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年頭
理事長
ご挨 拶
皆さん

石川県印刷関連団体協議会

会 長

明けましておめでとうございます。

永 野 博 信

また昨年はアベノミクス、デフレ脱却というこ

本日は、大変お忙しい中、また遠方よりお越しい

とで金融緩和と財政出動の経済政策をおしすすめ

ただきまして本当にありがとうございます。また

一部輸出関係の企業が大変景気が良くなっている

来賓として石川県から副知事の中西様、金沢市か

ということですが、我々印刷業界においては、原材

ら副市長の濱田様、石川県中小企業団体中央会会

料の紙、インキなどが値上がりしています。石油関

長の山出様、金沢商工会議所副会頭の中島秀雄様、

係、電気料金等々値上げしていて我々の業界に

大変お忙しい中ご臨席賜り厚く御礼申しあげま

とっては厳しい状況ではないかと思っています。

す。また、日頃から我々印刷業界に対し、温かいご

我々の上部団体である全印工連では２０２０年

厚情を賜り、またご支援いただき大変ありがたく

の予測として売上高が楽観的にみて約９％ダウン

思っております。

の 5 兆１千億円、また普通にこのまま行ったとし

昨年ですね、大きな出来事ともうしますと、我々

ても１７％ダウンの４兆６千億円といわれてお

の業界､印刷工業組合、協同組合ですが、発足して

り、一番最悪のシナリオは２６％ダウンするので

１００年ということで９月７日に金沢市アート

はと予測しており、会員数も６,０００社になり、従

ホールにおいて、式典と講演会を開催しました。式

業員数は８万４千人になるのではないかという予

典においては､知事表彰と組合功労者表彰、そして

測をたてています。このお正月のめでたいときに

永年勤続表彰では勤続１０年では１２１名、勤続

こういう話をするのはどうかなとも思うのです

２０年では１８１名の多くの方を表彰させていた

が、本当に厳しい予測がたてられています。

だきました。こういう方々の長年の歴史が、この組

一方で昨年１０月に全印工連から「『印刷道』〜

合を１００年続けさせてくれたのではないかと

ソリューション・プロバイダーの深化〜」という本

思っている所存であります。今年１０１年目とい

が発刊されました。これまでシンカは進む『進化』

うことで気持ちを新たに、やはり発展を続けると

で今回のシンカは深く掘り下げるという『深化』と

いう意味で頑張って行きたいと思っております。

なっています。六つのバージョンの違う、新しい
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ジャンルの六つの生き残りをかけた特化型につい

するの…？』
『今でしょ！』になるんではないかと

て説明され、そしてそれにとりくんでいる企業が

思っています。今年は春に消費税８％が予定され

紹介されています。是非とも組合事務局に申し込

ています。これも我々業界にとっては逆風になる

んで読んでいただきたい。やはり生き残りをかけ

と思っております。しかしながら来年は北陸新幹

どのようにやっていくかが非常に大切なことでは

線開業を控えています。業界にとって、大変明るい

ないかと思っております。

材料で、我々も大きなチャンスがあると思ってい

ここにおいでる会社は皆さん強みを持っておら

ます。

れる会社だと思っていますが、強みが本当の強み

今年一年是非とも良い年でありますように祈念

にならなければ付加価値は生み出していけないと

いたしまして、新年のご挨拶に変えさせていただ

思っています。いろいろ努力をして付加価値をい

きます。本日は本当にありがとうございました。

かに積み上げて行くかというのが大きな課題だと

（当日の挨拶の要約）

思っております。林 修先生の言葉を借りると『いつ

石川県印刷関連団体協議会 新年互礼会開催
平成２６年石川県印刷関連団体協議会新年互礼
会は、1 月６日（月）午後 6 時からＡＮＡクラウン
プラザホテル金沢で来賓、会員、関係者等１８４名
の参加のもと盛大に開催されました。
千田行一路石川県印刷工組専務理事の司会で始
まり、全員で国歌斉唱後、主催者を代表して永野博
信会長が年頭挨拶を行ない、引続き来賓の、中西吉
昭石川県副知事、濱田厚史金沢市副市長、山出保石

中西 吉昭
石川県副知事

濱田 厚史
金沢市副市長

山出 保
石川県中小企業団体中央会会長

中島 秀雄
金沢商工会議所副会頭

川県中小企業団体中央会会長、中島秀雄金沢商工
会議所副会頭がそれぞれ祝辞を述べられ、来賓の
方々と協議会役員による鏡開きと福島理夫協議会
相談役発声の乾杯が行なわれ、祝宴に移りました。
和やか雰囲気の中、全印工連島村博之会長始め
18 通の祝電も披露され、参加者全員で大いに盛り
上がり、笠間史盛協議会副会長の締めの挨拶で午
後 8 時１0 分に閉宴になりました。
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印刷道〜ソリューション・プロバイダーへの深化〜

