年。週刊経済誌「広島
経済レポート」を発行し続け、年間の取材件数は県内で
延べ5000社以上。2013年には「ひろしま業界地図」を
創刊し、今回、それに連動して、広島の優良企業を動画など
で紹介するサイト「ひろしま企業図鑑」を開設しました。
私たちが、なぜ、この取り組みをスタートしたのか、そして
今後どのようなことを計画しているのかを紹介します。

A-2-2 / 2F 孔雀

無処理刷版の最新状況
～無処理版は普及期に！最新状況説明します！～

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ（株）
執行役員 技術本部副本部長　西川 博史

　無処理版の採用社はさらに増加し、普及期に入りました。
無処理版に関する最新情報と関連情報、無処理版採用頂
いたお客様の事例や状況。また、無処理版導入にあたって
の注意点やポイントを丁寧にご説明します。
　無処理版の意味は？なぜ無処理版を採用する社が増え
ているのか？無処理版に変わると何が変わるのか？課題
は？経営視点の影響、営業視点の影響はあるのか？等々、
疑問にお答えします。

B-2-2 / 2F 白鳥

布の持つ魅力を
最大限に引き出す

～ありがとう ありがとう ありがとう～

（株）ポップジャパン
マーケティング部 営業課　中村 勇太 ・ 川本 貴哉

　ポップ商品を中心とした販促物の製造、販売を手がけ
ていました。現在ではのぼり旗や幕類を中心とした布製品
の製造をメインとしながら、40年以上の歴史の中で培った
布印刷の技術を活かし、新たな販促物の応用を模索して
います。イベントブースの装飾を布の力でもっと魅力的に
人を呼びこみ、オープンするお店に扱いやすい装飾アイテ
ムの提案、自社工場を持ちお客様の本当に望むものをカ
タチにする力を持つポップジャパンだからこそ実現できる
テーマです。

A-2-3 / 2F 孔雀

「製本」設計のポイント&ご提案
～良い本を製本するために～

広島日宝製本（株）
岡崎 浩昭 ・ 能登原 善人 ・ 細川 雅司

　製本の基本をわかりやすく説明します。製本作業を伴
う印刷物を作製する時に、注意しなければならない点を
解説いたします。
　品質を第一に「より良いものを・より早く・より安く」
製本する事が出来るか、工程のムダを無くし、効率よく作
業を進めるやり方等をお伝えします。
　また、商品のご紹介も考えております。

B-2-3 / 2F 白鳥

１ランク上のPhotoshop制作
～非破壊編集と進化した“コンじる”～

リコージャパン（株）
（株）スイッチ　鷹野 雅弘

　Photoshopで直しに強いデータ作りには「非破壊編集」
が不可欠です。調整レイヤー、スマートオブジェクト、ス
マートフィルター、ベクトルマスクなど、非破壊編集の基
本から体系的に解説します。一方ここ数年のPhotoshop
マジックの中心となっている「コンテンツに応じる」(通称
「コンじる」）は、バージョンアップにつれ、使われる場面が
増えています。明日からすぐに役立つ考え方、テクニック
をご紹介します。

セミナー対象者 経営者 営　業 制　作 管理部門 学　生セミナー対象者 営　業 制　作 印刷・製本 管理部門 全　般

セミナー対象者 営　業 制　作 学　生 全　般

12：45～

14：05

14：25～

15：45

16：05～

17：25

ソリューションセミナー時間割
S o l u t i o n  S em i n a r

セミナー対象者 全　般

セミナー対象者 営　業 全　般セミナー対象者 経営者 制　作 印刷・製本 管理部門 全　般

2710/ 土
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C-2-1 / 2F 雅

実用段階に進むか…
インクジェット商業デジタル印刷
 ～ IGAS2018に見るデジタル印刷最新情報と

日本のデジタル印刷市場動向～

（株）メディアテクノロジー ジャパン
B.I統轄部　松永 邦愛

　日本でフルカラー連帳インクジェットが普及して10年、
デジタル印刷が日本でどう活用され、今、どこを目指して
技術開発が進んでいるのか。
 今年7月に開催されたIGAS2018で紹介された、デジタ
ル印刷機やデジタル対応加工機の最新情報を含め、これ
だけは知っておいていただきたいインクジェットデジタル
の話です。

セミナー対象者 経営者 営　業 制　作 管理部門

セミナー対象者 営　業 印刷・製本

セミナー対象者 経営者 営　業 管理部門

セミナー対象者 営　業 印刷・製本 管理部門

D-2-1 / 2F 華

まだまだやれる！印刷業界！！
デジタルの活用と仕組み創り
～印刷業界が向かうべき３つの方向性は～

2018印刷産業夢メッセ 企画グループ 広島県印刷工業組合 青年部会
（株）宮﨑南印刷 代表取締役社長　大迫 雅浩

　ＩＴを活用し紙とデジタルを融合した「情報発信企業」であり
続けようという想いと、業種変革やリストラではなく仕組みづく
りや雇用開発により人材の持つ潜在能力を生かせるビジネスを
生み出す事業展開を目指す宮崎南印刷のコンセプトは「新しい
顧客開拓と新しい紙の需要を創る、印刷会社がやるべきＩＴ化」。
印刷出版不況である昨今、宮崎南印刷の挑戦についてお話し
いただきます。また印刷業における死活問題ともなりうる官公
需取引における著作権問題についても触れていただきます。

