
東京都印刷工業組合
（公益社団法人）東京グラフィックサービス工業会
埼玉県印刷工業組合
栃木県印刷工業組合
千葉県印刷工業組合

リコージャパン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
ダイオーポスタルケミカル株式会社
株式会社ムトウユニパック
桜井株式会社
株式会社ウチダテクノ
株式会社ミマキエンジニアリング
株式会社研美社
入船製本工房

東京都千代田区外神田4-14-1

東京都千代田区外神田1-18-13

POD推進部

Change!

Change!

Change!

10/13（金）

10 /12
（木
）

秋葉原UDX
秋葉原駅 電気街口（北側）から徒歩約3分

12日13:00（受付12:50）～20:00（最終受付19:30）
13日10:00（受付09:50）～18:00（最終受付17:30）

12日13:00（受付12:45）
13日10:00（受付09:45）

秋葉原コンベンションホール
5F カンファレンスフロア

印刷関連業様向けイベント印刷関連業様向けイベント
大塚商会だからできる印刷会社様をまるごとコンシェルジュ！

検索大塚 POINT2017

〒

(       　    )(         　  )

■太枠内をご記入ください。 ■欄内の※は必須記入項目です。記入漏れのないようご注意ください。  ■恐れ入りますが、ご記入は黒のボールペン、万年筆などでお願いいたします。

ご氏名
ご所属部署名

お役職

ご住所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

フリガナ

フリガナ

※
※

貴社名
団体名

フリガナ

※

※

※※

※

FAX 0120-48-0348
●本お申し込みに関するお問い合わせは右記電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。　TEL:04-7148-1735　株式会社大塚商会　DM発送センター

※お1人様1枚記入でお申し込みください。
※FAXより複数人数でお申し込みの際はコピーしてお申し込みください。

●ご記入にあたり「個人情報の取り扱いについて」の内容をご確認いただき、ご同意の上ご記入お申し込みください。

Web申し込み http://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/17/1013point/2017

展示＆セミナーのお申し込み ご希望のセミナーにチェック　 をお入れください
お申し込み 10月12日（木）

10月12日（木）

□ □展示会のみお申し込み 10月13日（金）

10月13日（金）

a)事業者の氏名又は名称
株式会社大塚商会
b)個人情報保護管理者について
株式会社大塚商会　個人情報保護統括責任者
連絡先は、「f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて」をご確認ください。
c)個人情報の利用目的について
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的に利用します。
商品、サービスに関する情報の提供および提案、連絡、マーケティング活動(メール・お電話・郵送・FAX・訪問等によるご案内・
連絡等)/商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答(アンケート等による商品、サービス、企画、
お客様ご利用状況・満足度等の調査等)/商品、サービス、その他のお問い合わせ、依頼等の対応、試用の提供等/お客様から
の各種お問い合わせ、資料請求など依頼対応/展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内、回答/統
計資料の作成のため/その他一般事務・業務等の連絡、お問い合わせ、回答/お客様から受託もしくは個別のサービスにて同
意を得た範囲内で利用する場合 等
代金の請求、回収、支払い等の事務処理（イベントが有償の場合）/展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関
する参加登録（受付カードへの記入、名刺の受け渡しを含む）/参加登録された情報に関する確認、連絡、問い合わせ、回答
（メール・お電話・郵送・FAX・訪問等による）/賞品の発送のため
d)個人情報の第三者提供について
ご記入いただいた個人情報はイベントの協賛・協力・出展企業に提供する場合があります。提供の目的は商品、サービスの情
報またはマーケティング活動（イベント、改善提案など）に関する情報の連絡です。提供する項目は氏名、役職、団体法人名、部

