1/24 誠伸・コニカミノルタ 新製品内覧会＆セミナー 申込書

SEISHIN・コニカミノルタ 新製品内覧会＆セミナー

誠伸商事（株）営業統括本部 行

2017.1.24

FAX 03-5751-3050

貴社名

誠伸商事株式会社
協賛：コニカミノルタ ジャパン株式会社

住所・電話

ごあいさつ
拝啓
厳寒の候、貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さてこの度、
コニカミノルタジャパン
（株）様のご協力を頂き、
「SEISHIN・コニカミノルタ新製品内覧会＆セミナー」
を開催
致すこととなりました。
会場では、
コニカミノルタのPOD新製品・最新機器をご体感いただけます。
また、
（株）共栄メディア 錦山社長様、
（株）
オフセット岩村 岩村社長様をお招きし、
パネルディスカッションを開催いたします。
ご多忙の折りとは存じますが、是非ともご来場賜りますようご案内申し上げます。
敬具

ご参加者名

部署・役職名

平成２8年12月
誠伸商事株式会社 代表取締役社長

■日 時：
■会

福田

和也

ご出席希望セッションにチェックを入れて下さい（複数可）

2017 年 1 月 24 日（火） 10：00〜18：30

場：コニカミノルタ デジタルイメージングスクエア
（26階）
・3階第1会議室

東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング（裏面参照）

1 フリー見学会-1（10：00〜12：00） 2 フリー見学会-2（13：00〜14：30）26階DIS
コニカミノルタ新製品による印刷実演をご自由に見学頂けます

ご希望セッションの異なる参加者の方は
個別の申込書にてお申し込み下さい

1 フリー見学会-1

（10：00〜12：00・26階）

ご来場予定時間（

）時頃

2 フリー見学会-2

（13：00〜14：30・26階）

ご来場予定時間（

）時頃

3 パネルディスカッション（14：30〜16：30・3階）
4 コニカミノルタデジタルイメージングスクエアー ツアー（16：45〜17：30・26階）

新製品
■フルカラーデジタル印刷システム ■モノクロデジタル印刷システム

■カラーオンデマンドラベル印刷機

5 個別セミナー

C71cf
■ハイクオリティ インクジェットプルーファー ■インクジェットスポットUVニスコーター

（17：30〜18：30・26階）

（ 3 パネルディスカッションは、3階第一会議室、
それ以外のセッションは26階DISで行います）

JETvarnish 3DS

3 パネルディスカッション（14：30〜16：30）

3階第1会議室

■会場のご案内

東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング

「若手経営者 未来の印刷業界を語る」
〜 生き残りの秘策 〜
パネリスト：株式会社共栄メディア

代表取締役社長 錦山慎太郎 様
代表取締役社長 岩村貴成 様
代表取締役社長 福田和也

パネリスト：株式会社オフセット岩村
モデレータ：誠伸商事株式会社

近年、印刷業界を取り巻く環境は年々変化しています。将来の印刷市場規模縮小予測も発表されている中で、生き残っていくために
は様々な「変革」の必要性が提唱されております。今回は、
（株）共栄メディア 錦山社長様、
（株）オフセット岩村 岩村社長様を講師に
お招きして、パネルディスカッション形式で、今後の印刷会社に求められる
「生き残りの秘策」について、
ご意見を伺ってまいります。
錦山慎太郎 株式会社共栄メディア 代表取締役社長
1970年埼玉県生まれ 帝京大学経済学部卒
（株）共栄メディア入社 2006年より現職
東京プロセス工業協同組合専務理事
日本グラフィックコミュニケーションズ組合連合会常務理事

他

岩村貴成 株式会社オフセット岩村 代表取締役社長
1972年東京都生まれ 駒沢大学卒
都内印刷会社に就職、
1年後（株）
オフセット岩村入社 2012年より現職
東京都印刷工業組合板橋支部支部長
印刷産業青年連絡協議会会長 他

「印刷管太郎XI」概要説明・デモンストレーション
（16：10〜16：30）

4 コニカミノルタ デジタルイメージングスクエアー ツアー（16：45〜17：30）

26階DIS

コニカミノルタの新製品を中心に、デジタルイメージングスクエアーの全体をご紹介いたします。皆様のビジネス拡大のヒントになれば幸甚です。

5 個別セミナー（17：30〜18：30）

コニカミノルタ デジタルイメージングスクエア（26F）
（パネルディスカッション会場は、
3階第一会議室となります）

■アクセス
●JR、東京モノレール「浜松町」駅南口 徒歩 7分（連絡通路経由）
●都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門」駅Ｂ2 出口 徒歩 12 分
●東京臨海新交通 ゆりかもめ「日の出」駅西口 徒歩 10 分

26階DIS

個別のご相談時間を設けております。細かい機能など、個別にご説明いたします。
（各担当営業にお申し付け下さい。）
ご記入の上FAXにてお申込下さい FAX 03-5751-3050
■お申込み： 裏面申込書、
■お問合せ： 誠伸商事株式会社 TEL 03-5751-3011 マーケットサポートグループ 原田

詳細地図
http://www.konicaminolta.jp/business/about/bj/access.html
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