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基本コンセプト

開催会場

サンフェスタ見取図

2022

顧客サポートのためのソリューション提案、創注のための企
画立案、同時にそれを支える技術・設備等の構築、そして人
材育成方法等々のヒントを得る「場」となっております。

Ａ 会場

（ソリューションセミナー会場）

B 会場

変革で

（ソリューションセミナー会場）

未来への扉をこじ開けろ！

C 会場

（ソリューションセミナー会場）
東北地区印刷協議会
SOPTECとうほく 2022 実行委員会
会長

針

生

英

一

今回も「SOPTECとうほく 2022」の開催を迎えることに大き
な喜びを感じております。２年前にコロナ禍でSOPTECの中止
を決断した時に、継続することの難しさを痛感しました。今回
の基本コンセプトは「業態変革で未来への扉をこじ開けろ！」
です。これまでも業態変革の必要性が訴えられてきましたが、
たとえ小さなことでも果敢にチャレンジをし、継続して積み上
げていくことが今こそ必要であると考えます。
今までもSOPTECとうほくでは、業界が抱える課題に立ち向
かうべく様々な提案を行ってきました。これからの明るい未来
を切り開いていくために、皆様と一緒に業態変革に取り組んで
いきたいと思います。今回も、最新技術の展示と全 20 講座のソ
リューションセミナーが開催されます。
多くの皆様にとって有意義な場となりますよう祈念し、ご来
場を心よりお待ちしております。

D 会場

（ソリューションセミナー会場）

展示ゾーン

システムプレゼンテーション／
（ コラボレーション会場
）

東北地区印刷協議会
青森県印刷工業組合 理事長

澤

田

義

治

秋田県印刷工業組合 理事長

大

門

岩手県印刷工業組合 理事長

菊

池

忠

彦

山形県印刷工業組合 理事長

大

風

福島県印刷工業組合 理事長

佐久間

信

幸

宮城県印刷工業組合 理事長

針

生

一
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英
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3

SOPTECとうほく2022

SOPTEC : Solution Of Printing Technology Conference

SOPTECとうほく2022ご来場案内
ご来場及びセミナー参加方法

事前登録URL

申込期限

７月７日（木） 先着順

http://www.miyagi-pia.or.jp/soptec/
＜新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下にご協力ください＞
１．密を防ぐため展示会場の入場を一時制限させて頂くことがございます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために事前登録をお願いします。
登録は上記URLもしくはQRコードから同一フォームで登録できます。登録後に
返信されるメールは、入場証並びにセミナー参加証となりますので、全ページ
プリントアウトして当日は必ずご持参ください。

２．入場当日の健康状態をチェックいたします。体調不良の方の入場をお断り
することがございます。
３．会場内でのマスク着用・手指消毒の励行・ソーシャルディスタンスの確保
にご協力ください。
４．大声での商談等はお控えください。
５．会場内での飲食は指定の場所でお願いします。

1 展示会場への入場は無料です
2 主催者企画ソリューションセミナー申込
受講料は有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

お申込みと同時に事前登録で登録されたお支払い方法にて、合計登録料をお振込みください。
次頁以降のソリューションセミナータイムスケジュールをご覧の上事前登録を行ってください。

ご来場の皆様にお願いする新型コロナウイルス感染防止対策
厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の事前インストール
をお願いします。

申込みは先着順とし、定員に達したら締め切りとさせていただきます。

3 出展者企画ソリューションセミナー申込

Androidの方☞

iPhoneの方☞

受講料は無料になっております。
次頁以降のソリューションセミナータイムスケジュールをご覧の上事前登録を行ってください。
申込みは先着順とし、定員に達したら締め切りとさせていただきます。

見どころツアーは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今回は中止とさせていただきます。
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お問合せ先

SOPTECとうほく2022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三丁目9-12

TEL022-284-7586 FAX022-232-9249
e-mail:info@miyagi-pia.or.jp
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ソリューションセミナー
主催者企画セミナー 有料

