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8月
20日

14:0014:45

HP 出力ビジネスのニューノーマ
ル

最新のCreative Cloudでここまで
ワークフローが変わる
-時短とコミュニケーションに役
立つクラウド機能の紹介-

Creative Cloudのリリースから8年が経過し、各製品は飛躍的な
進化を遂げています。最新バージョンには、サインディスプレ
イの制作やプリントをサポートする機能が数多く搭載されてい
ます。正直まだまだ知らない機能＆製品を十分に使いこなせて
はいないかと思います。このセッションでは、日常業務に役立
つPhotoshop、Illustratorの最新機能のデモを交えながら、時短
を実現するCreative Cloudのオンラインサービスをご紹介します。
また、普段はお話しをすることの少ない、最新のプリントに関
するテクノロジーも紹介し、アドビが考える最先端RIPもいち
早く知ることができる、特別なコンテンツを用意しました。

with コロナ時代に求められる印
刷物

新型コロナウイルスの感染拡大によって世の中が変化した今、
印刷物やPOPに求められることや、販売促進の在り方も大きく
変化しました。
そのため、これまでと同じ印刷サービスや営業手法だけでは、
収益悪化が深刻化していくリスクが高いです。
一方で、『店舗の衛生管理』や『社会的距離』は必要不可欠な
ものとなり、印刷物を通じて、安心して利用できる空間提供を
することが、新たなビジネスチャンスになっています。
そこで弊社では 『ウィズコロナ時代に求められる印刷物』 を
テーマとして、オンラインセミナー形式の製品説明会を実施し
ます。

アドビ株式会社

8月
21日

14:0014:45

株式会社フジテックス
8月
24日

16:0016:45

965 2452
7323

922 8075
8255

986 2222
3114

＝ 成長

パネリスト紹介文

霄洋明/大型プリンターエバ
ンジェリスト・プリセール
ス/テクニカルコンサルタン
ト

デジタル印刷技術によるサイン・ディス
プレイ業界、インテリア業界、印刷業界
向けのソリューション企画提案で25年の
経験。
【略歴】1996年 画材店加工部、出力サー
ビス会社オペレーター
1999年 プロモーション会社にて屋外広告、
商業施設装飾、サイン全般
2010年 日本ヒューレット・パッカード
（現：株式会社 日本HP）入社
【資格】2級建築施工管理技士、屋外広告
士、色彩検定2級

岩本 崇 氏 Creative Cloud セグ
メントマーケティング部
マーケティングマネー
ジャー

2004年にアドビ社に入社。llustrator、
InDesignなどの、DTPデザインツール
を担当。一貫して広くデザイン、印
刷市場へ最新製品を訴求。近年はそ
の守備範囲が広がり、Fresco、
Dimension、Adobe Fontsも担当製品に。
本人曰くわかりやすい説明を信条と
している。

吉田匡志氏 デジタルプリ
ンティング事業部 マネー
ジャー

東京・中部・九州・北陸エリアの営
業部に配属後、今年から営業＋製品
開発を担当。 現在はデジタルプリン
ティング領域をメインとした製品開
発、アライアンス業務を主に担当。

株式会社日本HP
新型コロナウイルス感染対策で、私たち大判プリン
ターのプレイヤーでできることをプリンター種別、メ
ディア種別で整理します。Withコロナの時代、機能と
デザインは必ず融合し、さらに販促ツールとも連動し
ます。水性、Latex、昇華... 横軸で横断します。

ひらめき

テクニカル
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藤田産業株式会社

8月26日

14:0014:45

①ノンアルミ複合板NOALXに
ついて ②空気清浄クリア
フィルム（抗菌機能付きハー
ドコートフィルム）

①簡単で安心・安全な次世代サインアイテム「ノン
アルミ複合板」
NOALX™ ５つのポイント １、施工性 ２、安全
性 ３、意匠性 ４、発色性 ５、運搬性
→改めて直接説明を聞いてみませんか？
②７月発売開始の新商品！
どんな特徴、規格、糊の種類（３種類リリース）
などをご説明いたします！

15年長期署名（タイムスタン
プ）長期保存可能なクラウド
システム『でぽっく』のご紹
介

設計図書をどのように管理されていますか？
建築士法や建築士法施行規則により、設計図書および工事監
理報告書は、作成した日から15年間の保存の義務が建築事務
所開設者には発生しています。
また、単に保存するだけでなく、その真正性を確保しながら、
必要な時にはただちに閲覧や活用できる仕組みとしていなけ
ればなりません。
設計図書を守り、活用することは、建築物やその建築物を利
用する方、皆様の建築事務所、事務所で働く方々を守り、建
設業をさらに発展させること。
「でぽっく」がその一助となることを約束します。

967
2878
5975

自分たちもできるじゃーん！
…的な事例のご紹介

販促会議などにも執筆され、登壇多数の大竹一史氏
がHP大判プリンターサミットに満を持して登壇。
「遊び心」「すぐにできる」をキーワードに怒涛の
事例22連発！楽しみながら学びましょう！リアル系
販促事例満載のAzmacyのブックマークもお忘れな
く！https://azmacy.com/