署名、連絡先（ご住所、電話/FAX番号、電子メールアドレスを含む）です。
大塚商会と提供企業とは、個人情報保護に関する契約を締結いたします。なお、提供項目は目的達成に必要な最低限とし、提
供手段は当社の定めた安全な手段といたします。また、法令の定めによる場合、お客様ご本人および人の生命や身体又は財
産の保護のために必要な場合、あらかじめお客様ご本人から同意を得ている場合にも第三者に提供します。
e)個人情報の取り扱いの委託について
ご記入いただいた個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、第三者へ個人情報を委託する場合があります。その
場合は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を締結いたします。
f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて
お客様ご本人またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止、消
去および第三者への提供の停止(以下“開示等”という)を要求される場合の連絡先は、イベントの主催部署、または下記お問
い合わせ先になります。手続きについては、大塚商会の次のサイトでご確認ください。
https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html
お問い合わせ先：株式会社大塚商会　広告宣伝部
E-mail:event@otsuka-shokai.co.jp　 FAX:03-3514-7881
g)個人情報のご記入について
ご記入にあたって、すべての項目を記入いただくかは、任意とさせていただきますが、未記入とされた項目によっては、手続き
や適切な対応ができない場合があります。
h)未成年者の個人情報取得について
本人が未成年者(２０歳未満)の場合は、親権者または保護者の同意なく個人情報を取得いたしません。

■個人情報取得・取扱について　最終更新日：2017 年 4 月 5 日

semi A
semi B
semi C
semi D
semi E

semi F
semi G
semi H
semi  I

semi N
semi O
semi  P
semi Q

秋葉原駅

電気街口
北側

in
秋葉原UDX

ス
タ
ー
ト

アクセス

JR でお越しの方
秋葉原駅　電気街口より
つくばエクスプレスでお越しの方
秋葉原駅　A1出口より
東京メトロ日比谷線 でお越しの方
秋葉原駅　3番出口より
東京メトロ銀座線 でお越しの方
末広町駅　1番出口

秋葉原駅直結！

コンベンションホール 5F

セミナー
会場

★セミナー
　会場

コンベンションホール
5F

初日は夜8時まで開催！お仕事帰りにぜひ！

協 賛

後 援

13:0
0～2

0:00

10:00～18:0013:10～１３：５５
14:20～１5：0５
15:20～１6：0５
16:25～１7：1５
17:35～１8：20

13:00～１4：10
14:30～１5：40
16:00～１7：00
17:20～１8：50

semi R
semi K
semi L

semi M

10:00～１0：4５
11:20～１1：50
13:00～１3：40
13:50～１4：50
15:20～１6：50

10分休憩

11:00～１2：00
12:50～１4：10
14:25～１5：10
15:30～１7：00

concierge for 
your success

※いずれかにチェックをお入れください

9つのゾーンでもっと深く見やすく展示！

受付をすませて、ホッと一息つきながらご覧いただける映像をご用意！

ピッツニーボウズジャパン(株)
(株)ホリゾン東テクノ
ビデオジェット・エックスライト(株)
(株)ウチダテクノ

リコージャパン(株)
コダック合同会社
リョービMHIグラフィックテクノロジー(株)
デュプロ(株)

※組織形態は略させていただいております。順不同です。ご了承ください。

シアターゾーン

印刷工場ゾーン
顧客ニーズに対応する高付加価値な印刷事例サンプルで収益向上をご提案！
～印刷から加工までわかりやすいコンテンツでビジネスヒントをお届けします～

キヤノンマーケティングジャパン(株)
グラフテック(株)
東京ラミネックス(株)

総務・営業ゾーン

見 どころ

働き方改革やコスト見直しでかしこくお得な運営をご提案！
～新電力やセキュリティの見直し、グループワークなど納得の快適化提案～

(株)トスバックシステム　(株)大塚商会　トレンドマイクロ（株）　SKY（株）　（株）ライオン事務器

デザイン室ゾーン
もっと効率的に!クリエイティブに!大塚商会がご提案するNewスタイル！
～フォントやソフト、機器だけでなく環境全てがクリエイティブへつながる！～
リコージャパン(株)
ブラザー販売(株)

プロセッシングゾーン
さらなる付加価値で収益向上をご提案！顧客の満足をつかむヒントに！！
～大判やガーメントプリンタ、箔、レーザーなどなど盛りだくさん！～

コラボレーションゾーン
ビジネスのヒント満載！販促や人事、協業など、さまざまなアイデアがつまってます！
～販促で困った。新しい販促はないの？そんなお悩みにお応えします！～