［１日目］7 月 13 日（水）

［１日目］7 月 13 日（水）
仙台卸商センター・産業見本市会館「サンフェスタ」

出展者企画セミナー 無料

会場Ａ（定員 70 名）

１-Ａ-１

10：15 ～ 11：30

１-Ａ-２

主催者企画

A・B会場：4F会議室

会場Ｂ（定員 90 名）
12：15 ～ 13：30

１-Ｂ-１

主催者企画

10：45 ～ 12：00

１-Ｂ-２

主催者企画

12：45 ～ 14：00

主催者企画

《協賛会社》カンタム情報システム㈱

社会環境の変化がもたらす印刷産業の未来
～変わらなくては生き残れない印刷関連業
とその事例～

製本産業ビジョン 2025 で再創業
～製本会社の主な取組事例～

小さな会社がつくるSDGsの世界観
～ 2030 年も元気な組織であるために～

イラストレーター最新事情
～ベテランほど知らずに損している
新常識～

新型コロナウイルスの感染拡大は印刷関連業に大きな
影響を及ぼした。一方で、オンラインメディアの普及、
IoT/AIの利用拡大と労働人口減少に伴う自動化や効率化
などの生産システム変革、さらに製造業からの脱却が求
められるなど、取り巻く環境は大きく変化を続けている。
こうした社会環境の変化を理解しながら、将来に向けた
印刷会社の取り組みについて、事例を交えて紹介する。

出版不況、デジタル化による紙離れ、コロナ禍といった
厳しい経営環境の中、この危機をどのように乗り越え、
生き残ろうとしているのか、製本産業ビジョン２０２５
のテーマ「再創業」を踏まえたうえで、各製本会社がど
のような取り組みをしているのか、いくつかの実例をご
紹介いたします。

SDGsは取り入れるものでもラベルを使うものでもありま
せん。社員と共に作り上げた世界観を具現化し、明るい
みらいを創るためにあります。数々の失敗から学んだ経
験を元に、如何にして主体的な組織を創り上げ、社員独
自のアイディアと目線で企業活動を行っているか。そし
てその基本となる考えはなにか。
何も特徴がない小さな企業である弊社に、年間 300 人を
超える見学者が訪れる秘密を包み隠さずお話します。

CreativeCloud以降、メジャーアップデート以外のタイミ
ングでも新機能や機能強化が行われるようになりました。
昔のイラレの使い方のままでも日々の仕事はこなせます
が、
「知っていたら早く終わる」
「使えばキレイに仕上がる」
機能を使わないのは「損」です。デモを交えて解説します。

㈱バリューマシーンインターナショナル

全日本製本工業組合連合会 会長
㈱田中紙工 代表取締役
㈱昇文堂
代表取締役

全日本印刷工業組合連合会 副会長
㈱マルワ 代表取締役

氏

氏

氏

代表取締役副社長

１-Ａ-３

宮本

泰夫

14：15 ～ 15：30

田中

眞文

鳥原

１-Ｂ-３

主催者企画

久資

鷹野

㈱スイッチ

雅弘 氏
（AdobeCommunithyEvangelist）

14：45 ～ 16：00

主催者企画

《協賛会社》
リョービMHIグラフィックテクノロジー㈱

下請け 8 割の印刷会社から一般企業の
販促パートナーへ
～一年で新規 20 社獲得、下請け脱却
の泥臭いお話～
1970 年創業。モノクロ小ロット印刷に特化し、主に印
刷会社の下請けを中心に事業展開。コロナで加速度的に
激減。印刷需要は元に戻らない事を確信して、以前より
考えていたコンテンツ事業立ち上げと下請け脱却を決意。
社内リソースのマンガコンテンツを前面に出して半年で
300 社以上訪問し 20 社以上の新規一般顧客を開拓。

㈱イナミツ印刷

代表取締役

6

稲満

信祐

氏

GoogleドキュメントやMS Wordからの
ロングドキュメント制作
ロングドキュメントとは各ページのフレームが連結して
いる「ページもの」のことです。Googleドキュメントの
原稿をInDesignで扱うフローやコツを解説します。
「ロングドキュメント制作に時間がかかってコスト的に合
わない」「原稿のやりとりの最適解を知りたい」という方
にオススメします。

鷹野

㈱スイッチ

雅弘 氏
（AdobeCommunithyEvangelist）
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［１日目］7 月 13 日（水）
主催者企画セミナー 有料

