
  

 
 

 

 

 

 

2019年 7月 26日(金)に開催されるMOTOYA COLLABORATION FAIR2019にて、「Japan 
Color認証セミナー カラーマネジメントの基礎～認証取得事例」が開催されます。 

 
目視による色管理から数値による色管理に移行を検討されている企業の方、測色器を使っているが実

は、L*a*b*や色差 ΔE といった数値の意味はよくご存じないという方、Japan Color認証制度に興
味はあるがメリットや審査内容がいまひとつ分からないという企業の方を対象に、数値管理を行う為の

カラーマネジメントの基礎知識から Japan Color認証制度のメリットや各認証の審査内容、取得後の
有効活用の方法について取得企業の事例を交えながら分かりやすく解説致します。 

 

 

「3 ヶ月集中取得支援パッケージ」は、標準印刷認証及びデジタル印刷認証において、申請から

3ヶ月で取得できるように、事務局から電話およびメールでアドバイス等を無料で行うサービス

です。 

 

   

 

  

 

  

  

■「Japan Color 認証セミナー」のご案内 

■主な内容 

Japan Color 認証セミナー  
 In  

MOTOYA COLLABORATION FAIR 2019 
◆カラーマネジメントの基礎～認証取得事例◆ 

 

 

・Japan Color 認証の審査内容について 

 ①デジタル印刷認証 

 ②標準印刷認証 

 ③マッチング認証 

 ④プルーフ機器認証 

 ⑤プルーフ運用認証 

 

・Japan Color とは 

・Japan Color 認証取得メリット 

 ①認証取得企業様の声 

 ②Japan Color 認証取得を有効活用するには 

 ・カラーマネジメントの基礎知識 

①L*a*b*、色差(ΔE)等の管理指標ついて 

②測色器の特徴 

■「3 ヶ月集中取得支援パッケージ」のご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１９年７月２６日(金)１０:３０～１２:００ 

 

 

 

 

秋葉原クロスフィールド 

アキバ・スクエア 

UDX GALLERY NEXT-2 

秋葉原 UDX4 階 
JR 山手線・京浜東北線・総武線 

秋葉原駅電気街口 徒歩２分 

東京メトロ日比谷線・ 

つくばエクスプレス 秋葉原駅 徒歩４分 

東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩５分 

東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX2F 
 

 
 

■日時 

■会場 

■お申込み方法 

MOTOYA COLLABORATION FAIR 2019 パンフレットよりお申込みください。 

参加費は無料ですので、一社あたり何名様でもお申込みいただけます。 

お問合せ 

一般社団法人 日本印刷産業機械工業会 

Japan Color 認証制度事務局 

東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 

TEL：03-6809-1617   FAX：03-3434-0301 

 E-mail：jc@jpma-net.or.jp 

 



モトヤ
イメージキャラクター

琴音 愛（ことね あい）

秋葉原クロスフィールド
アキバ・スクエア開催場所

印 刷で実 現する次のビジネスチャンス !!

環境に優しい資材や機材を使った作業環境の見直しや、ロボット等で自動化することによる
低コスト化の実現など、販促・環境・自動化をキーワードにした企業が多数出展！
 

MOTOYACOLLABORATION 

FAIR 2019
５月から新元号「令和」へと変わり、日本も新時代に突入です。
「モトヤコラボレーションフェア」を華やかに彩る好評イベントとして、
想像豊かな発想による作品を展示しております。

今年のテーマ

古くて新しい活版の可能性を
実感してみませんか？

「日本新時代」

ポスターコンテスト

モトヤフォント活版イベントブース

「これ、使える!」
と思ったものに
投票してください!!

テキン（小型平圧活版機）
による印刷が体験できます！　
その他コラボフェアー限定商品の
物販も予定しております。

販促  環境  自動化

2019.7/25 ・26 OPEN 10:00
CLOSE 17:00木 金

入場
無料

秋葉原クロスフィールド アキバ・スクエア

東京都中央区八丁堀4-5-5 TEL：03-3523-8711
www.motoya.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX2階
場  所

お問合せ先

東京都印刷工業組合
（公社）東京グラフィックサービス工業会
東京グラフィックコミュニケーションズ工業組合
神奈川県印刷工業組合／（社）日本グラフィックサービス工業会 神奈川県支部
埼玉県印刷工業組合／（社）日本グラフィックサービス工業会 埼玉県支部
千葉県印刷工業組合／（社）日本グラフィックサービス工業会 千葉県支部