マテリアルゾーン
素材の進化を実感いただけるゾーン！新商材のヒントへ！
～すぐにでも始められるビジネスヒントや代わり素材など多数展示！～

パネルゾーン 素材やビジネスヒントなどじっくりご覧いただけます！

(株)ワコム
アドビシステムズ（株）

インターテクノ（株）
EIZO(株)

（株）ソフトウェア・トゥー
(株)モリサワ

(株)トヨテック
グラボテック（株）
ブラザー工業(株)/(株)トーヨーコーポレーション

(株)ミマキエンジニアリング
桜井(株)
(株)スカイロボット

キヤノンマーケティングジャパン(株)
アコ・ブランズ・ジャパン(株)
パイオテック(株)

(有)ゴルゴオフィス
(株)裕星グループ

(株)クレス
合同会社 オンデマンド
（株）アサヒ企画

(株)ダーツ
(株)みやもと
（株）コンパス

公益社団法人 東京グラフィックサービス工業会
(株)青写真
パーソルテンプスタッフ(株)

ダイオーポスタケミカル株式会社
(株)ムトウユニパック

パナック(株)
(株)中川製作所

イトックスサプライ(株)

(株)竹尾　平出紙業(株)　大和板紙(株)　長井紙業(株)

（株）研美社
入船製本工房



10/13
（金）

10 /12
（木
） セミナー会場B-3 セミナー会場B-1

各¥4,700-

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

semiA
13:10

～

１３：５５

semiF
13:00

～

１4：10

semiG
14:30

～

１5：40

semiH
16:00

～

１7：00

semi I
17:20

～

１8：50

semiB
14:20

～

１5：0５

semiC
15:20

～

１6：0５

semiD
16:25

～

１7：1５

semiE
17:35

～

１8：20

働き方改革

働き方改革

経営・管理層・販促向け

LINE WORKS①

仕事を変える3つの理由 ビジネス版LINEのご紹介

時間・場所からの解放！ 
テレワークで実現する“働き方改革”

クライアントを離さない“営業ツール”のつくり方、育て方

L I N Eの使いやすさと安心のセキュリティを兼ね備える
「LINE WORKS」は、どこでも使える、誰でも使える、LINEと
つながる、で企業のワークスタイルを大きく変革します。
本セミナーでは、「LINE WORKS」が働き方を変える三つの理由
をご紹介します。電話やメールよりも速く届き、未既読の確認、
感情が伝わるスタンプなどで変わる新しいワークスタイルを
デモを交えてご紹介します。

働き方改革という言葉が広まりつつありますが「残業禁止」など
掛け声だけ先行しているのが実態です。本セミナーでは働き方
改革の実現方法としてテレワークに注目し、社員・会社の利益を
どのように得ていくかを具体的なソリューションを交えてご紹介
いたします。

「お客様都合で仕事がなくなり、そのまま切られた」「最近、お客様が
減ってきたような…」こんな声をよく聞きます。実はこれにはとても
シンプルな“理由”が! その理由を解き“できる営業マン”に変わって
お客様に“知ってもらい”、“選んでもらう”「営業ツール」のつくり方・
使い方を、はじめて実践する方にもわかりやすく解説いたします。
「忙しすぎて営業できない」「小難しい横文字の手法はわからない」
「もっとうまくお客様に伝えたい」とお悩みの経営者さま、ぜひ
明日から実践できるヒントをお持ち帰りください。

ワークスモバイルジャパン株式会社講師

働き方改革

「いま、そこにある脅威」

ビッグデータ活用によるマーケティングソリューション
～印刷物の付加価値を高める～

事業を継続する上で必要不可欠となっているセキュリティ問題
企業の資金を狙うものから、データ破壊、情報漏えいなど、
たった一度の事故が経営に多大な影響を及ぼす事もあります。
セキュリティの第一歩は「知る」ということ。脅威の現状と、その
対策を解説いたします。