［１日目］7 月 13 日（水）
仙台卸商センター・産業見本市会館「サンフェスタ」

出展者企画セミナー 無料

会場Ｃ（定員 60 名）

１-Ｃ-１

10：45 ～ 12：00

１-Ｃ-２

主催者企画

C・D会場：3F会議室

会場Ｄ（定員 40 名）
12：45 ～ 14：00

１-Ｄ-２

主催者企画

12：15 ～ 13：30

出展者企画

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱

印刷の知識と技術の継承
変わらない印刷の原点
オペレーターの高齢化による技術の継承の仕方
大量生産の時代は終わり小ロット、高品質を求められる
と共に会社独自の特徴を出して行かなければなりません。
印刷機は進化していますが印刷の原点であるアナログ部
分は何も変わっていません。
印刷現場ではオペレーターの高齢化により技術の継承は
急務になっています。
いま、変化していること、変化させてはならないこと、
先を見据えて変えて行かなければならないことについて
考えていきたいと思います。

富士フイルムが提唱する印刷DX構想
～不確実性の高い時代を生き抜くアナログと
デジタルを共存させた最適生産環境の構築～

管理職がいかに育つか、いかに育てるかは多くの企業の
課題です。
管理職が成果を上げるには、まず「管理職の仕事の型」
を習得するのが先決です。
中でも管理職の成果を左右する最大の要素は時間の使い
方です。
プレイヤー兼管理職が１週間の時間をどのように使うか？
その時間割のつくり方についてお伝えします。

TERU-1020㈱

㈱SUSUME 代表取締役
ツドイカツヤク研究所 主宰

氏

氏

照井

１-Ｃ-３

できる管理職になるためには
「仕事の型」づくりから
～「管理職の時間割」編～

義行

14：45 ～ 16：00

竹居

淳一

新型コロナウイルスの流行、不透明な世界情勢、テクノ
ロジーの急速な進化といった予測困難な中で、新規の売
上を獲得するための「新たな価値創造」と、コロナ禍で
経験した 7 割経済下でも利益を確保するための「生産基
盤強化」の両面からのアプローチが必要と考えます。こ
のセミナーでは、「時間的な課題」「人手の課題」「手順の
課題」の 3 つの観点から、利益創出のための生産改革の
メソッドをご提案いたします。

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
デジタルソリューション営業部課長

１-Ｄ-３

主催者企画

田村

和大

氏

14：15 ～ 15：30

出展者企画

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱

できる管理職になるためには
「仕事の型」づくりから
～ PDCAを回す「管理レポート」と「会議」編～
管理職が成果を上げるには、まず「管理職の仕事の型」
を習得するのが先決です。
メイン業務である組織のPDCAを回すための２大ツール
は「管理レポート」と「会議」です。
業務を推進しながら社員を育てる管理レポートと会議の
実践方法についてお伝えします。

㈱SUSUME 代表取締役
ツドイカツヤク研究所 主宰

竹居
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淳一

氏

印刷産業が取り組むべきデジタル
トランスフォーメーション（DX）
とDXが生み出す効果について
①全日本印刷工業組合連合会「DX-Plat」活用による安価
な生産体制の構築方法。
②ク ライアントのWebサイト連携により、新たな印刷
ジョブを生み出すMarketing DXへの取り組みを中心
にご紹介します。
本セミナーの講演内容は全日本印刷工業組合連合会加盟
各社で実践することができます。

富士フイルムビジネスイノベーション㈱
グラフィックコミュニケーション事業本部
DX事業推進部 企画G
グループ長

荻野

賢

氏
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［２日目］7 月 14 日（木）
主催者企画セミナー 有料

［２日目］7 月 14 日（木）
仙台卸商センター・産業見本市会館「サンフェスタ」

出展者企画セミナー 無料

会場Ａ（定員 70 名）

２-Ａ-１

10：15 ～ 11：30

会場Ｂ（定員 90 名）
12：15 ～ 13：30

２-Ａ-２

主催者企画

《協賛会社》誠伸商事㈱

A・B会場：4F会議室

２-Ｂ-１

主催者企画

《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㈱

10：45 ～ 12：00

２-Ｂ-２

主催者企画

《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㈱

12：45 ～ 14：00

主催者企画

《協賛会社》リコージャパン㈱

働き方改革で現場を変える
～現場改善は意識改革から～

選ばれ続ける思考

全青協で考える
これからの「価値創造」と「価値獲得」

誰もが見やすく使いやすい
ユニバーサルデザイン基礎

働き方改革関連法が施行されましたが、この法規制対応
を「健全なる外圧」として真摯にとらえ、掛け声だけで
は解決できない課題だけでなく、なかなか変えられない
社内風土や旧い体質の改善チャンスとして活かすべく、
その目的や実践的なアプローチについてポイントを解説
します。

