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昭和40年代に石川県鉄鋼会館で開催
された印刷機械展示会。当時の最先
端の印刷機器がずらりと並ぶ。画面
中央下に見えるのは、現在では殆ど
目にすることのない、活版の名刺印
刷機と思われる。
「石川の印刷史」
（昭和43年刊）
より

石川県印刷関連団体協議会平成22年度通常総会開催
新会長に永野博信氏
（石川県印刷工業組合理事長）
が就任
今年度の石川県印刷関連団体協議会通常総会は、7
月13日
（火）
14時30分から40名が出席して石川県

ぞれ新たに就任しました。最後に、
新会長の永野会長
が挨拶を行い、通常総会を終了しました。

地場産業振興センターで開催されました。
田中泰副会

休憩後、引続き同じ会場で、協議会主催によるセミ

長の司会で始まり、福島理夫会長挨拶のあと、議長に

ナーを開催しました。参加者は協議会会員等、90名

福島会長を選出、議案審議に入りました。

を超える盛況で、
「iPad誕生が印刷業界に与える影響

最初に第1号議案平成21年度事業報告及び収支決

!!」
と題して石川新情報書府審査監修委員でもあるメ

算承認の件について、事務局から説明後、木船静夫監

ディアラグ株式会社 代表取締役 藤井雅俊氏がITと

事から監査報告がなされ、原案通り承認されました。

コンテンツの融合ビジネスモデルの最新動向につい

次に第2号議案平成22年度事業計画
（案）
及び収支予

て講演を行い、
また石川県商工労働部産業政策課から

算
（案）
並びに会費の口数割当
（案）
承認の件について

「ITとコンテンツの融合による新サービス創出事業」

事務局から提案され、これも原案通り承認されました。

について

次いで、今年度は2年に1度の役員改選の年であるこ

支援事業

とから、第3号議案役員選任の件について事務局から

の説明が

説明後、新役員の提案があり、原案どおり承認されま

ありセミ

した。新会長には、
石川県印刷工業組合の永野理事長

ナーを終

が就任し、副会長に橋本修一氏、常務理事に南也司志

了しまし

氏、出村明氏、千田行一路氏、会計に南友裕氏がそれ

た。

平成22年度オフセット印刷技能検定実技試験の実施
及び学科試験対策講座の開催
7月6日
（火）
から4日間にわたり、石川県職業能力

題を教材にしたオフセット印刷技術全般にかかわる

開発協会の委託を受けて、
印刷会館平版印刷研修室に

オフセット印刷技術研修会を開催しました。
学科試験

おいて平成22年度技能検定
（印刷 オフセット作業）

は、8月29日
（日）
に行われ、合格者発表は10月1日

の実技試験を実施しました。今年度は、1級3名、2

（金）
です。

級11名
（内2名非組合員）
の方が受検されました。
また、8月10日
（火）
には、小森コーポレーション
の大塚彰氏を講師に迎え、
実技試験の受検者を中心に
オフセット印刷技術者の方17名の参加を得て、主に
平成21年度をはじめ過去の学科試験に出題された問

第34期DTPエキスパート認証試験対策講座の開催



業界のデジタル化の流れの中でDTPの新たなテク

（短縮コース）
を、富士フイルムグラフィックシステム

ノロジーに対しそれを扱う高いレベルの人材提供を

ズの福原美砂講師により、7社18人の方々が参加し

目的に、
（社）
日本印刷技術協会が行う
「DTPエキス

て、
今年度も7月3日
（土）
と8月6日
（金）
の両日実施し

パート認証試験」
の対策として毎年行っている講座

ました。





 











第9回さわやかパットゴルフ大会開催
今年度の大会は、会場をこれまでの粟津温泉
「辻の
や花の庄」
から小松市軽海町涌泉寺温泉の
「ピュア涌
泉寺」
に移し、6月27日
（日）
11社41名の参加により
開催されました。当日は、
梅雨時とあって天候が心配
されましたが、
晴れ間も見える絶好のコンディション
の中、18ホール、パー 36のコースで自慢の腕を競

い合いました。競技終了後、懇親会会場に移動し、全
員でバーベキューを楽しみながら、
表彰式やカラオケ
などで大いに盛り上がり、
参加者相互の親睦を深めた
1日でした。上位入賞者は次のみなさんです。
優勝 宮嶋

誠さん
（高桑美術印刷㈱） スコア 54

２位 下木 俊成さん
（㈱橋本確文堂） スコア 57
３位 田中 善丈さん
（㈱橋本確文堂） スコア 61
３位 松田 隆志さん
（まつだ印刷所） スコア 61

地引き網大会の開催
組合恒例の地引き網を、8月1日
（日）
に今年度も高
松海岸の浜茶屋
「ささ舟」
で開催しました。今年は梅雨
明けも早く、暑く快晴の日が続き早くから期待も高
かったことから、家族の方々も含め、67名もの多数
の方々に参加をいただきましたが、
当日は晴れたもの
のあいにく風が強く、
波が高いため船を出すことが出
来ず、網を引けないという残念な結果となりました。

しかしながら参加者はすぐに気持ちを切り替え、
新鮮
な魚介類によるバーベキュー大会で互いの懇親を深
めました。ただ参加者からは、
やはり網を引きたかっ
たという声があり、
「来年こそは！」
と改めて企画、再
度挑戦したいと思います。
今回参加いただいた方々あ
りがとうございました。
来年も多くの方の参加をお待
ちしたいと思います。


   
 






石川県印刷関連団体協議会主催

第19回
「印刷の月」
記念ゴルフ大会開催
9月4日
（土）
気温33度の猛烈な暑さの中、今年の
「印刷の月」
記念ゴルフ大会が、28名の参加のもと、
能登カントリークラブ日本海・はまなす両コースで開
催されました。プレー終了後、
親睦パーティが開催さ
れ、永野博信大会長が挨拶、橋本修一大会実行委員長
の乾杯後表彰式に移り、
成績発表と大会長から賞品授
与が行なわれました。
今回は印刷工業組合の方々は優
勝こそ逃したものの、
多くの方が上位に名を連ねる好
成績でした。上位成績は以下のとおりです。
【個人戦】

【団体戦】 上位3名のNET合計点

優 勝 猪飼辰児さん
（ハイデルベルグジャパン㈱）

優 勝 C組 佐味貫義さん、
野城 勲さん、
橋本修一さん、

 NET 70.2
準優勝 和久田茂明さん
（㈱ヨシダ洋紙） NET 71

松本英也さん、
岩上伸人さん NET 219.6
準優勝 B組 猪飼辰児さん、
榎本雅彦さん、
村本 博さん、

３ 位 橋本修一さん
（㈱橋本清文堂） NET 72.2

宮村祐喜雄さん、
永野琢也さん NET 221.4
３ 位 E組 斉藤武志さん、
吉田克也さん、
谷村昭夫さん、
和久田茂明さん NET 225.6

リレーコラム
常務理事（厚生委員長）（株）
中川印刷

野城

勲

平成8年より始業前に掃除を始めて13年近くになり

最初は30分の掃除が時間が経つにつれ掃除にも工

ますが、切っ掛けとなったのが
「凡事徹底」
の四字との出

夫が生まれ時間も縮まり掃除の範囲も広がってきたの

合いです。

です。
ひ じ

福沢諭吉先生は
「鄙事多能」
と言っておられ、鄙事、つ

特別なことをするより、当たり前の平凡なことを非凡

まり雑事を片づけるこまごまとしたこと、例えば、朝起

にすることにより、少し前向きないい思想がわいてくる

きたら布団をたたむとか、ちょっと家の前を掃くとか、

のではないでしょうか。掃除をしていて、人をだまして

身辺の雑事に対していつも多能で、器用でなければいけ

やろうとか、人を陥れてやろうという考えは微塵も出て

ないとの教えであり、また芥川龍之介は、
「人生は些事

きません。掃除をしながら、人を恨んだり、憎んだりす

に苦しみ些事を楽しまなければいけない」
と言っておら

る人はいないはずです。自分のやり残したこと、忘れて

れ、毎日の生活で、自分でできることはきちんとしなさ

いたことに気づいていくという素晴らしい心の動きが

いということでしょう。

あります。

徹底して、平凡なことをきちんとやっていく、やれば
だれにでも簡単にできることを徹底して、その中で差を

気づく人になるためのいちばん良い方法としてぜひ
掃除をお勧めいたします。

つけるという考え方です。簡単なこと、単純なこと、単
調なことをおろそかにしない、それを極めていくという
考え方を信じ、現在に至っております。







 











これは、あくまでも
「独り言」
です。

「印刷営業講座」及び
「印刷営業技能審査認定試験」の
開催について
「印刷営業講座」
「印刷営業技能審査試験」
が、下記の日程で今年度は石川県印刷工業組合印刷会館で開催されます。

1 印刷営業講座
開催日時
10月 9 日
（土）
9 ：00〜16：00

10月16日
（土）
11：00〜16：00

10月22日
（金）
13：00〜17：00

10月23日
（土）
9 ：00〜16：00

講座内容

担当講師

オリエンテーション、印刷営業の基本
（社）
日本印刷技術協会
セールス技能の基本、営業活動とコンプライアンス など  専任講師 岩野 行雄
印刷技術知識
日程管理と納期設定 など

（社）
日本印刷技術協会
 主任 伊藤 禎昭

見積計算演習
（事務用）

全印工連派遣講師
㈱ストーム 功力

晃

見積計算演習
（出版用、商業用）

全印工連派遣講師
㈱ストーム 功力

晃

2 印刷営業技能審査試験
日 時

平成22年10月30日
（土） 13時〜18時30分

様へ
組合員の皆

中退共で安全手軽に退職金設計を



   
 






ミヤコシ・
「オープンハウス2010」
に1000人超の来場者

MJPシリーズなど5システムを高機能化
アンカー剤塗工やLED-UV、
液体トナーで注目集める
オフ輪およびビジネスフォームの後継印刷機として

ともに選択が可能で、これによりランニングコストを大

インクジェットプリンターなど各種のオンデマンドプ

幅に軽減することができる。また、6色対応となってい

リンターを開発製造するミヤコシ
（千葉県習志野市津田

ますので、アンカー剤のみならず、特色インクを搭載す

沼・社長：宮腰巖氏）
は、6月2日から3日間、千葉県八

ることもできる。

千代市大和田新田の同社POD事業部クリーンルームを

内部構造は、表用と裏用と2タワーの構造となり、そ

会場に、フルカラーインクジェットプリンタ
「MJP」
シ

れぞれにアンカー剤塗工ユニット、さらに乾燥機から

リーズの最上位機種にアンカー剤塗工ユニットを組み

なっている。アンカー剤を塗工することで、印刷品質や

込んだ
「MJP20F」
など新製機種6製品を一挙に公開した。

定着性を向上させるだけでなく色領域も拡大されている。

ビジネスフォームやオフ輪市場のデジタル化を見据
えた同社の製品開発には、各方面から注目されているが、

LED-UVに対応したフルカラーインクジェットプリ

3日間の公開実演会で1000人を超す来場者を記録し、

ンター。構成は、給紙部、IJPとインク乾燥ユニット、

業界内でのデジタル化促進にさらに拍車を掛ける動き

印刷汚れ等を検出する検出装置、巻き取り部からなる。

にもつながった。

IJPタワーの内部は、MJP20Fと同様、ヘッドは表用と

発表された新製品はMJP20Fのほかに、
▽LED-UV対

裏用の2段構成で、下段は最終定着用のUVインクで、

応フルカラーインクジェットプリンタ
「MJP20W」
、▽液

LED-UVはヘッドボックス内部に格納されている。これ

体トナー方式電子写真プリンタ
「MD-Press5000」
、▽

により、素材への熱影響を軽減しつつ、今までにはない

ワイドフォーマット対応シリアルプリンタ
「TXP18A」
、

高品位なフルカラー印刷を実現している。

▽フルカラーインクジェットプリンタ
「MJP20D」
、▽ア

給紙、巻き取りなどを一新しており、付帯装置の見直

ドオンタイプ・インクジェットシステム
「MIYAKOSHI

しを行い、
最大紙厚400グラムまで対応しているので厚

Hybrid Inkjet」
など。各機種の機能概要は以下の通り。

紙への印字が可能となっている。印刷速度も、UVイン

▽MJP20F

ク採用のインクジェットとしては最高域となる100

MJPシリーズの最新機種となるもので、昨年のJGAS

メートル、さらに、現在インクの改良を行っており、150

で発表されているが、新たにアンカー剤塗工ユニットを

メートルへのアップグレードも予定されている。

組み込み高機能化されている。給紙部、アンカー剤塗工

▽MD-Press5000

ユニット、IJPと乾燥機を組み合わせたユニット、巻き

液体トナー方式の電子写真プリンター。解像度は

取り部という構成になっている。プリントタワーは独自

1200dpi、速度は、旧仕様が60メートルだったのに対

の紙通しを採用する1タワー方式だが、
A3表裏の印刷が

し、タンデム方式の利点を生かして、新モデルは速度

可能となっている。

60％アップの100メートルのスペックとなっている。

MJP20Fは用途に応じて解像度を変更することが可

この装置は、オペレーション負荷軽減のために、印刷濃

能で、選択可能な解像度に対応した印刷速度が確保でき

度コントロールや紙厚設定によるイン圧の自動調整機

るようになっている。品質重視のアプリケーションには

構などさまざまな機能を搭載している。また、トナー

1200dpiでの印字、大容量、短納期などの速度重視で

キャリア液は無害無臭のものを採用して、環境にも配慮

は250メートルに対応が可能となる。
同日のデモンスト

したシステムになっている。

レーションでは、600×480/250メートルでの印刷が

▽TXP18A

行われた。インクは、水性インクを採用し、顔料、染料



▽MJP20W





 











ワイドフォーマット対応のシリアルプリンター。イン

クジェットシステムとは異なり、ヘッドボックス自体が

は、負荷に応じてRIPエンジンの追加を可能にしている

幅の方向に移動するもので、用途としては捺染業界向け

ため、並列することによって、MJPの高速印刷を犠牲に

に開発されたテキスタイルプリンターといえる。速度は

することなく大量のバリアブル印刷などに対応できる。

毎時400メートル、解像度は600×1200dpi。一昨年

また、クライアントの変更や、アミ点形状なども、印刷

に製品化されているが、新たにワンキャリッジ仕様とな

時に変更することが可能となる。

り、印字見当の向上が図られている。
▽MJP20D
印字速度は100メートルで、20Fや20Wと同様の紙
パスを採用し、1タワーで全幅表示印刷に対応している。

インクジェットプリンタ取組みの軌跡
1994年に、サイテックス
（現コダック社）
のインク

インクジェットタワーの幅が約1.7メートルと非常にコ

ジェットシステムの輸入販売を開始。2002年には、オ

ンパクトながら、単色機から6色機までアップグレード

ンデマンド印刷のさらなる市場の拡大を予測し、MJPシ

が可能で、当初は単色機として導入して、アプリケー

リーズの原点となるピエゾ型ヘッドの模索・検討を開始

ションの拡張に応じて色数を増やすといった導入方法

し、新たなインクジェットシステムの開発に着手してい

も可能となっている。

る。翌年のIGAS2003で
「MJP600」
のプロトタイプを

▽MIYAKOSHI Hybrid Inkjet

発表、同時に国内販売を開始した。

108ミリ幅のインキが可能な単体ヘッドを1ヘッド

2004年にはMJP600をベースにした印刷システム

単位で増設することが可能なシステム。既存の印刷機に

を 開 発、産 業 用 途 で の 応 用 を 進 め る と と も に、

インクジェットユニットのみを増設、可変情報をインラ

drupa2004にMJP600を出展した。2007年4月には

インで印字することが可能になる。インクは水性、UV

MJP600を フ ル モ デ ル チ ェ ン ジ、9月 に 行 わ れ た

ともに対応が可能。ミヤコシ製の印刷機のみならず、他

IGAS2007で
「MJP20C」
としてシステムを出展した。

社製品や各種加工機にシステムを増設することも可能

同年12月には、
MJP20Cに関してオセ社とOEM契約を

となる。氏名やバーコードなどの可変情報を印刷する場

締結。2008年3月には、MJP20Cをはじめ、UVイン

合、従来の生産方式では印刷機でのプレ印刷後にデジタ

ク対応の
「MJP20V」
、電子写真プリンター
「MD-Press」
、

ルプリンターによる可変印字といった工程が必要だっ

テキスタイルプリンター
「TXP18A」
、などの4機種を展

たが、ハイブリッドシステムを導入することにより、ワ

示するオープンハウスを開催した。

ンパスでの印刷が可能となるので、生産性の向上のみな
らず低コストで高付加価値製品の生産が可能となる。

同年行われたdrupaには、MJP20V、MD-Press1260
を出展している。昨年は、MJPシリーズをさらに拡大さ
せるべく、エントリーモデルの
「MJP20D」
、30インチ

ビジネスフォームの技術活かした
後処理への対応

幅対応の
「MJP30A」
を発表、10月のJGAS2009では最
新機種となる
「MJP20F」
を発表した。
（株式会社印刷之世界社 提供）

新機種はすべてロール・トゥ・ロールのシステムで、パ
ンチミシンといった加工部、各種検査装置、
折りシートなどのデリバリーなど、今までの
ビジネスフォームと同様の装置を組み込むこ
とが可能となる。これまでに蓄積してきた各
種オプションの開発技術を、千差万別のユー
ザー要望に向けていける点がミヤコシノの強
みの一つになっている。
また、MJPのフロント関係でも、従来のMJP
のコントローラーを改善したリアルタイム
RIPを可能にした
「Miyakoshi ClusteringRIP」
を開発して、従来のDTP環境や、プリント
ネットキーをはじめとする組版装置から
PDFを生成、そのまま印字が可能となるシス
テムに生まれ変わっている。RIPの処理速度

ミヤコシ MJP20



   
 






お知らせ
IPIAイメージポスター授賞式・
記念講演会開催のお知らせ

事務局日記
7月 3 日 第34期DTPエキスパート認証試験対策講座1
（印刷会館）
6〜9日 オフセット印刷技能検定実技試験 （印刷会館）
13日 石川県印刷関連団体協議会通常総会
（石川県地場産業振興センター本館）
8月 1 日 「地引き網」大会

（高松海岸・浜茶屋ささ舟）

5 日 第3回理事会

（印刷会館）

6 日 第34期DTPエキスパート認証試験対策講座2
（印刷会館）
22日 第34期DTPエキスパート認証試験
（石川県地場産業振興センター本館）
29日 オフセット印刷技能検定学科試験
（石川県地場産業振興センター本館）
9月 4 日 第19回印刷の月記念ゴルフ大会
（能登カントリークラブ）
23日 第16回ソフトボール大会
（湖南運動公園グランド）

今後の予定
10月 5 日 第3回IPIAイメージポスターコンペティション
審査会
（印刷会館）
9、
16、22、23日 印刷営業講座

（印刷会館）

15、
16日 全日本印刷文化展in岐阜（岐阜市）
21日 第4回理事会
29日 第3回IPIAイメージポスターコンペティション
表彰式・記念講演
（市民芸術村）
30日 印刷営業技能審査認定試験

今年で 3 回目となる印刷組合主催による学生の

会員短信

イメージポスター展、
「IPIA イメージポスター学生
コンペティション 2010」の授賞式並びに作品展示

■ 組合脱退

にあわせた金沢美術工芸大学教授後藤徹氏による

中村印刷所（金沢支部）
㈱ピーエムビー・ニシカネ（金沢支部）

記念講演会が、10 月 29 日
（金）
16 時から大和町の
金沢市民芸術村アート工房で開催されます。今年の
テーマは
「絆」
で、組合員の皆様の多数の来場をお待

（印刷会館）

■ 代表者変更

ちしています。

カネモト印刷㈱（金沢支部）
：橋上 和雄
徳野印刷㈱（金沢支部）
：三好 保隆

編集後記
最近話題のスマートフォン。皆さんお持ちですか？
今年の一月に購入し、最初は仕事に活かそうと思い活
用法を考えましたが、気がつくと携帯ゲーム機に……。
秋の夜長、虫の歌を聞きながら仕事に活用できそうな
アプリを探そうかな？

http://www.ishikawa-pia.jp/

（I・T）

E-mail:info@ishikawaken-pia.or.jp