JR山手線・京浜東北線・総武線 秋葉原駅電気街口徒歩2分
東京メトロ日比谷線／つくばエクスプレス 秋葉原駅徒歩4分
東京メトロ銀座線 末広町駅徒歩5分

後  援
（順不同）

人材派遣 DTPジョブズ

DTPオペレーターを中心に、広範囲の
ネットワークで最適なスタッフを提案

印刷業界に特化した
成功報酬型求人サイト「DTPジョブズ」

通信制モトヤDTPスクール P-MAN

日本初で唯一のJAGAT指定通信制
DTPエキスパート認証試験対策講座

モトヤLETS

豊富なラインナップの
モトヤフォント全書体が手軽に使い放題

印刷業向け
業務パッケージの決定版！

今年、対応職種を拡張、WEB申し
込みの追加などリニューアルして、
さらに使いやすくなりました。

印刷・DTPの分野に精通している
モトヤだからできる、ニーズに即応
したプロッフェッショナルの人材
派遣サービスです。

P-MANは国内納入実績150社
以上の実績を持ち、営業情報を
正確に早く制作・製造部門に伝える
ことで、生産性の向上、ミス・ロスの
低減を行い利益向上を図るシス
テムです。

印刷とDTPの知識が確実に身に
付く「DTPエキスパート認証試験」。
高い合格実績のあるモトヤDTP
スクールの対策講座が、インター
ネットで受講できます。

「可読性」と「文字の美しさ」を
追求した高品位な書体がすべて
自由に、そして安心してご使用
頂けるサービスです。

5  S E RV I C E

モトヤのコト売り

昭和通り

UDX内
アキバ・スクエア

中央通り

駅前広場

駅前広場

秋葉原
ダイビル

東京

山手・京浜東北線

神田消防署

富士ソフト
秋葉原ビル

ヨドバシ
Akibaビル

日比谷線 秋葉原駅

銀座線 末広町駅

JR
秋葉原駅

つくばエクスプレス 秋葉原駅

大東ビル

千
葉

新
宿

総
武
線

電気街口



p-collabo.comは、互いの「強み」を共有する「印刷作業のコラボレーション」に賛同
する印刷関連企業と「印刷作業のコラボレーション」に協力するメーカー・販社あわ
せて約650社の情報を提供しています。

謹啓　貴社におかれましては益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り

有り難く篤く御礼申し上げます。

　さて、皆様がお持ちの「自社の強み」を互いに共有して他社にも活用してもらい、「元気な印刷業界」

を実現していただくコラボレーションの場「モトヤコラボレーションフェア」も、ご出展者様は延べ

3,000社、ご来場者様は延べ90,000名様を超え、ご出展者様からもご来場者様からも「お互いの強みの

共有でビジネスが拡がった」との賛辞を賜わり、お蔭様をもちまして今回の「モトヤコラボレーション

フェア2019東京」で75回目の開催を迎えさせていただくこととなりました。

　「顧客と共に栄える」を社是とするモトヤは、「印刷作業のコラボレーション」の一つのかたちとして、

皆様の「困りゴト」を解決し、「儲かるコト（仕組み）」を創生する「コト売りソリューション」をご紹介して

「販促」のお手伝いをさせて頂いていますが、今開催では全国から「販促・環境・自動化」を「強み」

とされているご出展者様にご参集いただき、「販促」に加えて、印刷業界の社会的責任である「環境」、

人手不足に対応する「自動化」も含めた「コト売りソリューション」をご紹介させていただきます。

　さらに「元気な印刷業界」実現のために「モトヤコラボレーションフェア2019東京」へのご来場を賜り

ますよう、ご案内かたがたお願い申し上げます。

敬白

代表取締役社長

古門 慶造

p-collabo.com

M E S S A G E

販 促

環 境

自動化

新しいビジネスコンテンツがメジロ押しです。

［ セミナー参加申込書 ］ FAX03-3523-8716

キ
リ
ト
リ
線

参加ご希望のセミナーに◯印をつけてください。
※当セミナーにつきましては、定員になり次第締め切らせていただきます。

貴社名

ご住所

TEL                           (                         )  FAX                           (                         )  

ご芳名：●ご参加者名 部署名：　　　　　　　　　　  役職：

ご芳名： 部署名：　　　　　　　　　　  役職：

※お問い合わせ先　（株）モトヤ 業務部 諏訪 TEL 03-3523-8715

7/26

15：00～16:30

13：00～14:30

10：30～12:00

胆管がん発症は誰にも予見できませんでした。しかしながら問題が明らかに
なった以降、誠実に労働衛生対策に取り組みました。どの事業場でも、リスク
アセスメントを行ってリスク低減という成果を挙げることは出来ると思われます。
そのためにもリスクアセスメントを行って、作業環境管理や作業管理で作業場に
潜むリスクを探し出して「見える化」することが求められています。

山村 健司氏
講 師

株式会社SANYO-CYP 代表取締役兼CEO

「社長が語るその時とその後
  ～胆管がん問題!
  それから会社は…」

名
参加希望（◯印） 参加人数

見える化を実現するには大規模なシステム変更を必要としました。しかし、
営業を中心とした現場の「変わること」に対する抵抗は予想を上回るもので
した。会社を変えるための苦悩は今現在も続いていますが、どうすれば変化
を得られるか、また、変わった先に何が起こるかを少しでもお伝えできれば
幸いです。

小林 武治氏
講 師

株式会社共立アイコム 代表取締役

「印刷会社における
 見える化の一例」

名
参加希望（◯印） 参加人数

変形封筒や特殊マテリアル壁紙…
マグネットなどの紙以外の商材…
小ロットから対応できるノベルティ…
活版と最新機器でのビジネスモデルなど
クライアント様へのご提案でお仕事の幅を広げる
新しい素材、商品、加工技術がメジロ押しです。

環境対策についてご一緒に考えましょう。

印刷業界のCSR（社会的責任）であり
より良い職場環境を次世代に伝えるために
欠かすことの出来ない環境対策。
環境（ECO）対策への取組みを霧（MIST）のように広く届ける
資材の新ブランド「ECO no MIST」をお届けする
モトヤとご一緒に考えましょう。

人材不足を乗り切るソフトと
ハードとソリューションをご提案します。

人材不足は印刷業界でもますます深刻化しています。
人材不足を乗り切るだけではなく、
印刷作業の効率化や省エネ化も実現する
WEB受注システム、自動組版、バリアブル対応、
生産工程の見える化やRPA（Robotic Process Automation）など
をご提案します。

UDX GALLERY NEXT-2
秋葉原UDX4階

セミナー
会場

カラーマネジメントの基礎知識から Japan Color 認証取得の手順及びメリット、
取得後の有効活用の方法について認証取得企業の事例を交えながら分かり
やすく解説致します。

大久保 寿男氏
講 師

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

「Japan Color認証セミナー」

名
参加希望（◯印） 参加人数

金7/25

13：00～14:30

スポットニスや箔のデジタル加飾『デコレーションタッチ』で作り出す、ひときわ
の輝きと立体感。神戸の地で創業９０年の甲南堂から、付加価値の高い「感動
印刷」をご提案します。

名
参加希望（◯印） 参加人数

グーテンベルクの時代から５００年以上の歴史を持つ活版印刷。過去のものに
なったと思われていましたが、その独特の風合いにいま再び注目が集まって
います。活版にしかできない表現に惹かれ、新しい感覚で活版に取り組む若者
たち。活版の特別感を生かした新たな需要。『活版印刷三日月堂』執筆を
通して出会った、古くて新しい活版の可能性をご紹介します。

ほしお さなえ氏
講 師

小説家
「活版印刷三日月堂」シリーズ著者

「活版も最新技術だ！」

15：00～16:30

水落 充氏
講 師

株式会社甲南堂 代表取締役社長
 

「さわって、実感。その差、歴然。
  ターゲットの心に届く「感動印刷」、
  研究中。」

10：30～12:00

森 裕司氏
講 師

有限会社ザッツ 代表取締役

「Illustrator＆InDesign、
 テキスト編集を極める」

名
参加希望（◯印） 参加人数

Il lustratorやInDes ignでテキストを入力・編集する際にデフォルト設定で
作業していませんか？デフォルトのままで作業していても美しい結果は得られ
ません。このセミナーでは、文字を組む際に見直しておきたい設定や、美しく
組むための設定、さらには数多く用意されている文字詰めの機能を分かりやすく
解説します。ワンランク上のテキスト編集を目指しましょう。

名
参加希望（◯印） 参加人数

木

有料セミナー

無　料

無　料

無　料

1,000円（税込）

有料セミナー

無　料

2,000円（税込）