製版業界が全盛期の頃に 50 人ほどであった製版専業者
が、その後の製版レスの厳しい時代を乗り越えて総合
印刷会社化し、そして印刷市場の縮小という逆風の中、
３倍以上の事業規模に成長してきた軌跡と共にその選ば
れ続ける経営的な思考をご紹介いたします。

全青協では、印刷会社の今後の経営について考えて参り
ました。前期には「四方よしのデザイン」をテーマに、
デザイン思考、デザイン経営を学び、新たな「価値創造」
の実現に向け取り組みました。そして今期は、この価値
をいかに会社の利益につなげていくかという「価値獲得」
について「本業（じく）を変えない儲かリノベーション」
をテーマに学んでいきます。これらの内容について、全
青協活動並びに会社事業を踏まえてお伝えします。

社内外に向けた書類やWebサイトを作る際には、障害の
ある人にもそうでない人にも同じように情報が伝わるよ
う配慮しなくてはなりません。高齢化や多様化が進むい
ま不慮の事故を防ぐ意味でも見やすさや読みやすさの工
夫は重要です。
このセミナーでは、どのような視点を持ってデザインす
ることで、誰もが見やすく使いやすい制作物になるかを
解説します。

㈱オフセット岩村

代表取締役 岩村 貴成 氏
（全国青年印刷人協議会議長）
㈱サンエー印刷

常務執行役員

２-Ａ-３

吉川

昭二

氏

14：15 ～ 15：30

主催者企画

㈱セントラルプロフィックス
代表取締役

田畠

義之

氏

今井印刷㈱

代表取締役 今井 孝治 氏
（全国青年印刷人協議会直前議長）

２-Ｂ-３

㈱TARTDESIGNOFFICE
代表取締役

伊達

千代

氏

14：45 ～ 16：00

主催者企画

《協賛会社》リコージャパン㈱

地元の印刷会社から発信する歴史の
掘り起こし
～復活！栃木のヒーロー「藤原秀郷」伝説～
地域に埋もれた歴史コンテンツで街おこし！
栃木は武将不在の地と思っていたけれど「武士の始まり、
武芸の開祖」と言われ、源頼朝も憧れた武将が平安の栃
木にいたことを知った５年前。
イラスト・企画・ネットワークなど、地元印刷会社の特
性を活かしたブランドアップ活動をご紹介いたします。
○活動ホームページ：『坂東武士図鑑』
https://www.bando-bushi.com/

㈱みやもと

代表取締役 宮本 誠 氏
（栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会 代表理事）

10

デザイン&メディアのトレンド 2022
SNSによるコミュニケーションの変容、SDGsやダイバー
シティといった社会的な意識改革またコロナ禍において
我々の生活は日々大きく変化しています。デザインの目
指すものやメディアの役割も当然変わっていかなければ
なりません。
この時代に求められているメディアとは？
そしてこれからのデザインが目指すものとは？
実際のデザインや広告の変化の現状を分析し、何がどの
ように変わってきているのかを解説します。
またこれからのデザインやメディアにおけるトレンドを
探ります。

㈱TARTDESIGNOFFICE
代表取締役

伊達

千代

氏
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［２日目］7 月 14 日（木）
主催者企画セミナー 有料

仙台卸商センター・産業見本市会館「サンフェスタ」

出展者企画セミナー 無料

会場Ｃ（定員 60 名）

２-Ｃ-１

10：15 ～ 11：30

２-Ｃ-２

主催者企画

12：15 ～ 13：30

コロナショックにより雇用環境が急速に変化し、収束し
たとしても“with コロナ”の下で新しい働き方が求められ
続けるでしょう。
テレワーク、時差勤務、フレックスタイムなどの働き方
の普及により会社と社員の時間の共有が薄くなる中で、
いかにして“こころ”のベクトルを合わせるかが、これから
の時代を乗り越える上では必要です。そのポイントをお
伝えします。
㈱ブレイン・サプライ 代表取締役
社会保険労務士法人ブレイン・サプライ 代表社員