セミナー対象者 全　般

C-2-2 / 2F 雅

オンデマンドビジネスの
可能性を広げる後加工

～誰でもかんたんに加飾印刷＆後処理加工～

中国印刷機材協議会
（株）デュプロ／デュプロ精工（株）

営業部 国内マーケティンググループ　吉川 浩
顧客製品開発部門 マーケティンググループ　外薗 恒治

　昨今オンデマンドプリンタは、各社の技術革新がものす
ごいスピードで加速し、オフセット印刷に勝る画質となっ
てきました。そのような中で、さらにオンデマンドプリンタ
を活用したビジネスの発展が必須となってきております。
　オンデマンドビジネスが進んでいる海外では、どのよう
な後加工を活用して成功をしているか実際の導入事例を
元にご紹介いたします。

D-2-2 / 2F 華

水はどこへいくのか？
～安定品質を実現する湿し水管理～

2018印刷産業夢メッセ 企画グループ 広島青年印刷研究会
ＡＳＩＡＭＩＸ（株） ロハスプリント中部支社 営業技術部　小島 充揮

　オフセット印刷作業は変動要因が無数にあり、毎回同じ
印刷物を仕上げる難さを感じている方も多いと思います。
この様々な変動要因を把握することは、安定した品質で
印刷することやトラブルが起きた時の解決への近道です。
今回は変動要因の一つである「湿し水」をいかにブレなく
安定して供給させるかについて解説し印刷現場における
湿し水の挙動を、ミクロからの視点だけでなく、印刷機全
体、工場環境も俯瞰した視点から解き明かします。　

C-2-3 / 2F 雅

原点とは過去ではなく基本。
そこから一歩を踏み出そう！

～失敗はチャレンジの証し～

2018印刷産業夢メッセ 企画グループ
福山支部 価値組夢メッセ企画チーム パネルディスカッション

感動会社 楽通　田村 慎太郎 ・ （有）グレイス　是久 昌信 ・ 価値組委員長　占部 憲樹

　時代が急速に変化する今、私たち印刷業界がこの先ど
のように進んでいくのか不安ではないでしょうか？
　5年先10年先のビジョンが描けない。デジタル化が進み、
紙は減少し続けるのではないか。そんな話をたびたび聞き
ます。このままではいけないと誰もが思っている。
　でも、どのようにしたら良いか判らない、一歩が踏み出せない。
　そんな方にこのセミナーを受講していただき、業界の発展
そして未来に繋げていただければと思います。

12：45～

14：05

14：25～

15：45

16：05～

17：25
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JAGDA広島平和ポスター
学生コンペティション2018入選作品展

Ga l l e r y

　JAGDAが開催する「ヒロシマ平和ポスター展」では未来のデザイナーを育むべ
く学生枠を設け、事前に行う「JAGDA広島平和ポスター学生コンペティション」
で選ばれた入選作品を展示しております。今年の「ヒロシマ平和ポスター展」は
7/24から7/30まで「旧日本銀行広島支店」で開催されました。
　広島県のグラフィックデザインを学ぶ学生たちが「平和」と向き合い、悩み考え
て描いた作品の中から、広島県のクリエイターたちが選んだ秀作15作品をご覧く
ださい。

主　催
JAGDA公益社団法人

日本グラフィックデザイナー協会広島地区
共　催

比治山大学（2018年度ホスト校）
後　援

公益財団法人ヒロシマ平和創造基金、
公益財団法人広島市産業振興センター

協　力
ひろしまデザインネットワーク、

”H”ADC広島アートディレクターズクラブ、
WAH（WORD AD HIROSHIMA）

審 査 員
JAGDA会員、”H”ADC会員、WAH会員

対 象 学 校
広島県内の大学・専門学校で、

グラフィックデザインを教育している学校
入　賞

グランプリ、準グランプリ、
JAGDA広島賞、“H”ADC賞、WAH賞

入　選
10作品

JAGDA広島平和ポスター
学生コンペティション2018 概要

グランプリ
穴吹デザイン専門学校  高塚 遼さん

JAGDA広島賞
広島市立大学  大道寺 ダニカさん

“H”ADC賞
穴吹デザイン専門学校  山戸 美波さん

WAH賞
広島市立大学  宗藤 朱音さん

準グランプリ
比治山大学短期大学部美術科  谷口 徳美さん

入選
穴吹デザイン専門学校  上瀬 華さん

入選
穴吹デザイン専門学校  岡谷 怜奈さん

入選
穴吹デザイン専門学校  小松 美慧さん

入選
穴吹デザイン専門学校  佐藤 風歌さん

入選
広島市立大学  平原 茉由子さん

入選
広島市立大学  坂元 美沙さん

入選
広島市立大学  仲居 千乃さん

入選
広島市立大学  大上 ひとみさん

入選
広島市立大学  山本 藍里さん

入選
比治山大学短期大学部美術科  竹森 香那さん

10 印刷産業 夢メッセ



アクセス
Ac c e s s

会場案内
Venu e  Gu i d e

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 徒歩5分

・・・・ 約10分

・・・・ 徒歩1分

※会期中は大変混雑します。
　また、プログラムが長時間にわたり、懇親会にはアルコールがありますので、
　電車・バス等の公共交通機関をご利用願います。

◎駐車場39台（有料）

タイトル「夢」
について

印刷産業夢メッセ 表紙タイトル「夢」は
セイコービジネス株式会社
宇都宮 五郎 会長筆によるものです。

■新幹線・電車でお越しの場合

■お車（高速道路）でお越しの場合

■高速バスでお越しの場合

JR広島駅「新幹線口」から

山陽道広島東インター経由広島高速1号線「間所I.C.」より

広島バスセンターから広島バス27・29番で「若草町」下車

2 F

A

BD

C
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2018

広島県洋紙商連合会
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2018

広島県製本工業組合
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