930
7424
9747

HP 大判プリンターのキャリブ
レーションと品質管理につい
て

色についての基礎知識や、Latexプリンタのキャリブ
レーション機能を使用して色の一貫性を保つ方法、
数値と測定機を用いた品質管理の方法をご紹介しま
す。

TPホールディングス株式会社

16:008月26日
16:45

915
7072
1593

川平慶和/SD営業部 部長

蔵野 保男氏／TPホール
ディングス株式会社
桐山 秀信氏／アズウェル
株式会社

パネリスト紹介文

2008年12月 藤田産業株式会社入社 営
業本部配属 2018年 7月 同社 SD営業部
現職 日本hp様との共同企画「知っ得セ
ミナー」では地元四国の 看板・出力業
者様や内装業者様を集めて実践的なセ
ミナーを実施。 編集長を務めるメール
マガジン「フジタタイムス」は絶賛配
信中（月１無料配信）。 ご登録はコチ
ラから
→https://www.soleita.jp/emailmagaen/ ☆
公式Facebookや公式Twitterも違った視点
での情報発信展開中☆

大判設計図面の入出力ソリューション
に３０数年関わって、参りました。
長年の経験から、今回 お客様の課題
である、BCP対策、サーバーレス化、図
面の長期保存、図面の活用を解決する
ソリューションをご提案させて頂きま
す。

大竹一史様
16:008月27日
16:45

大竹一史氏

膨大な量のリアル系の販促事例を
媒体別・目的別に掲載するWebサ
イト「Azmacy」を主催運営。個人
で屋外広告業（看板）に従事。お
もに東京、名古屋で活動。

冨川丈司氏

エックスライト社でカラーマネー
ジメントのエキスパートとして
様々な業界向けのソリューション
を提供しています。

エックスライト社

8月28日

10:3011:15

https://hp.zoo
m.com/webina
r/register/WN_
g3LKFn8Sk2Wcjn1bUCf
Og

950
9865
8906
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ZOOM登録リン
ク

どこかで役立つ塩ビの話

サイン＆ディスプレイ業界では古くから塩ビがよく使われてい
ます。現在でもインクジェット用メディアの約８０％、ラミ
ネートフィルムにいたってはほぼ１００％近くで塩ビが使われ
ています。しかしながら、その塩ビの特性や長所短所はあまり
知られていません。それは塩ビフィルムは作り方により品質が
大きく変わるからだと考えています。ここでは、塩ビフィルム
を製造して７０年以上にもなる設計製造側から見た、塩ビフィ
ルムの特性や長所短所、そこから発生する看板の不具合など、
塩ビに関する知識を紹介します。

https://hp.zoom
.com/webinar/r
egister/WN_7P9
ykBdbRf6NTxy1
nvscmg

シノワズリのお話
デジタル印刷がデザインを変革
する－Digital Printing Changes the
Design

アメリカのインテリアデザインコミュニティ「IFDA」にて行わ
れたオンラインセミナーを日本語で開催します。
内容は、弊社のインスタやホームページでもご紹介しているシ
ノワズリや、その他商業施設などで手掛けてきたオリジナルプ
リント壁紙のお話、また同様のプリント生地の話もさせて頂き
ます。
前半は石川安江が、後半は石川りさがお話させて頂きます。
IFDAとは「Interior Furnishing Design Assosication」の略。アメリ
カをベースとしてインテリアデザインのコミュニティです。
私たちの取り組んでいる日々の仕事の裏側や、施工例のお写真
をお見せしながらお伝えします。https://www.risabraire.com/

https://hp.zoom
.com/webinar/r
egister/WN_32p
7oS3rRfml6mxb
m0hHLg

【出張外部パネルセッション】
HPの昇華プリンターどこがどう
違う ～HP STITCH Sシリーズ～

こちらは出張ウェビナーです。大力様で開催中のDairiki Digital
Wonderlandのパネルセッションに参戦します。
デジタルテキスタイルとHP Stitchについて、ITMA2019なども振
り返ります。インクジェット研究30年の技術を結集したHP
Stitch Sシリーズ。いままでの昇華プリンターと何がちがうのか、
技術の根幹からご説明いたします。
また、PrintOSと連結して,さまざまなクラウドアプリも活用で
きます。まさにこれからの「スマートプリンター」
HP Stitchは、皆様のDX推進を強力にサポートいたします。

https://us02web
.zoom.us/webin
ar/register/WN_
Z6LEuNAfR3CpO
tcDJaYL3A

ほとんどのサイネージショップでは、Adobe® Illustrator® を広
範囲にわたって使用して入稿ファイルをチェック・修正し、
ジョブの印刷準備をします。
しかし、Illustrator® には、サイン、ディスプレイを迅速かつ効
率的に製作するのに必要な専用機能が備わっていません。
サイン製作専用ソフトウェアの i -cut Layout、パッケージ、
ディスプレイ設計に役立つArtiosCADで効率よく設計、製作す
る方法をご紹介します。

https://hp.zoom
.com/webinar/r
egister/WN_4uT
SJLMuTZ6e3Fnb
P4bR1g
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バンドーエラストマー株式会社