プロモーション全体のトレンドを紹介し、デジタルマーケティングが
普及する中で、印刷物の付加価値を高め、顧客と共に成長する
ためには何をすべきか、事例をもとに説明いたします。

トレンドマイクロ株式会社
SKY株式会社講師

ユーザー事例から見る
「LINE WORKS」で変わる仕事スタイル

ワークスモバイルジャパン株式会社講師

働き方改革 LINE WORKS②

ビジネスチャット市場で圧倒的なシェアを確立している
「LINE WORKS」。導入した多くの企業様から現場のコミュニ
ケーションが改善したお声をいただいています。
「LINE WORKS」を導入した企業の「新たな働き方」とは？ 
「LINE WORKS」の導入事例と効果を業種業界別にご紹介します。
企業での働き方が「LINE WORKS」でどう変わるのか？のヒント
がきっと見つかります。

人材のお悩み解決！

最新！採れる「採用プロモーション」とは？
採用にお悩みの企業様必見！採用がなかなか出来ない…。
応募者が集まらない…そもそも採用手法ってなに？
そのようなお悩みを抱える企業様が増えています。売り手市場
の今だからこそ、大切なのは企業の採用力と、採用手法の選択。
まずは、労働者の現状を知り、解決の糸口を見つけてみませんか？

パーソルキャリア株式会社講師

本気のコスト削減！ 印刷業のみなさま必見！

新電力とLEDを最大限に活用した
電気代削減のポイントとは！！
印刷工場での印刷機械・コンプレッサー・受変電設備など止めら
れない機械の電気代を減らすのは難しい…と思っていませんか？
照明・空調にかかる電気代も踏まえ、そのコストをどう抑えられる
かをお話しいたします！ 新電力・LED・照明制御の組み合わせで
大幅削減する方法を伝授！ お聞き逃しなく！

ご存知のとおり、印刷通販やWeb to Printなど、新しい印刷
サービスではWebが重要な役割を果たしています。そして、こ
れからもWebは新規印刷サービスづくりのカギになっています！
どうやっているのか…何が引っかかるのか…
このセミナーでは儲かる新規印刷サービスづくりのヒントを惜し
げもなくご紹介いたします。

また、そのヒントをもとに新規印刷サービスづくりを練習してみ
ませんか？
ワークショップでサービスづくりの考え方を実践してイメージト
レーニングしましょう！新規印刷サービスで売り上げ・利益を伸ば
したいみなさま必聴！
是非ご参加ください！

AdobeMuseは、紙媒体のデザイナーや印刷会社のDTPオペ
レーターなどを対象としたWebサイト制作のためのツール！
HTMLやCSSなどのコードを記述せず（Webの専門的な知識は
不要）イラレで作図するようにWebページが制作できます！Gデ
ザイナーやDTPに携わる人たちのスキルを生かすことができる
ので、新たな仕事となり得る領域です。初心者はもちろんMuse
を勉強中の人、使いこなせていない人にも役立つ内容になって
います。

大塚商会講師

専門知識不要のWebページ制作！

印刷会社とデザイナーのための
Muse速習講座

インストラクショナルデザイナー講師

新規事業開発！

儲かる！！
新規印刷サービスづくりのヒント集盛りだくさん！

ブライター・レイター講師

大塚商会講師

講師

45分
70分

70分

60分

90分

semiN
11:00

～

１2：00

semiO
12:50

～

１4：10

semi P
14:25

～

１5：10

semiQ
15:30

～

１7：00

60分

80分

45分

90分

45分

45分

50分

45分

semiR
10:00

～

１0：4５

semiK
11:20

～

１1：50

semi L
13:00

～

１3：40

13:50

～

１4：50

semiM
15:20

～

１6：50

45分

30分

40分

10分
休憩

60分

90分

～あの小さな会社がお得意様を離さない本当の理由～

～外部・内部にあるセキュリティ脅威とその対策～

皆川 正昭氏

江成 充 氏

株式会社スカイロボット

新規事業開発！

ドローン最前線！
ドローンの活用方法と今後の展望
近年ドローンの産業利用が注目され、インフラ点検事業や土木事
業、更に農業でも利用され始めました。何故ドローンは急速に利
用が広まっているのか？
そもそもドローンとはどの様なものなのか？
ドローンの実用例や今後の活用ニーズ、用途を含め現在のビジネ
スノウハウなど惜しみなくお話しいたします。
また紙媒体との連携ビジネス展開のヒントなど、新規事業開発に
役立つ内容をお届けいたします。