氏

氏

俊巳

岡

弘己

出展者企画

ハイデル・フィーラム 21 東北地区会

次世代創造協同組合

香山

12：45 ～ 15：30

２-Ｄ-２

主催者企画

ベトナム実習生活用による工場の
～テレワーク時代は終わらない 会社と社員
次世代化と高度人材を通じたDX対応
の距離が遠くなる時代を乗り越える！～
～ベトナム印刷工業短期大学修了者・ 『労使の“こころ”のベクトルを合わせる
高度IT人材の活用～
人財育成』

代表理事

C・D会場：3F会議室

会場Ｄ（定員 40 名）

《協賛会社》仙台印刷工業団地協同組合

人材不足が進む製造工場において、20 代で印刷界を志す
ベトナム人材の活用は、職場に安定と活性化をもたらし
ます。またDX化が進む印刷業界において、ベトナムの高
度IT人材を活用・アウトソーシングは、社内DX化への対
応強化につながります。当日は、現事業に海外を掛け合
わせることで、今後の印刷事業を切り開く一つの解を議
論できればと思います。

［２日目］7 月 14 日（木）

デザイン思考入門
～人間中心視点から真の課題を発見し
解決策を考える～
「デザイン思考」とはデザイナーがデザイン制作における
思考方法を用いて、それをビジネスや経営に活かし、問
題を解決するアプローチを指します。2005 年米国スタン
フォード大学 d school が創設され世界中に広めたと言
われており、ユーザー視点に立ってサービスやプロダク
トの本質的な課題・ニーズを発見し、ビジネス上の課題
を解決するための思考法として注目されています。今日、
先進的なサービスを提供している企業はこの考え方で問
題を解決し、日々世界中で驚く様なサービスを生み出し
ています。
変化の時代に注目される思考プロセス「デザイン思考」
の考え方を学び、体験し、課題を発見し、その解決策を
考えるための“気づき”を得るためのセミナーです。セミ
ナーでは、今まで見落としていた事、気がつかなかった
ことを、「自分自身の発想ではない」思考力で問題を解
決することを学んでいただける絶好の機会になっており、
皆様のビジネスにお役に立てること間違いございません。
＊途中 15 分の休憩を挟みます。
＊筆記用具をご持参ください。

デジタルサーフ㈱
代表取締役

12

飯盛

豊

氏
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1

リョービMHIグラフィック
テクノロジー株式会社

984-0042

仙台市若林区大和町 5-10-1

022-237-6210

022-237-6207

A3 縦通しから四六全判まで世界最多の印刷機ラインアップで印刷業界の
発展に貢献します。

2

株式会社ニクニ

213-0002

川崎市高津区二子 5-8-1
第 3 井上ビル 2 階

044-811-2225

044-811-2212

会期中には湿し水精密ろ過装置エバークリーンを実演展示します。
ブースに来訪頂きろ過能力をご確認ください。

3

アイグラフィックス株式会社

130-0013

東京都墨田区錦糸 3-2-1
アルカイースト 12F

03-3625-6477

03-3625-6446

製造・販売・メンテナンス、お客様のUV関連機器をトータルでサポート
いたします。ご来場をお待ちしております。

4

株式会社ミマキエンジニアリング

984-0825

仙台市若林区古城 3-10-7

080-6710-6772

022-282-7271

オンデマンド型デジタルコーティングマシンを初出展！
印刷→コーティング→CUTで新たな付加価値を提案。

5

リコージャパン株式会社

980-0022

仙台市青葉区五橋 1-5-3
アーバンネット五橋ビル

022-726-3333

022-726-3309

リコージャパンの考える「変革」をご提案。
新たなビジネスへのチャレンジをお手伝い致します。

6

ダックエンジニアリング株式会社

330-0854

さいたま市大宮区桜木町 1-314

048-631-2551

048-631-2552

Change the factory 「不良を見つける」から「不良を作らない」へ

7

ホリゾン・ジャパン株式会社

101-0031

東京都千代田区東神田 2-4-5

03-3652-7631

03-3652-8083

次世代型製本ワークフローシステム『iCE LiNK』を核とした製本システム
をご紹介いたします。

8

株式会社イメージ・マジック

112-0002

東京都文京区小石川 1-3-11
ライシング後楽園ビル 5F

050-5835-2150

03-3868-3588

一台でプリントビジネスを始められるハードウエア．システム等最適な
ソリューションをご紹介します。

9

東洋インキ東北株式会社

981-3206

仙台市泉区明通 3-27

022-378-5131

022-378-6771

東洋インキグループの環境対応製品や高付加価値印刷のソリューションを
提案いたします。

10

株式会社キングコーポレーション

984-0041

仙台市若林区志波町 5-22

022-284-6688

022-235-2650

新時代のコミュニケーションツールにキングアイテムがお応え致します。

11

株式会社ヤマトヤ商会東北支店

983-0842

仙台市宮城野区五輪 2-12-6

022-296-9555

022-296-9550

トータルプロセスエンジニアリング精神をコンセプトとし全てのお客様の
要望にお応えします。

12

日本テクノ株式会社

980-0021

仙台市青葉区中央 1-6-35
東京建物仙台ビル 14 階

022-217-3901

022-217-3903

電気の「見える化」・電気保安・電力小売など、全国６万件のお客様に
電気に関する総合サービスを提供しています。

13

株式会社光文堂

984-0003

仙台市若林区六丁の目北町 4-30

022-287-3711

022-287-3710

最新鋭のKBDブランド機器をはじめ、コムネットのレーザー加工機を
ご紹介致します。

14

デュプロ株式会社仙台営業所

981-3117

仙台市泉区市名坂字樽町 170-4

022-773-5691

022-773-5694

オンデマンド印刷の後加工をメインとした機器を多数展示します。
ぜひデュプロブースへお立ち寄り下さい。

15

株式会社日研化学研究所

135-0002

東京都江東区住吉 2-13-8

03-3632-4741

03-5600-7045

16

株式会社トーヨーコーポレーション
仙台営業所

日研化学研究所は、人と印刷とを化学で結ぶ企業として安心・安全な製品
をご提供させていただきます。

981-3117

仙台市泉区市名坂字萩清水 102-5

022-375-6955

022-375-6950

ガーメントプリンターを利用した各種ウェア等・素材への転写方法を
ご提案致します。

17

テクノロール株式会社東北営業所

983-0035

仙台市宮城野区日の出町 3-4-11-104

080-5349-7376

022-355-2242

印刷用の各ゴムロールをラインナップ。環境にも優しい商品作りを実施中。
グレーズ除去剤「かがやき」は大好評。

18

DICグラフィックス株式会社

984-0011

仙台市若林区六丁の目西町 1-45

022-287-9101

022-287-2258

彩り豊かで、もっと心地よく暮らせる。私たちDICグループはそんな社会
づくりを目指しています。

19

株式会社勝田製作所

536-0014

大阪市城東区鴫野西 3-3-43

06-6961-3945

06-6961-7705

精鋭鉄エマンによる「最高技術」と「経験」が断裁機の「最高水準」を
実現

20

誠伸商事株式会社

145-0062

東京都大田区北千束 2-9-10

022-204-0389

022-204-8013

21

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社

印刷MIS「印刷管太郎」のご紹介。
全社を「見える化！」で業績アップのお手伝いをさせて頂きます。

980-8560

仙台市青葉区一番町 1-9-1

022-217-3204

022-217-3214

新製品カラー 100 枚機、検査装置オプション、封筒印刷の効率化等の
コンテンツ展示をさせて頂きます。

22

ダイヤミック株式会社

980-0045

仙台市宮城野区宮城野 1-11-1

022-296-3221

022-296-3230

今後の新たなビジネス展開としてＴシャツ、エコバック等へのプリント
システムをご提案させて頂きます。
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23

株式会社オンデオマ

531-0074

大阪府大阪市北区本庄東 1-1-10
RISE88 ビル 7F

24

永井機械鋳造株式会社

349-1155

埼玉県加須市砂原 2345

022-238-4011

022-238-4022

多彩な機能・圧倒的な安心感・純国産とサポート体制。

25

仙台小森インキ株式会社

984-0015

仙台市若林区卸町 2-5-8

022-232-1591

022-239-5874

現場業務の効率化・システム管理等の御案内いたします。
皆様のご来場をお待ち致しております。

26

株式会社SCREEN GP ジャパン

980-0011

仙台市青葉区上杉 1-5-15
日本生命仙台勾当台南ビル

022-224-1741

022-225-3738

ソリューションクリエイターとして「お客さま第一」の信条のもと、
持続可能な社会の発展に貢献します。

27

ニッカ株式会社

174-8642

東京都板橋区前野町 2-14-2

03-3960-3106

03-3558-7885

65 周年を迎えるニッカは、確かな実績と技術力でお客様をトータル
サポートさせて頂きます。

28

株式会社太陽堂成晃社

162-0856

東京都新宿区市谷甲良町 2-25

03-3267-2811

03-3260-7155

表面加工で培ったノウハウと印刷を組み合わせた、他にはない特殊印刷の
ご提案をさせていただきます。

29

東北地区印刷生産技術フォーラム

983-0034

仙台市宮城野区扇町 3-9-12

022-284-7586

022-232-9249

新規会員募集のご案内をさせて頂きます。又、付加価値創造をテーマに、
ブース内にサンプルを展示いたします。

30

株式会社山櫻

104-0041

東京都中央区新富 2-4-7

03-5543-6331

03-5543-6332

31

株式会社仙台大気堂

980-0803

仙台市青葉区国分町 3-6-11

022-222-4506

022-261-6255

お客様と時代のニーズに合ったオンデマンド機、デジタル印刷機を御提案
させていただきます！

32

株式会社小森コーポレーション

984-0822

仙台市若林区かすみ町 8-54

022-282-8851

022-282-8558

CONNECTED AUTOMATIONコネクテッド・オートメーションは、プリプレス、
プレス、ポストプレスをKP ーコネクトプロで自動連係し、工場全体を最適化します。

33

コニカミノルタジャパン株式会社

980-0811

仙台市青葉区一番町 1-2-25

022-722-2265

022-722-2224

34

カンタム情報システム株式会社

980-0801

仙台市青葉区木町通 1-3-40

022-225-7857

022-225-3312

濃度、汚れ、表裏見当の自動制御、バーコード出力の自動検証など紙面検査機能インテリジェント・
クオリティ・オプティマイザー搭載のコニカミノルタカラープロダクションプリンタを実感下さい。

35

株式会社ウチダテクノ

104-0033

東京都中央区新川 1-10-14
FORECAST2F

03-5657-4071

03-5657-4081

省力化提案を通じて、お客様の隣で、お客様とともに「Innovation」実現
のお手伝いを致します。

36

秋田印刷製本株式会社

010-1415

秋田市御所野湯本 2-1-9

018-839-7554

018-839-9433

米粉のシフォンケーキ・オリジナル日本酒の限定販売、地域企業との連携
等の取り組みを紹介。

37

亜細亜印刷株式会社

380-0804

長野市大字三輪荒屋 1154

0980-50-0343

0980-50-0373

日本語文化を守る！
組版システム

38

株式会社モリサワ

984-0051

仙台市若林区新寺 1-3-8

022-296-0421

022-296-0420

200 以上の自治体に採用頂いているMC-Catalog＋を展示。
広報紙の電子化ソリューションをご紹介致します。

39

株式会社グラフィックサポート

530-0041

大阪市北区天神橋 2-5-26
ギャラリービル 803

06-4800-8131

06-6352-3044

低価格UVプリンタBFクラフト登場！
封筒革命APPC5570 単版名刺印刷カードインパクトCube登場

40

株式会社コスモテック

170-0002

東京都豊島区巣鴨 1-2-6

03-3947-5101

03-3947-5105

①新型湿し水装置CFG、ケミカルフリーも可能。
②業務用移動式加湿器、小スペースに最適。静音省エネ。

41

株式会社正栄機械製作所

164-0012

東京都中野区本町 5-9-12

022-231-8605

022-385-5760

折機による特殊加工の製品見本等の紹介展示

42

東京ラミネックス株式会社

162-0842

東京都新宿区市谷砂土原町 1-2

03-3268-5550

03-3268-5744

オンデマンド対応ウルトラPPエンボス「フロスト」を新発売！
表紙をフイルムで表現してみませんか。

43

株式会社ムサシ仙台支店

980-0014

仙台市青葉区本町 1-11-2

022-796-2101

022-265-5731

業務の効率化、見える化を図る印刷業務管理システム、オンデマンド光沢
加工機をご紹介致します。

980-0022

仙台市青葉区五橋 1-1-23
カメイ五橋ビル 3F

022-226-7268

022-266-2212

みなさまの印刷DXをご支援する最新のソリューションをご紹介致します。

983-0869

仙台市宮城野区鉄砲町西 1-14
富士フイルム仙台ビル

022-292-6511

022-292-6520

44
45
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富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社
富士フイルムグローバルグラフィック
システムズ株式会社東北支店

070-6549-3585

06-6136-7416

名刺・封筒をはじめ、様々な印刷物に対応したクラウド型印刷物受発注
システムで業務効率化しませんか？

「出逢ふをカタチに」する山櫻です。名刺・封筒印刷が可能なプリンター
と紙製品を展示します。

「多様な視点で印刷の未来をデザインする」をテーマに真の事業パートナー
を目指します。

美しい日本語組版を守り続ける持続可能な

「これからの生産工程は、見える、繋がる、広がる。」をテーマにFFGSの
最新ソリューションをご紹介。
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3

キング
コーポ
レーション

11

ヤマトヤ
商会

20

勝田製作所
イメージ
・マジック

9

2

19

ホリゾン・ジャパン

12

日本
テクノ

21

誠伸商事

22

ダイヤ
ミック

23

24

オンデオマ

永井機械
鋳造

33

コニカ
ミノルタ
ジャパン

キャノン
マーケティング
ジャパン

35

ウチダ
テクノ

25

34

カンタム
情報
システム

36

正栄機械
製作所

43

ムサシ

4
13

ミマキ
エンジニア
リング

光文堂

出口専用

18

41

東京
ラミネックス

アイグラ
フィックス

展示ゾーン配置図

コスモ
テック

42

秋田印刷
製本

仙台小森インキ

40

14

26

デュプロ

SCREEN GP
ジャパン

30
29
東北地区
印刷生産
山櫻
技術
フォーラム

27

37

28

ニッカ

太陽堂
成晃社

亜細亜
印刷

31

仙台大気堂

38

モリサワ

44

富士フイルム
ビジネス
イノベーション
45

富士フイルム
グローバル
グラフィック
システムズ

入口専用

19

会場までのアクセス
至泉中央

旧 号線

広瀬通

至山形

青葉通
あおば通駅

駅
台
仙

苦竹駅
●陸上自衛隊

陸前原町駅
宮城野原駅

六丁の目駅

卸町駅

六丁の目交差点

仙
線

至福島

今泉I.C

●NTT

●JT

箱堤交差点

中央卸売市場
歩道橋

●七十七銀行

P ●GS

みやぎ健診プラザ● 〒
仙台銀行●

イオン卸町店
GS●
N

至岩沼

●JAF

●卸町共同
配送センター

至仙台駅

平禄寿司●

セブンイレブン●

線

号

4

道

国

日通中央倉庫●

至仙台空港

ス
パ
イ
バ
台

仙

第一貨物

卸町駅

交番●
卸町交差点

サンフェスタ・卸町会館

長町I.C

山田I.C

GS● ●

若林Jct

4号

至

仙台南部道路

仙台東I.C

サンフェスタ・卸町会館

道
国

形

山

萩野町公園
京急プラザ

卸町交差点

仙台東部道路

仙台南
I.C

東宮城野小

●GS

卸町公園

線
幹
新
北
東

宮城野萩大通り

榴ヶ岡駅

仙台港北I.C
仙台港I.C

箱堤交差点

東急プラザ
● ●七十七銀行

みやぎ健診プラザ●

苦竹
インター

至産業道路

青葉山トンネル

IT仙台宮城野
団地

至泉I.C

●GS

東北自衛隊正門前

至塩釜

仙石線

東

国道45号線

仙台駅

仙台
宮城I.C

東北本線

坂下交差点

4

至45号線

至石巻

至利府

台
バ
イ
パ
ス

至山形

至古川
至泉I.C

至鶴ヶ谷
●ガス局

国道48号線

三陸自動車道

至盛岡

仙台塩釜線

六丁の目交差点

六丁の目駅

至仙台東I.C
至仙台新港

交通のご案内

■仙台駅から車で15分 ■仙台駅から地下鉄東西線で卸町駅下車、
徒歩7分 ■国道4号仙台バイパス
（泉I.C.）
から車で15分 ■仙台東部道路仙台東ICから車で7分

駐車場のご案内（駐車場は無料です。受付にて、無料刻印を申し出て下さい）
グリーンベルト

仙台バイパスより

車両入口

駐車場A

スタンド用地

東側車両入口
立体

立体

一般車両出口

出口

P

P

入口

立体駐車場
（1F〜6F）

ご不明な点は…

2022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三丁目9-12

TEL 022-284-7586 FAX 022-232-9249
e-mail : info@miyagi-pia.or.jp

までお問い合わせ下さい。