２ ０１４

新年の
ご挨 拶

全日本印刷工業組合連合会

会 長

島 村 博 之

明けましておめでとうございます。
旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜りましたことを厚くお礼申し
上げますとともに、本年も一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

皆様の益々のご活躍とご健勝を心から祈念申し上げます。 午年
安達写真印刷㈱
[昭和17年生] 安達

洋

[昭和29年生] 松村

洋

[昭和41年生] 安達

正人・久野

裕佳子

勝彦・寺井

篤志

野村
[昭和53年生] 大下

悟史

[平成 2 年生] 髙野

亮平・高山

宮川

里子

[昭和29年生] 西田

典子

[平成 2 年生] 斎藤

志津子・関

さて、昨年は富士山の世界遺産登録、2020 年の東京オリンピックの開催決定、
アベノミクスによる景気の回復傾向など、日本全体が活気づくニュースが相次
ぎ、漸く薄日が差し始めましたが、印刷業界におきましては、資機材の値上げ問
題、消費税率の引き上げに向けたカルテルの準備など、引き続き環境変化への対
応を迫られた年でした。
このような中、全印工連では、昨年 10 月に開催された全印工連フォーラムに

田中昭文堂印刷㈱

美沙子

大村印刷㈱
美由紀

[昭和41年生] 瀬川

和美

指針とする「印刷道〜ソリューション・プロバイダーへの深化〜」を発表し、その

[昭和53年生] 田上

奈々子・山田

ディアショップ、印刷製造スペシャリストの６つのカテゴリーを提案しました。
これまでも、印刷産業は社会・文化の一翼を担う非常に重要な役割を果たして
きました。
「情報」と「感性」を様々なメディアを通じて提供し、人々の生活を彩り、
暮らしを豊かにする誇り高い仕事というアイデンティティは今日においても受
け継がれており、私たちはこれを次世代に引き継いで行かなければならない責任
があります。
時代は移り変わっても、「印刷」のアイデンティティは普遍です。今回のビジョ
ンの発表にあたり、あえて「印刷道」という言葉を使ったのは、
「印刷」の原点に立
ち返り、これからも社会から必要とされ、社会を支える産業としての大きな可能
性を追い求め、それを確実に掴みとる道を歩む宣言をするためです。
ユーザーやクライアントが求めている、また、これから求められるであろう
様々なソリューションを提供し得るのは、あらゆる産業界に通じている印刷産業

