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拝啓　陽春の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引立てを賜り有難く厚くお礼申し上げます。
この度、リョービMHI グラフィックシステム株式会社のご協力を頂き、
POINT2017 Spring Fair を開催する運びとなりました。
今回の Point 展では「デジタルの先にある印刷ビジネスの思考」を
コンセプトにしたソリューション展示とセミナーを同時開催いたします。
皆様ご多忙中とは存じますが、何卒ご来場賜りますようご案内申し上げます。 敬具

平成２９年３月吉日
株式会社大塚商会

デジタルの先にある印刷ビジネスの思考
          ～「Ink on Paper」を「IoT with Paper」に ～                              
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出展協力企業（五十音順）

開催場所 ：  リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー㈱ 東日本支社

同時開催セミナー

主催 ： 株式会社大塚商会 協賛 ： リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー株式会社 

株式会社 江東錦精社
グラフテック株式会社 
コダック合同会社
サイボウズ株式会社
ソフトバンク コマース＆サービス株式会社
ダイヤミック株式会社

デュプロ株式会社
株式会社ホリゾン東テクノ
株式会社モリサワ
株式会社ライオン事務器
リコージャパン株式会社 

新たなビジネス創出の「気づき」につながるセミナー４本



貴　社　名

ご　住　所 電話番号

Mailお　名　前 

部署・お役職名 

FAX

※ 展示機器及びセミナーの内容は変更になる場合がありますので予めご了承願います。

※ ご記入はボールペンなどでお願いいたします。お１人様１枚記入でお申し込み下さい。■ご希望の回にチェックを入れてください

■会場のご案内
■個人情報取得・取扱について　最終更新日：2016 年 8 月 10 日

セミナー A
13日 14:00 -15:30

セミナー B
13日 17:00 -18:00

セミナー C            
14日 14:00 -15:30

セミナー D
14日 17:00 -18:00

・  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
・  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。

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　イベント・セミナー事務局　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。※駐車場もご用意しておりますので事前にご相談ください。

※このチラシはRICOH Pro Cシリーズを使用し、コート紙に印刷しています。

POD推進部
担当：佐藤

03（3514）7625

〒114-0003 東京都北区豊島5-2-8　TEL 03-3297-1931 

各セミナーとも50名 ( 先着順 ) ４月１２日 ( 水 )

「POD×Web活用により成長する中小印刷会社に共通する“３つの道”」
                 ～2020年に向けて、組織的に“生まれ変わる”行動改革～

４月１３日（木）

株式会社バリューマシーンインターナショナル 河島 弘司 氏

４月１４日（金）
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セミナー
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　～  18:00    

13日のみ
B セミナー
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14日のみ

14日のみ

B

POINT2017 Spring Fair セミナー

展示会 出展協力企業・製品（五十音順）
株式会社 江東錦精社
　・Multigraf TOUCHLINE　筋押し・ミシン・折り
グラフテック株式会社
　・FC4550　フラットベッドカッター
コダック合同会社
　・Prinergy8 　ハイブリッドワークフロー
　・SonoraXJ　 完全無処理版
サイボウズ株式会社
　・ Kintone   業務改善クラウドサービス 
ソフトバンク コマース＆サービス株式会社
　・  GMOおみせアプリ（GMO TECH株式会社）

ダイヤミック株式会社
　・TDPシリーズ　 サーマルデジタルプレートシステム
　・SDP-Eco 1630  菊四裁判高速CTP
デュプロ株式会社
　・NJ600H　除電機能付きエアジョガー
　・DC-646　カッタークリーサ
株式会社ホリゾン東テクノ
　・APC-450　電動断裁機
　・BQ-270V　1クランプ無線綴じ機
株式会社モリサワ
　・MVP7 バリアブル印刷ソフト 

株式会社ライオン事務器
　・LF-A601  全自動紙折機
リコージャパン株式会社
　・Pro C9100　高生産・高画質フラッグシップPOD
　・Pro C7100　CMYK＋1色トナー ミッドレンジPOD 
　・Pro C5200　高画質ライトプロダクションPOD
リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー株式会社
　・RMGT 9　LED-UV A 全判オフセット印刷機 
　・RMGT 5　菊四裁オフセット印刷機 
　・RMGT 3　Ａ3縦通しオフセット印刷機

中小印刷会社が「POD×Web」を活用して “価格勝負” でなく、既に持ってい
る “強み” を打ち出し、独自のコンセプトでお客様を獲得していく実践事例と
そのプロセスをご紹介します。“買い方” が劇的に変化している時代にどう実践
していくか、チームで行動を変えていくヒントをご提供いたします。

デジタルの先にある印刷ビジネス
          ～蘇るカタログ印刷ビジネスの最新動向と事例～
一般社団法人 PODi　亀井 雅彦 氏 
消費者の行動は「モノ消費」から「コト消費」に変化、販促はデータベース
を活用し複数のチャネルで顧客にアプローチする「オムニチャネル」への移行
が進んでいます。「オムニチャネル」で、今後プリントメディアに求められる
役割と価値は何か、国内外の成功事例を交えて解説します。

印刷ビジネスの最新動向と展望2017
        ～市場動向と地域戦略～
公益社団法人日本印刷技術協会（JAGAT）　藤井建人 氏 
印刷ビジネスは我が国の経済、情報メディア、広告市場の影響を受けて動く。
2017 年の印刷ビジネスに影響を及ぼす材料には何があるか。印刷ビジネスの
2017 年について、2016 年の振り返りを基礎に様々な与件を加味して、地域活
性やインバウンドの事例を交え解説します。

ご来場とセミナー予約

サイボウズ株式会社 谷口 修平 氏
GMO TECH株式会社 谷内 亮介 氏

ご来場予定 （　　）時頃予定１３日 １４日 ご来場方法 公共交通機関 自動車

営業と販促を変える最新ITソリューション
　　～勝ち組になるための"Web活用"～

日本を代表するIT企業サイボウズとGMO、その２社が提供する最新ソリューション
が可能とする営業の業務改善とO2O販促とは何か。中小印刷会社での取り組みと
事例を交えご紹介します。 

14:00 
　～  15:30    

セミナーC
13日のみ

http://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/17/0414pod/

デジタルの先にある印刷ビジネスの思考
          ～「Ink on Paper」を「IoT with Paper」に ～                              