講師

福田 剛大氏サイ・クリエイション

営業・販促・制作・クリエイター向け 販促・制作・クリエイター向け

名刺を最強の武器にする方法
名刺交換はビジネスの第一歩。そうはわかっていても、、、
マナー重視や形式化された名刺交換は仕事に直結しないと思って
いませんか？名刺交換とは名刺を渡して終わりではありません。
あなたの魅力を伝える場です！このセミナーでは表現力豊かな
名刺で瞬間的に魅力を伝達する方法をお伝えします。

講師

鷹野 雅弘氏

山下 潤一郎氏

境 祐司氏

株式会社スイッチ 代表

販促・制作・クリエイター向け

タイトルの通りこの転換期を読むには、時代の変化を正しく分析し、
その中で印刷業の傾向と対策を見据え、どのような道に進むのか
見極めなければ未来と展望が開けないのでは？
国内のみならず海外事情、最近の印刷関連設備についてなど幅
広くお話しします。また、未来を見据えてのM&Aの必要性や印刷業
におけるM&Aとは？概要と事例を交えてわかりやすく解説します。
今何を優先すべきかが見えてくるセミナーです！

予測が難しい印刷業の未来と展望

株式会社DMC/プリプレス・センター/他 代表講師 藤田 靖氏
経営・管理層向けコダック合同会社講師

経営・管理層向け

Adobe CCとモリサワフォントで実現する
インバウンド向け制作物の作成
モリサワパスポートは多言語対応となっており、英語はもちろん、
簡体字（中国本土、シンガポールなど）・繁体字（香港、台湾、マカオ
など）・ハングル・タイ文字をサポートしています。MacOSや
Windowsでそれぞれの言語を入力する方法から、メニューや
ポスター、チラシなどの制作物を多言語展開する上での
Illustrator（変数）、InDesign（データ結合）の活用方法まで、
ワークフローに沿ってご紹介いたします。

講師

定員 36名 定員 70名 セミナー会場B-3 セミナー会場B-1定員 36名 定員 70名

～印刷業は今、人も会社も変化が求められる
　　　　　　　　　　　　転換期に何をすべきか～

2017年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行され、個人
情報の取扱いが5，000件以下の事業者であっても個人情報保護
法上の義務を負う「個人情報取扱事業者」となります。本セミナー
では、改正個人情報保護法のポイント・事業者が守るべき事項お
よび、プライバシーマーク取得を目指す企業様向けに最新の審査
動向を踏まえ、解説いたします。

改正個人情報保護法＆最新のプライバシーマーク審査対策！
株式会社OSK ITコンサルタント講師 関口 厚子氏

経営・管理層向け

～改正個人情報保護及びプライバシーマーク審査のポイントお教えします～

圧倒的な規模のECモールが乱立する中、これらに比べ1桁少ない
規模の独自ドメインECは、この先の動向をどう見据え、顧客に対
してどんな価値が提供できるのだろうか。
デジタルマーケティングによって紙であるカタログやDMが、最先端
ツールへと生まれ変わる可能性など、老舗総合通販だからこそ
挑戦できるWEB戦略について語る。

カタログ通販の強みを生かすためのEC戦略

一般社団法人PODi 代表理事

株式会社ディノス・セシール
CECO EC本部EC企画部ゼネラルマネージャー

講師

特別
講師

西村 和栄氏

石川 森生氏

販促・経営・管理層向け

～デジタルマーケッターの紙の活用～

※パーソルテンプスタッフ株式会社のグループ会社である人材紹介・媒体領域で
　DODAを運営する「パーソルキャリア株式会社」がお届けいたします！

会社員時代に対人恐怖症に悩まされるも、半年に3000人との名刺
交換をきっかけに、渡すだけで仕事が取れる絶対受注名刺メソッド
を確立。電通ワンダーマンなどを経て、2006年サイ・クリエイション
設立。広告や販促ツール制作を中心に活動。著書多数。