川縁

良介・藤田

達郎
若菜

[昭和29年生] 金子

[昭和29年生] 山本

稔・福田

[昭和41年生] 中川

皓平

[昭和53年生] 高橋

伸明

謙治

[昭和53年生] 林

佐知子

[平成 2 年生] 北村

祥勝・寺野

郁弥

[昭和41年生] 北野

良樹

[昭和53年生] 高田

竜也・岡田

佳英

[昭和53年生] 宮嶋

竜樹・中井

一樹

㈱共栄
[平成53年生] 髙橋

康紘

㈱山越

カンダ印刷㈱

幸久・松井

邦夫

[昭和41年生] 寺本

秀明

[昭和41年生] 安多

稔・孫田佐紀子

[昭和53年生] 菅沼

篤志・澤田

国沢

寛子・南

窪田

直弘・宮坂

藤谷

忠史
宗久
幸恵
愛子

友和

[平成 2 年生] 加茂野

琢也・塩本

恭子

真衣子

ヨシダ印刷㈱

[昭和41年生] 香林

けて着実な前進を図るためのサポートを、全力を挙げて力強く支援していく所存

吉本

勇治

[昭和53年生] 村田

昭子

[平成 2 年生] 佐藤

裕太朗・上ノ宮

均・安達

均・中村

森

㈲シミズ印刷紙工
[昭和17年生] 清水

[昭和29年生] 前田

真知子

全印工連では、全国の組合員の１社１社が明確なビジョンを掲げ、その達成に向

ますよう心から祈念いたしまして、年頭のご挨拶といたします。

㈱中川印刷

[昭和53年生] 米永

久

㈱ダイトクコーポレーション

結びに、2014 年が皆様にとって明るく希望に満ちた素晴らしい一年となり

聡美

前田印刷㈱

㈲金子印刷

に他なりませんし、私たちはそれに応えていかなければなりません。

です。

[平成 2 年生] 佐藤

美希

㈱北陸サンライズ

おいて、2020 年までの印刷産業の将来像を予測し、今後の発展を期するための

イダー、特定業界スペシャリスト、メディアプロダクトメーカー、パーソナルメ

志佳・今井

㈱長谷川印刷

㈱笠間製本印刷

中で、印刷業が進化し得る方向性として、地域活性プロモーター、特定機能プロバ

[昭和53年生] 田中

正光

[昭和41年生] 福野

はるみ

[昭和53年生] 石田

俊典・山田

夏子

細川

景子・野村

理恵

小村
洋

光弘

[平成 2 年生] 髙橋

梨沙・鳥井

雄介

村谷

佳奈・藤澤

由佳

藤村

龍馬

ファン・ヴァン・タン
グェン・ヴァン・トゥアン

（五十音順／敬称略）
※事務局からの取材にご返答頂きました方々を掲載しております。
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いった課題がある」と語る。

米谷印刷工業

ラを作ることによってマーケットが広がることをお客

そうした課題をクリアする一環として同社では、「大

もえしょくプロジェクトを開始
第二次創業の足場固めに

阪もえしょくプロジェクト」に参加することを決め、

そのうえで、積極的に小ロットの受注を獲得するこ
を問わず、あらゆる印刷物を受けます。お電話下さい」

近年では、交通安全ポスターや人材募集でももえキャ

人化計画！大阪もえしょくプロジェクト」に取り組ん

ラが使用され、イメージアップを図っているほか、パッ

でいる。

ケージでも可愛いもえキャラが使用されたことによっ

このプロジェクトでは、各地域であまり知られてい

れていない名産物や職などを擬人化という手法でキャ
ラクター化することで注目度を上げ、全国的にＰＲす
ることによって、販売促進・集客における新規顧客・
新規市場の開拓をサポートする体制を整えた。
同社は、昭和 29 年に現会長の米谷正一氏が活版印
刷を主事業とする米谷印刷所を大阪市浪速区で創業し
て以来、「誠意」をモットーに「徳して得とれ」の精神
を持って設備進化による技術革新を繰り返し、時代の
変化に対応しながら業務を拡大し続けてきた。
創業当時から約 50 年間は学習参考書の印刷が中心
で、上位５社で売上の大半を占めるといった依存度の
高い体質があった。
そんな同社に大きな転機が訪れたのは、創業 50 周
年を迎えた平成 16 年に米谷一俊氏が代表取締役社長
に就任し、翌年７月に第２次創業と位置付けて「プリ
ントショップ部門」を立ち上げたことが挙げられる。
同社では、印刷・製本部門において多品種・小ロッ
トから大ロットの印刷物の加工まで対応できる設備を
揃え、制作部門ではデザイン・編集までの一貫体制を
構築。

しています。お客様に対して、『もえキャラで商品のブ

キャラクターは全国公募システムより、独自のキャ

ランド力を高めませんか』という提案ができますので、
今後はターゲットを決めて飛び込み営業もしていきま

を入れた。

す」と語っている。

変わってきたことから、今の柱がある間に次の展開を

くプロジェクト」を１月より開始。地域にあまり知ら

に加えて営業としては大きな武器が用意できたと自負

上げて全国、そして世界にアピールするもの。

好きなキャラクターを選べるシステムとなっている。

でしょうね。しかし、誰もが予測できないほど時代が

作りのお手伝い」をコンセプトに掲げ、「大阪もえしょ

同社の松尾修三取締役営業本部長は「『ゆめ〜る封筒』

擬人化という手法でキャラクター化することで注目を

ラクター原案（意匠）を誕生させ、そこから各企業が

く今日まで事業を進めてこられたのは運が良かったの

阪市淀川区、米谷一俊社長）では、「お客様のブランド

て、お土産物として拡販につなげている例もある。

との看板を貼り出すなど、新規ユーザーの獲得に本腰
「学参が中心であったため、景気に左右されることな

今年９月に創業 60 周年を迎える米谷印刷工業（大

ていきます」と米谷社長は語っている。

１月から「大阪の名産、銘菓、職人を全国に！大阪擬

ない食・物・名産・物産・企業など、あらゆるものを
とを決め、社屋の壁面に電車から見えるように「大小

様に紹介し、既存ユーザーや新規の需要を掘り起こし

誕生したキャラクターは、自社の営業マンとなり、
24 時間・３６５日休むことなく営業活動を行う。
現在、同社では「ゆめ〜る封筒」の擬人化におけるキャ
ラクターの募集を行っている。

