
⽇本印刷学会 秋期セミナー
The Japanese Society of Printing Science and Technology
Annual Fall Seminar

世界を変えるプラットホーム
“知、情報、デジタル”

〜新しい気づきをあなたに！〜

⽇ 時／2016年10⽉7⽇（⾦）
10:00 〜 17:00   ( 受付開始 9：30 )

会 場／ 株式会社⼩森コーポレーション 本社6階⼤会議室
都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋駅」 A4出⼝より徒歩3分
東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」 1番出⼝より徒歩5分

デジタル印刷加⼯の各社戦略
ポストdrupa2016 ＜パネルディスカッション＞

雑誌のデジタル化と未来の
コンテンツプラットホーム

インダストリー4.0の動向と展望

グラビアパッケージ分野の最新技術



2016年秋期セミナーのご案内

申込方法 ： web 上のﾌｫｰﾑからお申し込み下さい。（webアドレス ： http://www.jspst.org/ ）
（web がご利用になれない場合に限り、聴講者氏名、所属、連絡先、会員・非会員等の種別を
明記してEﾒｰﾙ またはFAXでお申し込み頂くことも可能です）

連絡先 ：（一社）日本印刷学会 秋期ｾﾐﾅｰ係（〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8 日本印刷会館内）
電話：03-3551-1808、 FAX：03-3552-7206、 E-mail：nijspst-h@jspst.org

参加費 ： 会員・賛助会員・協賛団体所属会員 9,000円
非会員 18,000円
学生・教職員 6,000円 （いずれもテキスト代を含む）

＊事情によりプログラムまたは講師を変更する場合があります。

開会の挨拶 (一社）日本印刷学会 秋期セミナー分科会 主査

（午前の部 10：10 ～ 11：50 ）
① 雑誌の再生とデジタル化を考える

㈱扶桑社 梶原 治樹

② コンテンツプラットホームの日本の戦略と業界への提言
㈱ハースト婦人画報社 松延 秀夫

（午後の部 13：00 ～ 17：00 ）
③ ポストdrupa2016 ＜パネルディスカッション＞

モデレータ
ジーエーシティ㈱ 堀本 邦芳

パネラー
㈱小森コーポレーション 吉川 武志
コニカミノルタジャパン㈱ 荒井 純一
㈱メディアテクノロジージャパン 佐々浦 映展
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ 宮城 安利

④ インダストリー4.0の動向と展望：App Store for Machines
ベッコフオートメーション㈱ 川野 俊充

⑤ グラビアパッケージ分野の最新技術
㈱シンク・ラボラトリー 重田 龍男

＊参加費は当日受付でのお支払いとなります。

世界を変えるプラットホーム“知、情報、デジタル”
～新しい気づきをあなたに！～

主 催：（一社）日本印刷学会 事業委員会・秋期セミナー分科会
協 催：（一社）日本印刷産業連合会、 （一社）日本印刷産業機械工業会

（一社）日本写真学会、 （一社）日本画像学会
（一社）画像電子学会、 （一社）日本雑誌協会、日本出版学会

プログラム ： 10月7日（金）

あらゆるものがつながり、様々なプラットホームの上で新しい価値が生み出される時代、シンギュライリティ
（技術的特異点）論にあるように、変化のスピードは加速度的に早まってきています。
この不連続な時代を乗り越えるためにも、技術プラットホームの観点から、知、情報（コンテンツ）、デジタルの
切り口で、新しい気づきを提供します。



2016年秋期セミナー
世界を変えるプラットホーム“知、情報、デジタル”

～新しい気づきをあなたに！～
【講演者・講演概要】

梶原 治樹 ㈱扶桑社 担当部長

① 雑誌の再生とデジタル化を考える

松延 秀夫 ㈱ハースト婦人画報 担当マネージャー

② コンテンツプラットホームの日本の戦略と業界への提言

雑誌メディアの新ビジネスモデル （ 10：10 ～ 11：50 ）

情報のプラットホームとして、出版コンテンツ、雑誌メディアを取り上げる。

多様化する読者のニーズに対応すべく、新しいビジネスモデルの実験が行われている。

コンテンツの単なるデジタル化ではなく、紙メディア、デジタルメディアの価値を再構成し、

新しいテクノロジーを組み合わせることで、未来の知のプラットホームが見えてくる。

変革期を迎えている業界に新しい気づきを与える。

昼 休 憩 （11：50 ～ 13：00）

③ ポストdrupa2016 ＜プレゼン＆パネルディスカッション＞ （ 13：00 ～ 15：00 ）

加速するデジタル化対応。各社の戦略は？ 印刷業界にどう影響するのか？

見えてきた未来の形とは何か。

drupa2016を振り返りつつ、最新のデジタル印刷加工、パッケージ関連技術を中心に、

Print4.0、IoTの切り口も含めた、新しいデジタルプラットホームについてのプレゼンとパネル

ディスカッションを行う。会場からの参加も是非。

宮城 安利 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ 担当部長

佐々浦 映展 ㈱メディアテクノロジージャパン 事業企画部 部長

荒井 純一 コニカミノルタジャパン㈱ 上席執行役員

吉川 武志 ㈱小森コーポレーション DPS事業本部 部長

堀本 邦芳 ジーエーシティ㈱ 社長

パネラー

モデレータ



⑤ グラビアパッケージ分野の最新技術 （ 16：00 ～ 16：50 ）

自動レーザーグラビア製版システムNewFX3による高画質、インキ削減、自動製版の内外の

技術展開と花王／シンクとの水性インキジェットプリンターによるフイルム印刷の応用展開と

最新技術内容を紹介する。

重田 龍男 ㈱シンク・ラボラトリー 代表取締役

④ インダストリー4.0の動向と展望：App Store for Machines （ 15：10 ～ 16：00 ）

ドイツが国を挙げて取り組んでいるインダストリー4.0

ドイツの制御装置メーカー、ベッコフオートメーションの目指す、究極の目標は？

知のプラットホームとしての最適化されたバーチャルの世界とフィジカルな世界の接点が、

スマートファクトリーであり、印刷機などのデジタル化に伴う業界に与える影響について

紹介する。

川野 俊充 ベッコフオートメーション㈱ 代表取締役社長

休 憩 （15：00 ～ 15：10）



株式会社コモリコーポレーション
〒130-8666 東京都墨田区吾妻橋3-11-1
電話番号 ： 03-5608-7811

＜アクセス＞
都営地下鉄 浅草線「本所吾妻橋駅」 A4出⼝より徒歩3分
東武伊勢崎線 「とうきょうスカイツリー駅」 1番出⼝より徒歩5分

会場案内



FAX送信先 ： 03-3552-7206 

＊web 上からのお申し込みが便利ではありますが、
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに不都合がある場合は本用紙をご利用ください

2016年秋期セミナー 申し込み書

聴講者氏名 所属機関名 連絡先電話番号 種別

ふりがな
会員

学生・教職員

会員外

ふりがな
会員

学生・教職員

会員外

ふりがな
会員

学生・教職員

会員外

ふりがな
会員

学生・教職員

会員外

ふりがな
会員

学生・教職員

会員外

2016年秋期セミナー
変えるプラットホーム“知、情報、デジタル”

～新しい気づきをあなたに！～

日 時／2016年10月7日（金） 10:00 ～ 17:00   ( 受付開始 ： 9：30 )

会 場／株式会社⼩森コーポレーション 本社6階⼤会議室


