輝社長︶はこのほど︑デ

︵佐賀県佐賀市︑枝吉宣

まで手掛ける㈱サガシキ

のデザインから印刷製造

パッケージ︑段ボール

日本WPA 熊本で復興支援総会

印刷会社、
クライアントに啓蒙
プロモーションビデオ制作
一般社団法人日本ＷＰＡ︵田畠久義会長︑日本水なし印刷協会︶は第７期定期総会を６月 日︑熊本市で開

レチェコ工場の見学︑海外 会員増にもつながっている﹂ 録︑ダウンロードで会員を
支援する︒プロモーション

第８期は印刷会社︑クラ ビデオは印刷会社とクライ

の協賛企業との交流︑ 月 と今期の成果を報告した︒

また日本ＷＰＡでは今期

勇造氏を事務局長に迎え︑ し︑ＡＮＡクラウンプラザ 昨年６月にｄｒｕｐａ視察︑ 装置が今後の大きな流れに 位性を訴求する印刷業界の ライマークの普及を図る︒

年︑一般社団法人となっ 年から新たに元東レの小川 境印刷への取り組みを見学 ＷＰＡを発展させていく︒ ンプラス後付ＬＥＤ︱ＵＶ キのロゴマークは環境の優 と目に触れることでバタフ

新年度は省電力ＵＶイン する際にロゴシールが自然

ーションを実施した企業の 社の新規会員が加入した︒ 外面︑クライアントが梱包

印刷物の梱包材︑
出てきた︒印刷機のリノベ 会などの事業を推進し︑３ たに制作︒

ＵＶ印刷を開始する傾向が トの拡大︑セミナー︑見学 バタフライロゴシールを新

中で新たに水なしＬＥＤ︱ におけるカーボンオフセッ

印刷分野のＵＶ印刷が進む エコプロ展の出展︑岡山市 を訴求する︒

事業を報告︒さらに﹁商業 ールの会員企業への配布︑ 環境優位性︑高品質な印刷

付金を贈呈した﹂と第７期 制作︑バタフライマークシ 定性︑クライアント向けは

年のイメージラボ開設へ寄 ＯＣインキのロゴマークの 材育成の短期化︑品質の安

葉大学画像工学科１００周 ョンビデオの制作︑ノンＶ 社向けは収益性の向上︑人

かるたを作成した︒また千 イアント向けのプロモーシ アント向けを制作︒印刷会

のエコプロ展の出展︑エコ

10

日本ＷＰＡは今年で結成 てから７年目を迎えた︒昨 員の敷島印刷㈱を訪問︒環 にＷＰＡ総会を開催し新生 評価は高い︒リノベーショ

ロモーションビデオを制作︑バタフライロゴシールの活用などの新規事業を展開する︒

クを印刷業界統一マークとして普及させ︑クライアントに環境優位性の認識を広めると共に︑日本ＷＰＡのプ

リントネット㈱の小田原洋一社長の講演会を行った︒新年度は省電力ＵＶインキの﹁ＮＯＮＶＯＣ﹂ロゴマー

催した︒全国から１０６社が出席し︑熊本地震で被災した敷島印刷㈱の復興見学会と印刷通販で急成長するプ

16

ばれたナンシー・リュー

は︑エンプラグデバイス

格で導入できる︒使い方

スプレイに対応し︑低価

業︒その後︑段ボールの

に国鉄の切符製造から創

ディスプレイ︒

は平均して５０００円／

色の変更やソーシャルメ

ンし︑アプリを選択︒配

会社として成長︒近年で

要顧客にパッケージ印刷

リコやアサヒビールを主

オフセット事業︑ＶＯＣ︑
カーボンフットプリントな
ど︑小川事務局長が事業の
詳細を説明し︑新年度事業
総会後は熊本県印刷工業

計画︑予算を承認した︒
組合員も参加してプリント

敷島武法社長は﹁１年前 題を抱えていた︒水なし印 ネット㈱小田原洋一社長の

熊本県宇城市松橋町の敷島 の４月 日︑熊本地震を今 刷は見当に優れ︑高品質︑ 記念講演会を行った︒小田

日本ＷＰＡは６月 日︑

水なし印刷と
〝現場力〟
視察

熊本・敷島印刷を見学

バタフライマークの普及と に会場を移して第７期総会 水なし印刷の国際交流︑東 なってきた︒日本ＷＰＡの 統 一 マ ー ク と し て 商 標 登 さらに継続事業のカーボン

氏が創業︒米国で１００

をディスプレイに接続

製造ラインを導入し︑紙

ディアのフィードを使

はパッケージ製造と同時

印刷㈱︵敷島武法社長︶の でも想い浮かべる︒存続す 環境対応という特徴を前面 原社長は印刷通販への業態
東京支社︑ なし印刷の生産性向上の取
人が参加 感じた︒建物の改築に約２ 得た︒熊本本社︑