次世代マーケティングを実現する戦略ツールとしてPODの可能性に
魅せられ、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年に株式会社バリューマ
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。

1996年にDTP制作プロダクション「株式会社スイッチ」をスタート。
その後、Web制作、コンサルティング業務にシフト。トレーニングやテ
クニカルライティングのほか、書籍の企画や編集なども行っている。
2015年から大阪芸術大学 客員教授。

米国系戦略系経営コンサルティング会社、欧州系通信機器メー
カー・国内インターネットサービス企業の市場調査部門、米国系デジ
タル印刷市場調査会社などを経て、ブライター・レイターを設立。印
刷業界内外で有名であり、様々な講師としても登壇。執筆活動も精
力的に行い、各レポートでも定評を得ている。
最近ではdrupa現地視察前後での講演で多忙に活躍中。

I l lustratorで大事な2つの機能、「オブジェクトの再配色」と
「アピアランス」の機能と使いどころ、現場での作例など、実際の
ファイルを使ったデモでわかりやすく解説します。
今まで使わなかったことを後悔する、一度知ったら手放せない
ふたつの機能を是非使いこなしましょう。

「Illustratorのスキルをアップデート！
再配色とアピアランスをマスターする」

講師

現在フリーランスのデザイナー兼イラストレーター。グラフィックデ
ザイン、Web、パッケージ、UI、カット、キャラクターイラスト、テクニカル
イラスト等制作分野は多岐に渡る。またIllustratorやPhotoshop
等 のセミナー講師、雑誌書籍の執筆等多方面で活動中。
IllustratorCCの公式サンプルアートを制作。Illustratorのテクニカ
ルブログであるイラレラボの人。別名カワココ。

1961年5月22日生。札幌開成高校出身。1984年立命館大学産業
社会 学部卒業後、クツワ株式会社（大阪）入社。1988年8月札幌に
て個人創業。1991年2月 法人設立、代表取締役就任。

SBIホールディングスに入社、SBIナビ（現・ナビプラス）の立ち上げに参画。
その後、ファッション通販サイト・マガシークでマーケティング部門の責任
者として、サイトリニューアルやサイト改善PDCA確立、広告CRM最適
化、海外の最先端ソリューション導入を推進。株式会社タイセイのWEB
部門を分社化した株式会社TUKURUを創業。2016年2月より現職。

川端 亜衣（カワココ）氏デザイナー・イラストレーター

セミナー&ワークショップのご案内 ※全セミナーは事前お申し込みで無料に！
　お申し込みはホームページにてお受付いたします！

※展示内容やセミナー内容等は都合により変更になる場合がございます。
　ご了承ください。

初のドローンセ
ミナー！

Virtual Printing Office

今年のPOINT
は印刷会社まるごとコンシェルジュ！

顧客視点のマーケティングが紙媒体を蘇らせる！
紙媒体がどんどんWebに取って代わられている昨今、Web化を
進めてコスト削減につなげるはずが…。どんどん顧客離れが！？一
体何が…。「価値あるデジタルコンテンツは、差別化と保存を求
めて、印刷に行き着く」のである。
リアルな声が今後の印刷界に光を！お聞き逃しなく！

印刷工場

デザイン室
企画・制作・販促

総 務

コラボレーション

プロセッシング
（加工）

営業

Welcome!
Thank you
very much!

入 口

受 

付

印刷工場ゾーン

マテリアル
ゾーン

ホッと一息
シアターゾーン

コラボ

コ
ラ
ボ

パ
ネ
ル

コラボ

アンケート
引換

アンケート記入
＆

休憩ゾーン

WC▶
総務ゾーン営業

ゾーンデザイン室
ゾーン

プロセッシング
ゾーン


