
21 東印工組第 214 号 

平成 22 年 3 月 10 日 

委員 各位 

東京都印刷工業組合 

経 営 革 新 委 員 会 

マーケティング委員会 

 

第 5回経営革新委員会並びに第 5回マーケティング委員会(合同開催)報告の件 

標記会合について下記のとおり報告致します。 

記 

１．日 時 平成 22 年 2 月 18 日（木）16：00～19:30 

２．場 所 日本印刷会館 2階会議室 

   

 

 
 

 

（全印工連）

 

４．議事の概要 

マーケティング委員会瀬田副委員長の司会で開会。 

冒頭、マーケティング委員会萩原委員長が概要以下の挨拶を行なった。 

 「今日からできるビジネスコラボレーション」は今回で3回目になるが、東印工組の仲間

6社が、魅力のある商品をご自分のビジネスにされているので、是非その中からヒントを持

ち帰っていただき、またビジネスの場としてこの「ビジネスコラボレーション」を使って

いただきたい。 
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【研修会テーマ】｢今日からできるビジネスコラボレーション Part3｣ 

―仲間 6社からのプレゼンテーションと商品紹介― 

各社が約 20 分概要以下のとおり発表した。 

 

<1>㈱昇文堂「オリジナルトランプのご提案」 

オリジナルトランプの起業 

隙間産業に特化することを目指し、平成14年さまざまなオリジナル紙製品を製造し、印

刷および合紙・抜き・貼り・アッセンブリーに至るまでトータルに管理している。 

お店や企業・商品の販促ＰＲ、イベントの贈り物用としてオリジナルトランプを開発し、

54枚のカードすべてオリジナルが基本である。CTP・UVオフセット印刷（デジタルデータで

刷版を作製）と面付けソフトを駆使し、コストダウンとともにより早く対応することが可

能となった。 

<製品仕様> 

・サ イ ズ ブリッジサイズ（一般用）89×58×3Ｒ  

      ポーカーサイズ（プロ用）89×63×3Ｒ  

・材  質 トランプ用紙（キリフダグロス）、カード紙（アイベストW）、 

   プラスティク（乳白エンビ） 

・外  箱 裏白コートボール、プラスチックケース＋スリーブ、貼箱・桐箱 

・表面加工 トランプニス、OPニス 

・そ の 他 シュリンクパック、キャラメル包装（ティアテープ付フィルム） 

トランプ製作例

名所江戸百景トランプ、寿司トランプ、仮面ライダートランプ、宝塚トランプ、サザン

オールスターズトランプ、こどもなぜなぜトランプ、三国志トランプ、広島カープトラン

プ、阪神タイガーストランプ、養命酒トランプ等。 

他の主な製品 

①オリジナルカルタ（CD付） 

伝統歌留多から洋風カルタまであり、読み上げCDをつけることもできる。若い世代で 

はCDのランダム再生機能を使い、1人で遊ぶことが流行っている。  

②オリジナルトレーディングカード 

教育用絵カード、トレーディングカード、同人サークルコミックマーケット向けカー

ドゲーム類で大変好評をいただいている。 

③オリジナルタロットカード 

カードの印刷・抜・丁合の一貫システムを確立している。特に女性で大きなブームと

なっている。 

④オリジナル花札 

花札は昔からある花札の材質をアレンジしている。 
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⑤めんこ 

昔ながらのキャラクター・タレン

ト紹介などのコレクターズアイテム

だけでなく、図鑑・豆知識などの要

素を加えれば、遊んで学べる学習教

材としても活用できる。 

⑥パズル 

開店記念、ご当地限定品、啓蒙グ

ッズ、新曲キャンペーン、販促など

台紙つきジグソーパズルは、アイデ

ア次第で幅広い用途に利用できる。 

受注方法 

100％Web受注で、インターネット回線を使ったオンラインでの入稿（FTP入稿）が利用で

き、何時でも何処からでも手間入らずの入稿方法で、時間の短縮・経費の節約になる。  

 

<2>㈱セントラルプロフィックス「四六全本機校正対応やUVインクジェットによる大判印刷対応他」 

事業内容 

＜製版事業＞ 

対応領域は多岐に亘るが、特に品質要求度の高い製版が多い。受注の多くは中小の印

刷会社様からのもので、一部広告代理店様からのものもある。 

メイン製版媒体は交通広告、雑誌・新聞広告、商品カタログ、通販カタログ、店頭ポ

スター等の色に厳しいメディア。 

メイン最終業種は、化粧品、アパレル、車、宝飾品、カメラ、携帯電話、ホテル、映

画等の色に厳しい業種。 

＜印刷事業＞ 

高精度を要求される本機校正と、同一機による交通広告ポスターの刷り出し立ち会い

印刷や、パンフレット・カタログ等の内、小ロット印刷ものが中心。 

＜企画・製作事業＞ 

DTPの延長ではなく、企画からの提案展開が可能な専任スタッフによる事業展開 

＜サイン・ディスプレイ事業＞ 

大判のUVインクジェット出力機・カッティングプロッター・NCルーターを駆使して、

サイン・ディスプレイ、立体看板、建装材等を製作。 

オリジナルカラーマネジメントシステム 

24時間、365日、弊社の全ての出力デバイスで、同一の色調が再現できるよう、オリジナ

ルCMSをISO9001の活用にて、高精度に数値管理している。ウェット校正用の濃度・ドット

ゲイン基準値表やDDCP用ICCプロファイル一覧表を作って管理している。 
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ご提供できる差別化策（製版・印刷カテゴリー） 

・製版業界初、四六全本機校正対応 

・製版業界初、B全4色平台校正機対応（4色平台校正機もトラップ率、ドットゲイン率等、

JapanColorに準拠） 

・24時間生産体制、正月を除く全土曜日営業、立地条件における短納期対応 

・厳しい色調リクエスト等、高難易度製版ソリューション 

・本機校正と同一機印刷における色調ソリューション 

・都内近郊（豊洲駅が最寄り駅）における印刷刷り出し立ち会い対応 

・印刷用紙に出力可能なUVインクジェット機によるオフセット印刷品質に近いB倍ポスタ

ー印刷 

・銀蒸着紙への印刷等、UVインクジェット機のホワイトインクを活用した印刷 

サイン・ディスプレイ事業（Dアート事業部）概要 

3D＆プリントに用いる5色大判フラットベットUVインクジェット機、大判NCルーター（彫

刻機）、大判カッティングプロッター等、最新鋭の各種設備の特性を生かすことでかつて

ない視覚インパクトを実現することができる。 

例えば、１枚のクルーザーの写真があれば、その写真を元に半立体データを作成し、そ

のデータにて木板を半立体に彫刻し、その彫刻に位置を合わせて、元の写真を印刷できる。 

販促用大型カットアウトPOP、商品展示用ディスプレイ、展示会ブース用半立体パネル、

店頭サイン、写真からのデジタル油絵等。 

ご提供できる差別化策（サイン・ディスプレイカテゴリー） 

・世界初的写真画質立体印刷 

・部材を選ばず、大抵のものに印刷

可能 

・サンプル・プレゼンダミー製作、

複雑な段ボール什器等、データが

あれば簡単に安価に作成可能 

・等身大POP等、1点から対応 

・その他、シールの半抜き加工、段

ボールチェンジング、 レンチキュ

ラーレンズによる3D、立体看板、

内装、イベントブース関連等、幅

広く対応 

 

<3>㈱長英「東日本第1位のイルミネーションとレンチキュラーカード」 

 もともとは製版が主体の会社であったが、10年ほど前から製版に囚われない営業展開を

していくなかで、今回ご紹介するテーマパーク等のイルミネーションや、レンチキュラー

カードなどを手掛けるようになった。 
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東京ドイツ村 ウィンターイルミネーション 

もともとお台場の観覧車の装飾を手掛けていたことがきっかけで、東京ドイツ村のイル

ミネーションを手掛けるようになった。東京ドイツ村は花がメインのテーマパークなので、

冬になると集客ができない。そこで、冬場に花に代わって集客できるものということでイ

ルミネーションを始めることになった。昨年は敷地内に150万球のLEDを用いて5ヶ月間イル

ミネーションを行ない、その期間だけで16万人の集客があった。この年からただ単にイル

ミネーションをご覧になっていただくのではなく、もう少し楽しんでいただけるようにレ

ーザー光線を利用したり、音楽に合わせて光を動かしたりして、光と音のショーを行なっ

ている。 

またイルミネーションは、夏場はコンテナの中で眠っている状態だったので、2007年に

ドイツ村から格安で部材を借りて幕張メッセでサマーイルミネーションを3週間行なった。

ドイツ村のような大規模なイルミネーションは数千万円かかってしまうが、身近な取引先

のお店の前や商店街など、小規模なものでもデザイン・施工・管理・撤去一式できるので、

もし夏場にイルミネーションをやってみたいという方がいらっしゃればお気軽に相談して

いただきたい。 

わんにゃふるカード 

わんにゃふるカードはレンチキュラ

ーでペットの写真の絵柄が変わるチェ

ンジングカードと、ペットの写真の絵柄

が浮き出る3Dカード。専用のサイト

http://www.12ful.com/から、デザイ

ンテンプレート・フォント・フォントカ

ラーを選ぶだけで簡単に注文が行なえ

る。現在はペットのカードだけだが、今

後は人物のカードにも力を入れていこ

うと考えている。 

 

<4>㈲杉山紙工所「一枚で往復・再利用が出来る封筒のご提案」 

Rエコ封筒（往復封筒）とは？ 

封書通信において、返信が必要な場合「送信用」と「返信用」の2つの封筒が必要。Rエ

コ封筒（往復封筒）は、それを一体化した送返信兼用封筒。 

Rエコ封筒の目的 

・資源の節約 ············ 2枚使用(製作)していた封筒が1枚で済む。 

・ゴミ処理の軽減 ········ 返信用の封筒が無い。 

・コスト削減 ············ 返信用封筒作成費＋封入費がいらない。 

・企業のイメージUP!······ 環境対応製品を使うことにより対外的にアピールできる。 

現状の使用事例 
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・DM（ダイレクトメール） 

・通販（テレフォンショッピング、ネット、カタログ） 

・調査（アンケート等） 

・通信教育 

・手紙（文通、出欠の案内、ファンレター） 

採用理由と効果 

・オンラインレンタルDVDサービス会社 

封入作業の軽減と、返信封筒の入れ忘れの心配が無い。また、お客様による返信封

筒の紛失も無い。 

・通信教育会社 

継続の案内用DMに使用の際、返信封筒が要らない分、同一の郵送料金（重量の軽減）

で広告チラシを追加できる。 

・OA機器レンタル会社 

エコロジー製品を使用し、会社のイメージUPにつながった。 

・個人ユーザー（会合、パーティーの案内等） 

はがきより郵送料金はかかるが、個人情報を守れ、さらに、より多くのメッセージ

が書ける（特に欠席の場合）。 

Rエコ封筒にかける思い 

Rエコ封筒は、新興企業で構成する宅配レンタルDVD業界では、変化へ素早く対応する業

界資質から、企業メリットの理解が得られやすく、導入が進んだが、封筒で大きな市場と

なる紙製（紙・板紙）封筒は導入が進ん

でいない。   

 しかし、Rエコ封筒の導入は取扱企業

の業務効率化や利用者の作業簡素化・安

心化などへ繋がると共に、業務効率化と

環境・資源の負担削減を同時に実現する

こができる。 

 当封筒が企業、消費者に貢献するスタ

ンダード商品に育成する事と、終わりの

無い、更なる新製品の開発に今後も努力

を続けていく。 

 

<5>㈱新嶺印刷「伝票印刷とWeb広告の導入について」 

現在の仕事内容 

上質・ノーカーボン紙・A模造紙・厚紙、ナンバー、ミシン、減感インク、ホワイトイン

ク、トジ、マーブル、帯掛け、冊物・セット物等の伝票類中心（カーボンは、外注）。 

仕事内容の絞り込みに活路 
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プリンターの普及で市場が縮小したため、小ロットの伝票類の印刷へ絞り込みを行なっ

た。カラー類、名刺、封筒は印刷組合の仲間の会社で作り、不要な印刷機は廃棄。 

データ、又はフイルムからの印刷・製本や、ナンバーだけ、減感だけ等、単品注文OKの

下請け専門店。 

Web広告業―将来への投資― 

零細企業も何か始めないと不安。紙媒体が減少する中、将来に向けて何をやらなければ

いけないのかを考え、未来への投資としてWeb広告業へ参入した。Web広告は広告経費節減

のアドバイスもできる等、今までと違った切り口から営業を行なう事ができる。しかしな

がらWeb広告を自分たちで作るだけの能力がなかったので、SEO対応広告ネットチラシを手

掛ける㈱一六社へFC加盟し、代理店としてWeb広告を手掛けている。 

私が今考えている方向 

零細企業は社内ベンチャーが「業態変革」 

・世の中のインフラは、変化している。 

・クライアントは、PR方法を探している。 

・紙媒体とWebで新提案が可能 

・動かないと始まらない 

次のステップ 

・Twitter等で情報提供できるよう

に勉強 

・「インターネットで困っている

事はありませんか？」で窓口突破 

・チラシ（紙）＋ネットで他社と

の差別化 

・売上低下を防ぐ 

 

 

<6>奥村印刷㈱「入稿チェック用ソフト DTP ファイル Launcher のご提案」 

最近、Illustratorを使用するデザイナーが多く、Illustratorは自由に上位・下位バー

ジョンを選んで保存できるが、異なったバージョンで開いた時に画像が消える事故が当社

で起こり、当商品を開発するきっかけとなった。DTPアプリケーションで制作された印刷用

の入稿データを解析し、適切なソフトウエアのバージョンを識別し自動起動する。 

<商品概要> 

本商品は、Quark Xpress/InDesign/Illustrator/Photoshop/PageMaker/FreeHand/Acrobat 

といったＤＴＰアプリケーションで作成された複数のファイルを、ツールのアイコンに  

Drag & Drop するだけで高速で自動識別し、起動したいファイルを該当バージョンで一発 

起動が行えるMacintosh用のランチャーツールである。 

<商品特長> 
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①IntelMac､MacOSX10.5(Leopard)､QuarkXPress8､AdobeCS4 といった最新の環境、アプリケ

ーションに対応している。 

②複数のディスク/フォルダ/ファイルをDrag & Dropで、計999ファイルまで処理できる。 バ

ージョンチェックをスピーディーに行えるので、作業者の負担が軽減される。 

③QuarkXPress/InDesign/Illustrator/Photoshop/PageMaker/FreeHandのアプリケーション、

がインストールされていなくても識別できるので、入稿時の営業/工務進行スタッフのチ

ェック、原稿手配などに役立つ。 

④InDesign/Illustrator/Photoshop/FreeHandでは、サブバージョンまで識別する。 

⑤Illustratorで、直前に作成したバージョンを起動するか、直前に保存したバージョンで

起動するかを選択できる（Illustrator8以降で識別可能）。 

⑥Photoshopで、識別したバージョンがインストールされていない場合や、識別できない場

合は、代替バージョンで起動する。 

⑦Photoshopのカラーモード識別機能を

搭載している。 

⑧特記事項や注意事項等を書いたメモ

を、該当データ起動時に必ず表示させ

る、メモ強制表示機能がある。 

⑨識別した結果一覧をCSV形式でファイ

ル出力する機能、受入対応バージョン

設定機能、プレビュー表示機能を搭載

している。 

⑩PDFのバージョン情報、アプリケーシ

ョン情報、PDF変換情報を表示する。 

 

以上で6社のプレゼンテーションを終了し、経営革新委員会橋本委員長が以下のとおり総

括した。 

 

1 期 2 年間、経営革新委員会委員長を務め、お役に立てたどうか分からないが副委員長、

委員の皆様には厚く御礼を申しあげたい。また、当委員会はマーケティング委員会と併催

することもありマーケティング委員の皆様のご協力にも感謝申しあげたい。次期の委員長

も印刷会社の利益率アップを目指し、印刷業界が良くなるよう取り組んでいくと思われる

ので、応援していきたい。 

 

以 上 
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