また、米谷社長は「もえキャラは完全にブームになっ
ており、クールジャパンも追い風となっています。当
社でも自社商品をもえキャラを使って販売していきま
す。今年は創業 60 周年を迎えますが、これらの動き

進めることが必要と考え、プリントショップ部門を立

「５年以内に新しい事業を立ち上げたいと考えていた

ち上げ、印刷に関する全ての要望に応えられるように

時にこのプロジェクトがあることを知り、将来性を見

しました」と米谷社長は当時の様子を振り返る。

込んで採用を即決しました。

を第２次創業の足場固めにしていきます」と決意を新
たにしている。
同社では１月からスタートさせた「大阪もえしょく

同年 1１月からはハサミ・ペーパーナイフなどの刃

昨年は、ゆるキャラブームで全国各地の自治体が作っ

物を使わず、綺麗に開封できるオリジナル封筒「ゆめ

ていましたが、今年からは政府のクールジャパンも後

〜る封筒」の製造・販売も開始。

押しして、萌えキャラが１社１キャラの時代に突入す

さらに、同社では昨年８月にインターネットコンサ

同製品は、開封矢印の点字加工によって視覚障がい

る時代ではないかと考えています。もえキャラは、い

ルティングをはじめ、ＳＥＯ対策、ホームページ・Ｆａ

者の人でも手でなぞれば開封位置が確認できるもの。

ろいろな利用価値があり、アイデア次第では無限の可

ｃｅｂｏｏｋページ制作、スマートフォンサイト制作、

開封矢印を口で挟んで引き上げても開封できるなど、

能性を秘めているものです」と米谷社長は示す。

Ｙｏｕｔｕｂｅ制作編集を行う事業部として「ＷＥＢ

プロジェクト」ではあるが、すでに数社との契約を結
んだという。

人に優しいユニバーサルデザインで設計されている点

実際に、日本のもえキャラは世界中から注目される

が市場から高い評価を得ており、最近では便利グッズ

デザインであり、変化させやすく、キャラクターを進

米谷社長が「大阪もえしょくプロジェクト」の採用

としてテレビ番組でも紹介されている。

化させやすいのが特徴となっており、愛情をかければ

を即決した背景には「ＷＥＢ―ＹｏＮＥＴ」が立ち上

かけるほど、共感者・応援者が現れるものと期待され

がっていたことも要因のひとつとしてある。

同社にとっては、「ゆめ〜る封筒」を市場に投入した
ことは、営業活動で新規開拓の大きな武器となり、今
日までに顧客数を 50 倍以上に伸ばす好結果を生み出
している。