8月
31日

14:0
014:4
5

株式会社 リサブレア

9月1
日

16:0
016:4
5

株式会社日本HP

9月1
日

17:0
017:4
5

990 7627
2688

982 8159
4940

立道春幸氏／取締役営業部
長
竹内友生希氏

サイン＆ディスプレイ業界歴２８年。
カッティングシステムはじめ業界の
インクジェットプリンタ創生期から
販売側として１５年間携わる。その
後、塩ビメディア・ラミネートフイ
ルムの製造会社バンドー化学(株)の
子会社である当社に移り現在に至る。

石川安江氏/代表取締役社長
石川りさ氏/デザイン・輸入
担当

一人ひとりのお客様の夢を叶えた
い！がモチベーション。オリジナル
の壁紙や生地の柔らかさを活かした
インテリアを軸に、個人住宅から店
舗まで空間デザインをさせて頂いて
おります。

株式会社日本HP
プリンティングシステムズ
事業統括
LATEXビジネス本部
霄 洋明
高倉 瑛仁
株式会社大力
山村 北人様
吉田 大錫様

エスコグラフィックス株式会社

9月2
日

10:3
011:1
5

ワイドフォーマット印刷に価値
をもたらす
-サイン＆ディスプレイメーカー
がイラストレーターではできな
い10のこと

988 1959
9293

デジタルフィニッシング ビ
ジネスユニット
ユニットリーダー 佐藤
衣里子
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株式会社大力

9月2日

14:0014:45

HP Stitchに最適なプレス機&レー
ザー裁断機のご紹介！

HP Japan Large Format Printer Summit Online 2020

詳細
昨年8月にバルセロナで昇華転写用インクジェットプリ
ンターHP Stitchが華々しくデビューして以降、弊社でも
徐々にお問合せが増えてきておりましたが、このwithコ
ロナの状況の中で皆様からのお問合せが加速度的に増え
ております。中でもStitchの性能を活かすためにはどの
ような付帯機器が良いのだろう？という事で、プレス機
やレーザー裁断機も非常に多くのお問合せを頂いており
ます。そこで今回はHP Stitchに最適なセット機器のご紹
介ということで、弊社で取り扱っております昇華転写用
プレス機CHIMAERAシリーズ、レーザー裁断機CYCLOPSシ
リーズをご説明させて頂きます。

ZOOM登録リンク

ウエビナー
ID

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_DWp3rGl 928 8722
CQ0m0CM2_P7144
x0Sw

パネリスト

吉田 大錫／営業部 インク
ジェット事業部 課長

パネリスト紹介文

昇華転写業界歴15年。10年以上に渡り
昇華転写用プレス機のセールス/サー
ビスに携わる。その後、前処理剤メー
カーの当社にて紙転写やダイレクト転
写、前処理資機材など昇華転写IJPに
幅広く携わっている。

株式会社日本HP
【こちらはリコージャパン様主催のウェビナーです】水
性インクジェットは、DDCPに代わるカラープルーファ
として印刷会社様に認知されるほど色再現性が向上しま
【出張外部ウェビナー】紙のその
した。
先へ 大判インクジェットはここ
今また同じ水系インクで、色再現性ではなくUV印刷に匹
まで来た！ラテックスインクの多
敵する素材汎用性に際立った技術革新も進んできていま
彩なアプリケーション※
す。
今回は、この素材汎用性にフォーカスしたラテックスイ
ンクの活用シーンをご紹介いたします。

16:009月2日
16:45

TPホールディングス株式会社

14:009月3日
14:45

デジタル印刷技術によるサイン・ディ
https://zoom.us/
霄洋明/大型プリンターエバン スプレイ業界、インテリア業界、印刷
webinar/register/ 他社ウェビ
ジェリスト・プリセールス/テ 業界向けのソリューション企画提案で
WN__Nr_lUzRRXC ナー
25年の経験。
クニカルコンサルタント
5DRpFcohoVw

設計図書をどのように管理されていますか？
建築士法や建築士法施行規則により、設計図書および工
事監理報告書は、作成した日から15年間の保存の義務が
建築事務所開設者には発生しています。
15年長期署名（タイムスタンプ） また、単に保存するだけでなく、その真正性を確保しな
長期保存可能なクラウドシステム がら、必要な時にはただちに閲覧や活用できる仕組みと
『でぽっく』のご紹介
していなければなりません。
設計図書を守り、活用することは、建築物やその建築物
を利用する方、皆様の建築事務所、事務所で働く方々を
守り、建設業をさらに発展させること。
「でