
お申し込み・お問い合せ先

登録料振込先

SOPTECとうほく2019実行委員会事務局（宮城県印刷工業組合内）
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町3-9-12　TEL 022-284-7586

七十七銀行　東卸町支店 普通預金 No.5451205
名義　SOPTECとうほく実行委員会
※お申し込みと同時にお振り込みください。ご入金を確認次第、受講証をＦＡＸで送信いたします。

FAX 022-232-9249FAX 022-232-9249
主催者企画ソリューションセミナー申し込みについて1
受講料は有料になっております。

出展者企画ソリューションセミナー申し込みについて2
受講料は無料になっております。

1セミナー　受講登録料1人様1,000円

本参加申込書に記載のソリューションセミナータイムスケジュール（裏面）をご覧のうえ、下記申込表に必要事項をご記入いただき、事務局までFAXで
お送りください。また、お申し込みと同時に下記の登録料振込先まで合計登録料をお振り込みください。ご入金を確認次第、受講証をＦＡＸで送信いたします。

各出展者が参加募集しますが、事務局経由にてお申し込みを希望される場合、本参加申込書に記載のソリューションセミナータイムスケジュール（裏面）を
ご覧のうえ、下記申込表に必要事項をご記入ください。

申し込み期限　7月4日（木）先着順。お早めにお申し込みください。申し込み期限　7月4日（木）先着順。お早めにお申し込みください。
上記の注意事項をご覧のうえ、下記のお申し込みになるコースうしろ［　 内］に聴講者の人数をご記入いただき、会社一括
でまとめてお申し込みください。

