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埼印工組 新春賀詞交歓会
2019年の新春を祝う
埼玉県印刷工業組合の平成最後の新春賀詞交歓会は、1 月 16 日（水）
、浦和ワシントンホテルで行われた。
参加者は、来賓、組合員、関連企業合計 84 名となった。
第一部新春講演会は、希望の多かったウェブの講演で、講師には昨年テクニカル・ウェブセミナーで講師
をお願いしたウェブ解析士であり、㈱パワーメディア取締役の大岡歩夢氏に再度お願いした。演題は『印刷
会社の差別化戦略と相乗効果』
。
第二部賀詞交歓会には、来賓に衆議院議員の田中良生氏、牧原秀樹氏、村井英樹氏、埼玉県議宮崎栄治郎
氏、中央会熊谷支所長松本充良氏、ウェブ解析士協会小林祐一氏もおいでいただき、はなやかに行われた。
新副理事長の司会で第二部がスタート。最初に岩渕理事長が挨拶に立った。渋木副理事長が来賓、関連企
業を紹介した。続いて関連企業の一口挨拶、その後参加関連企業を代表して富士ゼロックス埼玉㈱海津裕明
氏が挨拶を述べた。
懇親会は、杯を交わしたり名刺交換をしたりいつもの光景で、明るく賑やかに進んだ。
最後に浦和支部組合員が登壇し中締め、城戸副理事長の閉会のことばで滞りなく終了した。

岩渕理事長挨拶

司会は新 副理事長

来賓関連紹介 渋木副理事長

来

田中良生氏
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村井英樹氏

乾杯
新井顧問
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「第二部」賀詞交歓会
来賓ごあいさつ

宮崎栄治郎氏

中央会

松本充良氏

岩渕理事長の挨拶
皆様、明けましておめでとうございます。
米中関係が緊迫しているせいなのでしょうか、年末
から株価が大きく動いているようですが、皆様にも影
響があるのでしょうか？私は株の売買をやっていない
ので直接的には影響がありませんが、米中の動向は大
変気になります。中国が地球の裏側に人工衛星を着地
させることに成功したというニュースはショックでし
た。日本は「はやぶさ２」を来月リュウグウに着陸させ
る予定のようです。成功を祈りますが、これからも我
が国は科学技術における現在の地位を維持できるのか
と心配になってきました。本日お越しいただいており
ます先生方に今後の日本の舵取りをお願い申し上げま
す。
本日、埼玉県印刷工業組合の新年会を開催しました
ところ、衆議院議員の田中良生様、同じく牧原秀樹様、
同じく村井英樹様、県議会議員の宮崎栄治郎様、埼玉
県中小企業中央会熊谷支部長松本充良様、本日の講演
会で講師をお勤めいただきました大岡歩夢様を始めと
する大勢のご来賓の下、このように盛大に新年会を開
催することが出来ましたことに感謝申し上げます。
あまり知られていないことかもしれませんが、印刷
業の特徴の一つは事業所数の多い事です。経済産業省
の統計資料で「都道府県別の産出事業所数 第１～３
位品目（工業生産品目で多いものの上位３点、という意
味だと思いますが）」という表があるのですが、これに
よりますとオフセット印刷の事業所数は全国で 7,340
社で断トツなのです。第二位が製缶板金製品（自動車の
板金と思いますが）で 3,645 社、第三位がその他の製
造食料品 3,157 社です。
全国 47 都道府県ありますが、オフセット印刷の事業
所数が一番多い県は何と 27 県で、オフセット印刷の事
業所数が二番目の県が 12 県、同様に三番目の県は 4 県
と、47 都道府県の内、43 県でオフセット印刷の事業所
数が上位 3 位に入っているのです。
事業所数が多いということは、それだけ仕事がある
ということでしょうが、それだけ競争が厳しいという
ことも言えると思いますし、或いは、オフセット印刷

閉会あいさつ
城戸副理事長
浦和支部 3 本〆

業界が力を合わせればもっと大きなことをできる、と
言えるのではないかと思います。
インターネットの出現で印刷業界は苦戦苦難の時期に
ありますが、このような時こそ新しいことに挑戦し、
イノベーションを起こす絶好の機会なのです。本日の
講演にありましたように印刷と ICT の相乗効果を発揮
できるような会社に、会社の体質を改善していくこと
は極めて有力な方法です。是非この方向に向かって進
んでください。
苦戦苦闘している要因の一つである知的財産権の取
り扱いに関しましては、昨年大きな前進がありました。
国の方針として、印刷物請負契約の際には、
「知的財産
権の財産的価値について十分に留意した契約内容とす
るように努めること」と明言してくれました。実際に経
済産業省や中小企業庁のチラシやホームページにはこ
のように記載されています。即ち、
「契約書の文言とし
て、
『＜無償で（印刷物のデータを）譲渡する・利用す
る＞旨の記載を削除する』ことで、著作権の財産的価値
に配慮した契約内容になる」と記載してくれています。
これは「自由民主党中小印刷産業振興議員連盟（会長：
中曽根弘文参議院議員）」の先生方の役所に対する働
きかけによるものです。本日出席していただいており
ます、田中先生、牧原先生、村井先生は議員連盟のメン
バーですから、この場をお借りしまして三人の先生方
に感謝を申し上げます。
国の方針が文章で出されたのですから、このことを
県や市町村に周知徹底するには我々自身で頑張らない
といけません。知的財産権（印刷物の著作権と電子デー
タの所有権）は印刷会社の生命線でありますので、自助
努力を第一としながらも必要な場合は先生方のお力を
お借りして実現していきたいと思います。
本日は食べ放題、飲み放題となっておりますし、地元
浦和の地酒の中で最も旨い酒（内木酒造の「純」と「旭
正宗」）をご用意しましたので、美味しい料理を食べ懇
親を深め、有意義なひと時となることを期待していま
す。
有難うございます。
（3）
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新 春 講演会 参加報告

講演会の様子

「印刷会社の差別化戦略と相乗効果」を
テーマに（株）パワーメディア 大岡講師
に講演いただき、印刷物とウェブの解析
事例や相乗効果、社内での取り組み方や
社員教育といった幅広い内容でお話しい
ただきました。特に印象深かったのは、
コーヒーチェーン大手 2 社を比較した
ウェブ解析と印刷物の解析事例です。
コーヒーチェーン大手 2 社のサイト
を比較するとビジュアル的に A 社の方
が大きめの写真を使用していて、情報が
飛び込んでくるイメージですが、B 社は
HTML 構造化を用いて効果的にマーケ

大岡講師

ティングを行っていることもあり、ウェ
ブサイトの合計訪問者数は A 社の約 6 倍
講師紹介 新保副理事長
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にもなるそうです。HTML 構造化とは、
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構造化マークアップを行ったサイトの検索結果の例

HTML で書かれた内容をクローラーが適切に理

大変有意義な時間を過ごすことができました。

解できるように情報を付加したものです。構造

現在当社では、埼玉県印刷工業組合（印刷関

化マークアップを行うことで検索結果に画像や

連資格士会）の「企業の経営力向上は、社員一人

価格、評価といった情報を表示できるため、視

ひとりのレベルアップにある」というスローガ

覚的にページ内容を想像できることからウェブ

ンに賛同し、社員の資格取得を奨励し、一人ひ

サイトへの誘導に有効と言われています。

とりの能力向上を目指しています。実際に様々

また、印刷物の解析事例として、宅配寿司専

な分野の社内勉強会を行っており、ラーニング

門店 C 社のチラシは毎回、文言やレイアウトな

ピラミッドで言う能動的学習を取り入れていま

どを少しずつ変えることで、どのタイプで反響

す。講演で「資格取得を通して独自の認識やや

が大きかったか売上の変化を測定しているそ

り方だけでなく、世間一般的なやり方を知るこ

うです。この他に、ウェブ解析をもとに反応の

とができる。一方で本人の独自性や継続的な努

あったキャッチコピーや画像を DM やチラシ、

力が必要。」と仰っていましたが、これは他の資

ポスターに転用し、店舗の売上が通常のチラシ

格についても同じで、組合で取り組んでいるク

よりも 30％増えた事例も紹介いただきました。

ロスメディアエキスパートや印刷営業士といっ

私は普段、WEB 関連業務を担当しており、

た資格も取得して終わるのではなく、継続的に

ウェブ解析の重要性は認識していましたが、講

努力してレベルアップできるよう取り組んでい

演会を通して自社に不足しているものを痛感し

きたいと思います。

つつ、活用方法をさらに深く学ぶことができ、

（文責

関東図書㈱ 鹿嶋麻依子）

（5）
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台湾視察

平成31年
2月14日
（木）台北
・15日
（金）台中
・16日
（土）台北

青年部会の研修が、2 月 14 日・15 日・16 日

通販をベースとし、台湾に 2 拠点、中国に 2 拠

の日程で実施されました。今回は青年部として

点、年商 40 億超と急成長してきた印刷会社で

初の海外研修で台湾に訪問しました。

す。まず、健豪印刷会社様の工場長様からご挨

研修初日は、台湾に到着後「九分」を訪問しまし

拶を頂戴し、大型スクリーンにて会社案内が放

た。
「九分」はジブリ映画『千と千尋の神隠し』

映されました。その後、工場見学となりました。

のモデルとなった場所で非常に趣のある建物に
参加者は感銘を受けていました。
初日夜は懇談会を行い、台湾の料理や飲み物を
堪能しました。
研修 2 日目は、今回の研修の目的である現地
印刷会社視察で、台北のホテルから 2 時間程バ
スで移動した台中にあります「健豪印刷会社様
（Gain-How Printing Co.,Ltd.）」へ訪問しまし

オフセット印刷機保有総台数が 56 台、デジタ

た。健豪印刷会社様は 1997 年創業で 20 周年

ル印刷機（HP Indigo / Konica KM-1）の総台

を迎えたばかりの会社ですが、インターネット

数 が 16 台、CTP が 14 台、後 加 工 機 が 20 台、

（6）
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埼玉県印刷工業組合青年部

台湾視察

その他インクジェット機や箔押し機、UV ニス

出来ない経験と、現地印刷会社視察から得た貴

コーター機、カレンダー作成機、うちわ作成機

重な体験と刺激を今後の組合活動に繋げていき

等々が複数台と、非常な規模の大きさに参加者

たいと感じます。

は驚いておりました。工場見学後、ショールー

青年部では、今後も様々な研修やイベントを

ムを拝見し、健豪印刷会社様の社員様と意見交

企画していきますので、

換を行い、活気溢れる良い機会となりました。

皆様の積極的な参加を

最後に健豪印刷会社様の社長様からご挨拶を頂

お待ちしております。

戴し、視察は終了となり、その後台北に戻り「夜

（文責

設楽剛史）

市」にて懇親を行い 2 日
目が終了となりました。
研修最終日は午前中
に観光を行い、帰国し、
今回の青年部海外研修
が終了となりました。
今回の海外研修では
日本では感じることの

バックカーボン・ナンバーリング印刷

カッターミシン・伝票丁合・セパレートワックス・減感加工

信頼と技術、ガッツなパートナー
株式
会社

深谷カーボン

〒 360-0004

埼玉県熊谷市上川上 952-5

電 話 048-520-1649 FAX 048 -520-1410
ホームページ http://www.ksky.ne.jp/~youichi/
（7）
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富士ゼロックス「Future Edge」見学バスツアー

神奈川・海老名

鍋倉マネージャー

参加者
見学の様子

埼玉県印刷工業組合（岩渕均理事長）は 11
月 16 日、富 士 ゼ ロ ッ ク ス の 新 拠 点「Future
Edge」見学バスツアーを行った。今回のバスツ
アーは、富士ゼロックス埼玉㈱と富士フイルム
グローバルグラフィックシステムズ㈱との共同
企画で埼印工に提案し、採用されたもの。
この拠点は、富士フイルムグループの富士ゼ
ロックス㈱（玉井光一社長、東京・港区）が、印
刷技術を活用したコミュニケーションの変革
に、顧客とともに取組むオープンイノベーショ
ン拠点として、18 年 5 月 30 日に神奈川県の海
老名事業所内に開設した。技術開発拠点である
海老名事業所内にあることで、営業やシステム
エンジニアだけでなく、開発や生産の担当者も
直接顧客と課題を議論しながら、新たなビジネ
スモデルの実現に向けて迅速に動くことを可能
にしている。
見 学 は、鍋 倉 光 伸 Ｇ Ｃ Ｓ 事 業 本 部 Future

（8）

Edge 推進部コンシェルジェマネジャーの引率
で進んだ。冒頭あいさつで鍋倉マネジャーは
「ここは２階の Smile Garden のセミナールー
ムである。各社の担当者に来てもらい、デジタ
ル印刷化して何が変わるのか議論してもらう場
である。１階は Smart Factory。インラインの
ワークフロー、オフラインの中綴じ製本、ＤＭ
の自動封入封緘機を含めて、多くの自動ライン
をご覧いただける環境を用意している」と話し
た。
取材規制が厳しく、うまく伝えられないのが
残念だが、トーク・解説の時間と、実際の見学
を織り交ぜて飽きさせずに見せてくれた。特に
デジタル印刷におけるシルバー、ゴールド、メ
タリックカラーの輝度が目を引いた。通販カタ
ログなど束のあるものも、一般ユーザーには、
デジタル印刷とオフセット印刷の違いなど分ら
ないだろう。
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懇親会のときには質疑応答の時間が設けら
れ、岩 渕 理 事 長 は「 こ の セ ン タ ー は、イ ン ク
ジェットや後加工の大量のジョブをやる場所だ
が、ＰＯＤもここでやるのか」
富士ゼロ「みなとみらいにセンターがあるが、
オフィスビルでインクジェット機を置けない。
本、データプリント、冊子型のＤＭなどは、こ
れから伸びると思うので、その生産拠点を海老
名に設けた。従来のＰＯＤはさらに強化しなけ
ればならない。埼玉を含め、全国にショールー
ムがあり、六本木にＧＣＳ東京というＰＯＤ専
門のセンターを設けている。六本木と埼玉はい
ずれ結ぶが、ここのコクピットと全て連携する。
顧客が埼玉にいても、海老名をのぞける環境に
する」
岩渕理事長「印刷機で刷るものと、ぶつかる
面もあるかもしれない」

富士ゼロ「インクジェットとオフセット印刷
の生産量が近づいてくると思う。オンデマンド
は、中途半端な生産性ではなく、もっと現場よ
りに入って、検査装置も含めて、何も手をかけ
ずにできるモデルになっている。１０００万円
を切って、もっと普及すると思う」
埼印工「それは印刷会社でなくても、一般の
会社に置いてもらう環境になっているのか」
富士ゼロ「正直そうなると考えられる。これ
まではメーカー側の思惑であるが、もう一つの
キーワード、それは働き方改革である。ますま
す人が減る中、オフィスでどこまで作業をやら
せるか。基本的には自社内で印刷することであ
るが、それを協力印刷会社に渡して、そこで印
刷するという選択肢もあり、そこでジョブは伸
びると思う」
（文責 ㈱日本印刷新聞 小林英孝）

予告

クロスメディア･エキスパート対策講座を計画中！
平成31年7月20日
（土）9：30～17：30
8月3日
（土）
〃
8月10日
（土）
〃

試験は、8月25日（日）
会場はさいたま市宇宙劇場の
予定

会場が確定しましたらご案内を致しますので、是非ご予定ください。

（9）

ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

埼

洋

和正様（84歳）
平成31年2月14日

㈲須賀印刷（川越支部）

ご尊父

須賀

清一様（85歳）

本

会

-

代表取締役社長

会

大塚

員

暁

比企郡小川町大塚一〇八

355
0328

☎〇四九三（七二）〇〇三〇

〒

＊洋紙のご需要は地元埼玉の洋紙店を＊

古瀬

北関東支店

㈱ 大塚紙店

誠美堂印刷㈱（浦和支部） ご尊父

〒

社

-

-

☎〇三（五八二六）五一七一

東京都台東区北上野一 九- 一- 二
住友不動産上野ビル６

☎〇四八（五七二）二五二五

- 本庄市前原二 三- 二-五

郡司勝美

深谷市上柴町東五 二- 二 二-

〒

代表取締役社長

武 正㈱

〒

〒

武正進介

- さいたま市見沼区卸町一 三-三

溝口泰男

新城

享

- ふじみ野市福岡五六一 三-

代表取締役社長

☎〇四八（六八五）〇七一一

溝口洋紙 ㈱

代表取締役社長

☎〇四九五（二四）一一七一

367
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埼印工だより
普段はなかなかお会いすることのない埼印工組合員の
事業所のすてきな社員の方をご紹介していただきます。
第1７回目は、株式会社櫻井印刷所さんです。

Vol.17 ㈱櫻井印刷所 営業部 加藤 絵里子さん

我が社の

すてき

ZOOM UP!

社員

営業部、若手社員の加藤絵里子さんです。入社 2 年目で営
業も少し慣れてきたようですが、お客様からの要望に提案や
スケジュール管理、各部署への手配に奮闘の毎日です。
「まだ
まだ力不足で、上司や先輩のフォローやアドバイスをいただ
いています」と不安を感じながらも「完成品を見ていただい
たときのお客様の嬉しそうな表情は、もっと頑張ろうという
気持ちにさせてくれます。ひとつひとつの経験を大切にして
いきたいと思います。」と営業への意欲に自信を見せてくれて
います。
「あらいぐまラスカル」がお気に入りで普段は「ほんわか
オーラ」で社内をスペシャルに和ませてくれるムードメー
カーです。風景写真が好きで、本やカレンダーの草原、小さな
町の風景などの写真を見ると、不思議と見入ってしまうそう
です。
彼女の明るく丁寧な営業スタイルは、誰からも親しまれ、
女性ならではの気配りがお客様への安心感へ繋がっているよ
うです。当社ではウーマノミクスプロジェクトの推進をして
おり加藤絵里子さんのこれからの活躍に期待しています。

新組合員紹介
今家印刷㈱
代表取締役

今家元治 様
〒335-0036 戸田市早瀬1-5-10
TEL 048-422-2625 FAX 048-422-2627

中小企業診断士

菊池明

東洋インキ勤務35年の
診断士です。

この様な方 気軽にご一報ください。
・補助金を申請したいが、
書類を作る手間が大変で困っている。
どうしたらうまく承認がもらえるのだろうか。
・経営計画や事業計画で
経営革新計画や経営力向上計画を申請したい。
外部の専門家の目も入れてみたい。
・組織や人事制度で
      古くなってきて今のままでよいか考えたい。
      新しい試みもしようと思っている。
・生産工程や作業の効率化、コストダウンを図りたい。
■住所：埼玉県北足立郡伊奈町小室7585 電話 080－2343－9449
E-MAIL kikuchisindan@gmail.com
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・ダム建設

上

奈落の底

作 品

展

・祭り

オモーイ

㈱深谷カーボン
深町満夫

鴻巣びっくりひな祭り

髙橋印刷製本㈲
髙橋 徹

すてきな作品お待ちしています

皆様の自慢の作品を募集しています。ご応募、お問い合せは埼玉県印刷工業組合事務局まで。奮ってご応募ください。
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