見学会を開催した︒日本Ｗ ら危ぶまれるほどの危機を に出しお客様からの信頼を 転換︑東京西工場開設︑水

し︑環境対応・水なし印刷 ８００万円かけて工場を再 福岡支店を持ち︑水なし印 り組みを解説︒
﹁プリント

ＰＡ会員ら約

見学会は制作部門︑印刷 ど対応品質で信頼を高めて

時に創業し今年で 年目を 明した︒

いて解説した︒

ージの市場動向などにつ

世界的なデジタルサイネ

発の経緯や創業の背景︑

が登壇し︑エンプラグ開

ナンシー・リューＣＥＯ

エンプラグ創業者である

引き続き︑発表会では

ーとの提携も進める︒

し︑ディスプレイメーカ

理店のパートナーも募集

刷関連会社など︑販売代

目標を掲げると共に︑印

年後に３０００台の販売

０台の販売を目指し︑３

サガシキは初年度３０

意気込みを語った︒

目している﹂と新事業の

内でも成長市場として注

を活用している︒日本国

ンでデジタルサイネージ

同士のコミュニケーショ

やオフィスにおける社員

べた︒

懇親会では奥継雄副会長

乾杯︑交流を深めた︒

体に求められている﹂と述 役割は高い﹂と開会挨拶で

ル す る こ と が 印 刷 業 界 全 社会に貢献する︒ＷＰＡの

刷 の 社 会 的 役 割 を ア ピ ー ている︒水なし印刷は環境

多くの課題もある︒環境印 が﹁私たちの選択肢は増え

さらなる普及のためには

が深まっている︒しかし︑ と考えている﹂と述べた︒

と い う 水 な し 印 刷 の 理 解 克服が生き残るための課題

︵ＤＲＡＩＮ︶を出さない 保証の排除︑後継者の問題

防 止 の た め に 廃 液︑排 水 材派遣︑金融機関の代表者

ＯＣの排出規制︑水質汚濁 の受発注︑グループ間の人

当時は印刷品質の見当で問 印 刷 工 程 で 排 出 さ れ る Ｖ システム連携︑グループ間

時に水なし印刷を始めた︒ 見学︒敷島社長は﹁製版︑ 資本提携︑共同資材仕入︑

菊全８色両面機を導入した 部門︑仕上げ・加工部門を いる︒中小印刷業界は業務

迎える︒９年前にアキヤマ

に何時でも連絡が出来るな

社は昭和 年︑私が 才の 発揮したい﹂と参加者に説 届き︑対面営業を補うため

激励を受けて復興した︒当 の強みである﹃現場力﹄を ている︒納期通りに商品が

と﹁現場力﹂を掲げる敷島 建し︑業界の皆様の支援と 刷の優れた環境対応と当社 ネットは対応品質を重視し

印刷を視察した︒

のベクトルラウンジで開
かれた商品発表会で枝吉
宣輝社長は﹁当社は顧客
の商品の拡販を支援して
いる︒その中でアナログ
とデジタルの両方が重要
になると考え︑デジタル
サイネージを探していた
ところ︑米国で普及して
いるエンプラグに出会っ
た︒２年前からミーティ
ングを重ね︑日本市場で
どのように展開していく
かを議論した結果︑当社
で独占販売していくこと
となった﹂とこれまでの
経緯を説明︒続けて︑﹁エ
ンプラグは既存顧客を含
めて地方の企業でも容易
に導入できる︒利用シー
ンは駅構内や店舗に限ら
ず様々ある︒例えば︑米

26

35

小川勇造事務局長の開会

ステム
﹁ＥＮＰＬＵＧ
︵エ
０社以上の企業が導入す

し︑インターネットに繋

い︑画像のアップロード

に店頭販売で使用するＰ

14

57

会員企業の発展に貢献する を開催した︒

ンプラグ︶
﹂の国内独占
るデジタルサイネージ管

ぐ︒デバイスをセットア

などを行える︒変更はす

ＯＰ︑什器︑ポスターか

16

国では工場内の情報共有

挨拶する敷島社長

体制を刷新した︒

販売権を取得し︑販売を
理端末システムを提供し

ぐにディスプレイに反映

らシールラベルなど顧客

省電力 UV インキ「NONVOC」ロゴマーク

今回の総会では熊本地震 挨拶に続いて田畠久義会長

開始した︒

ている︒エンプラグは簡

器︑段ボール︑美粧ケー

される︒エンプラグデバ

に提供している︒
６月６日︑東京都港区

イスの価格は︑２万９８

60

から復興する日本ＷＰＡ会 は﹁今期から水無月の６月

独占販売権取得

米国エン
プラグ社

デジタルサイネージ管理システムを販売

﹁エンプラグ﹂はフォ

スなどを手掛け︑江崎グ

女性企業家トップ に選
10

サガシキは１９４５年

ーチュン誌で 歳未満の

ップして︑アカウントの

15

ダッシュボードにログイ

サガシキ
単な設定であらゆるディ

ジタルサイネージ管理シ

熊本で開催の日本 WPA 第７期総会

００円／台︑月額使用料

敷島印刷本社工場見学会

日本 WPA 田畠会長
枝吉社長（右）とナンシー CEO

省電力UVインキ「NONVOC」マーク制定
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