ている。

―ＹｏＮＥＴ」を立ち上げた。

同社では、一般ユーザーに対して「もえしょくプロ

すでに、このプロジェクトでは「商品は良いのに売

ジェクト」で誕生したもえキャラをＷＥＢサイトで披

れ行きが」「ネット販売がうまく行かない」「商品にイ

露し、オリジナル商品の「ゆめ〜る封筒」の販売まで

「御用聞き営業のままではお客様から魅力的な会社と

ンパクトやイメージがほしい」「伝統がある

は思われないとの危機感を持ち、新しい分野にチャレ

新たな販売ルートを確保したい」といっ

「もえキャラから印刷物につなげ、ＷＥＢにつなげて

ンジすることを決め、他社との差別化を図りたいと考

た企業で採用され、効果を発揮し

知名度を高めることによって、社用封筒から『ゆめ〜

え、『ゆめ〜る封筒』を当社のブランドにしたところ大
きな反響を得ることができました。

ているという。

手掛けていくことを視野に入れている。

る封筒』に変えてほしいですね」と松尾本部長は語っ

同社でも、「ゆめ〜る封筒」

ている。

の一層のブランド力を高める

現在、
「「ＷＥＢ―ＹｏＮＥＴ」では顧客のホームペー

どこにでも営業に行けるようになった結果、お客様の

ためにプロジェクトで誕生した

ジ制作はもとより、ＳＥＯ対策についても万全の体制を

数も増え、『ゆめ〜る封筒』から他の印刷物も受注でき

キャラクターを活用するこ

整え、動画でのＳＥＯ対策、コンテンツ制作などを低

るケースも増えました」と米谷社長は述べている。

とを決めている。

価格で行っている。

封筒でオリジナル商品を販売することができたため、

前述の通り、
「ゆめ〜る封筒」の製造・販売から小ロッ

「もえキャラ＝オタクの世

「これからの時代は印刷が先ではなく、プランニング

トの商材を拾い集めることで事業領域の拡大に成功し

界ではなくなり、もえキャ

が先です。私がやっていることは、決して新しいこと

たが、米谷社長は「『ゆめ〜る封筒』はまだまだ知られ

ラ＝ト ッ プ セ ー ル ス マ ン、

でも、突拍子のないことではありません。業界で言わ

ていません。知ってもらえば使っていただけるケース

グローバルとなってきました。

れていることを愚直に行っているだけです」と語る米

擬人ですから不祥事を起こす心配

谷社長の視線はすでに将来の印刷業界のあるべき姿を

「大企業では広告宣伝費をかけて拡販ができますが、中

もなく、24 時間 365 日、文句を

追求し続けている。

小企業はコストをかけずにＰＲしなければならないと

言わずに働いてくれます。もえキャ

も増えており、潜在ニーズはあります」と示したうえで、

（株式会社印刷之世界社

ISHIKAWA PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

ISHIKAWA PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

提供）

IPIA

金沢支部ボウリング大会開催

『印刷道』

〜ソリューション・プロバイダーへの深化〜

第４2 回金沢支部ボウリング大会は、
１１月１0 日
（日）

刊行のお知らせ

西泉のジャンボボールで 8 社 48 名が参加して開催さ
れました。男女別個人戦２ゲームトータルで行なわれ、

２０１０( 平成２２年 ) 年秋に刊行され
た「産業成長戦略提言 ２０１０『 ソリューション・プロバ
イダーへの進化』」の改訂版として、全印工連の産業戦
略デザイン室の手により昨年１１月に刊行されました。
『業態変革』のスローガンにいま一つ馴染めなく日々悩
んでいる我々に、さらにわかり易く、企業の大小問わず
この先事業継続し発展する為にとるべき戦略を提言し

結果は次のとおりでした。

【男子の部（43名参加）】
優勝

木川 弘行さん
（金沢シール） ３94ピン

２位

水口

雄二さん
（福島印刷） ３48ピン

３位

大村

一貴さん
（金沢シール） ３46ピン

【女子の部（５名参加）】

てくれる、『道しるべ』となるものです。本年１月に石川

優勝

鷹田

朱美さん
（金沢シール） 313ピン

県工組のみなさまにも購入のご案内をＦＡＸにて差し上

２位

道上

小春さん
（能登印刷）

げましたが、まだ購入をお済みでない方は、お気軽にお

３位

江川

陽子さん
（金沢シール） ２31ピン

２80ピン

訊ねください。
◆仕様：Ａ４判１５２頁
◆内容：印刷産業予測２０２０、ソリューション・プロバ

左から

イダーの６類型、研究報告 ( ステークホルダー

水口さん、

ダイアログ、１００年企業 )、日本の成長戦略に

木川さん、
大村さん

おける印刷産業の位置付け。等
◆価格：組合員

2,500 円 ( 税込み、送料別 )

非組合員 10,000 円 ( 税込み、送料別 )
◆問い合わせ：石川県印刷工業組合

BOWLING
左から
道上さん、
鷹田さん、
江川さん

11月10日 金沢支部ボウリング大会

（ジャンボボール）

1月 6日 平成26年石川県印刷関連団体協議会新年互礼会
（ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢）
1月18日 第４回理事会（新年理事会）

（加賀石亭）

2月12日 小松支部総会

（粟津温泉）

2月15日 Ｐｒ
ｉ
ｎｔＮｅｘｔ２０１４

（名古屋市）

2月21日 平成25年度中部地区印刷協議会下期会議
（名古屋市）
2月25日 加賀支部定例会・新年会

（粟津温泉）

3月27日 第５回理事会

（印刷会館）

4月 中旬

（印刷会館）

会計監査

4月22日 第６回理事会
5月10日 平成26年度通常総会

会員短信
組合脱退 アイワ印刷㈱ （小松支部）

（印刷会館）
(金沢都ホテル)

小松支部ボウリング大会開催
第４2 回小松支部ボウリング大会は、11 月 8 日
（金）
小松市内の百万石リゾ−トレーンで開催されました。

【男女混合11社53名参加】
優勝

中坂

豊和さん
（木場フォーム印刷） ３８５ピン

２位

松田 朋德さん（まつだ印刷所） ３６３ピン

３位

中田

滋さん（木場フォーム印刷） ３３３ピン

事務局員紹介
事務局

事務

山口

和子

昨年１２月から事務局職員としてお世
話になる事となりました。
もともと希望し
ていた仕事内容だった事もあり、この仕
事につけた事に感謝して一生懸命職務
に励みたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
表紙写真

金沢・ひがし茶屋街