1 日目 7月5日（金）

2日目 7月6日（土）

“大人気企画”見どころツアー 　今回の見どころを効率よく回ります！参加費無料・各コース20名様先着順

会　場　A 会　場　B 会　場　C 会　場　D

円上記のセミナー及び“見どころツアー”に申し込みます

会 社 名 担当者名

合計登録料

会社住所　〒

電話番号 FAX番号

主催者企画セミナー 有料 無料1 出展者企画セミナー に申し込みます。・ 2

コース別訪問先一覧は公式ガイドブックp.25に記載しています。

名1-A-1 10：30～11：45
1,000円

名1-A-2 12：45～14：00
1,000円

1-C-3 14：15～15：30
1,000円名1-A-3 14：15～15：30

名1-A-4 15：45～17：00
1,000円

名1-B-2 12：45～14：00

名1-B-3

名

14：15～15：30
1,000円 1-D-3 14：15～15：30

1-D-4 15：45～17：00
1,000円 名

名

名1-B-1 10：30～11：45
1,000円

名

12：45～14：00
1,000円 名1-C-2

名1-C-4 15：45～17：001-B-4 15：45～17：00
1,000円

名2-A-1 10：30～11：45
1,000円

名 名2-D-3 14：15～15：30

名2-B-2 12：45～14：00
1,000円 名2-D-2 12：45～14：00名2-A-2 12：45～14：00

1,000円

2-A-3 14：15～15：30
1,000円 名2-B-3 14：15～15：30

1,000円

名2-C-1 10：30～11：45
1,000円名2-B-1 10：30～11：45 名2-D-1 10：30～11：45

名2-C-3 14：15～15：30

名第1回 7月5日（金）
10：30～12：00 名第2回 7月5日（金）

12：30～14：00 名第3回 7月6日（土）
10：00～11：30 名第4回 7月6日（土）

12：30～14：00

名2-C-2 12：45～14：00
1,000円

2019201920192019参加申込書参加申込書



ソリューションセミナー　タイムスケジュール
7月5日（金）

7月6日（土）

会場A（定員80名） 会場B（定員80名）
10:30~11:45 10:30~11:45

1-A-1 主催者企画 1-B-1 主催者企画
《協賛会社》仙台印刷工業団地協同組合 《協賛会社》富士フイルムグローバル グラフィックシステムズ㈱

「全印工連・CMYKプロジェクト
�～「大喜利印刷」の目指すもの～」

「会社を儲けさせる管理職、
損をさせる管理職。

会社にとって必要とされる管理職
（リーダー）になるために何をすべ
きか。」

㈱アサプリホールディングス
代表取締役　松岡 祐司 氏

滝澤新聞印刷㈱　代表取締役　滝澤 光正 氏
㈲篠原紙工　代表取締役　篠原 慶丞 氏

㈱コネル　代表取締役　出村 光世 氏
㈲三共印刷所　代表取締役　井上 貴寛 氏

12:45~14:00 12:45~14:00
1-A-2 主催者企画 1-B-2 出展者企画

「『管理』ではなく『改善』のために
ー案件別原価の積算手法と

経営改善への活用事例ー」

一般社団法人日本印刷産業 機械工業会

「Japan�Color認証セミナー」

㈱アイ・シー・ラボ
代表取締役社長　川口 福太郎 氏

一般社団法人日本印刷産業機械工業会
Japan Color認証制度推進部

課長　大久保 寿男 氏

14:15~15:30 14:15~15:30
1-A-3 出展者企画 1-B-3 主催者企画

㈱小森コーポレーション
「InDesign集中講座：
Tips�&�Tricks
知っていると知らないでは大違い。」「KP-Connect�Proによる印刷工

程管理のデジタル化：活用事例紹介」

㈱小森コーポレーション　情報システム本部
ICT推進部　事業推進課長　 中村 仁人 氏

㈱スイッチ
代表取締役　鷹野 雅弘 氏

15:45~17:00 15:45~17:00
1-A-4 主催者企画 1-B-4 主催者企画

「シール印刷とブランド戦略」
～ゆでガエルにならないために～

「InDesign集中講座：
スタイルと文字組み編」

全日本シール印刷協同組合連合会会長・
山王テクノアーツ㈱

代表取締役社長　田中 祐 氏
㈱スイッチ

代表取締役　鷹野 雅弘 氏

会場C（定員70名） 会場D（定員70名）

12:45~14:00
1-C-2 主催者企画

「今さら聞けないDTP・
プリプレストラブル対策」

JAGAT専任講師
古殿 竜夫  氏

14:15~15:30 14:15~15:30
1-C-3 主催者企画 1-D-3 出展者企画

《協力会社》誠伸商事㈱ 富士ゼロックス宮城㈱

「アイデアが湧き出る
ミーティングの技法」

「生産性向上や多様な働き方を
実現するための設備投資」

～補助金・助成金、税制優遇制度活用術～

㈱スリーマインド
代表取締役社長　尾崎 理恵 氏

富士ゼロックス株式会社
グラフィックコミュニケーションサービス営業部

マーケットサポート部
販売促進グループ　粟田 和哉 氏

15:45~17:00 15:45~17:00
1-C-4 出展者企画 1-D-4 主催者企画

ハイデルベルグ・ジャパン㈱ 《協賛会社》リョービMHIグラフィックテクノロジー㈱

「デジタル印刷を用いた
コンテンツ活用の戦略」

「わが社のSDGs経営計画
～社会課題解決ビジネスの推進～」

朝日印刷工業株式会社
経営企画部長　富沢 充芳 氏

㈱大川印刷
代表取締役社長　大川 哲郎 氏

会場A（定員80名） 会場B（定員80名）
10:30~11:45 10:30~11:45

2-A-1 主催者企画 2-B-1 出展者企画
《協賛会社》カンタム情報システム㈱ 《協賛会社》ハイデルベルグ・ジャパン㈱

「印刷営業　基本の“き”」
―発注したくなる営業パーソンになるために―

「儲かるメンテナンス　
～製造現場の収益基盤を強化する～」

㈱ビジネスコミュニケーション研究所
代表取締役　田中 信一 氏

ハイデルベルグ・ジャパン株式会社
ライフサイクルソリューションズ本部

田中 剛 氏
12:45~14:00 12:45~14:00

2-A-2 主催者企画 2-B-2 主催者企画
《協賛会社》誠伸商事㈱ 《協賛会社》リコージャパン㈱

「女性活躍は一人ではできない
与えられたチャンスを活かせるか」

～下版チェック、営業事務等を経て、
女性初の経理課長から、キャリアを積
み重ねて来た私の覚悟～

「1ランク上のPhotoshop制作：
Photoshopの非破壊編集と

進化した“コンじる”」

㈱金羊社
常務取締役　立山 恵子 氏

㈱スイッチ
代表取締役　鷹野 雅弘 氏 

14:15~15:30 14:15~15:30
2-A-3 主催者企画 2-B-3 主催者企画

「プロモーションの仕組みづくりと
 営業提案手法」
～多様な販促物を組み合わせで受注する～

《協賛会社》リコージャパン㈱

「Illustratorアピアランス道」

㈲グレイズ
代表取締役社長　小澤 歩 氏 

㈱スイッチ
代表取締役　鷹野 雅弘 氏

会場C（定員70名） 会場D（定員70名）
10:30~11:45 10:30~11:45

2-C-1 主催者企画 2-D-1 出展者企画
《協賛会社》ＤＩＣグラフィックス㈱ ㈱SCREEN GP ジャパン

「サステナビリティ社会の実現に
向けたカラーソリューション」

「仕事を楽にする
『スマートファクトリー』の実践」

DICグラフィックス㈱
企画開発グループ

（株）SCREEN GP ジャパン
営業本部　B.I統轄部　ICT推進部

副部長　中村 聡 氏

12:45~14:00 12:45~14:00
2-C-2 主催者企画 2-D-2 出展者企画

「見つけた。
縮小するマーケットの中での営業戦略」

富士フイルムグローバル グラフィックシステムズ㈱

「富士フイルムグループが考える
スマートファクトリー」

㈱渋谷文泉閣
営業部　次長　大工原 岳水 氏

富士フイルムグローバル
グラフィックシステムズ㈱

ワークフロー営業部
課長　原 桂一郎 氏

14:15~15:30 14:15~15:30
2-C-3 出展者企画 2-D-3 出展者企画

㈱光文堂 コダック合同会社

「印刷機メンテナンスの重要性」 「コダック製品で実現する
ワークフロー改革」

㈱光文堂
販売推進部　小島 充揮 氏

コダックソフトウエア事業部
テクニカルセールス課　星 裕子 氏


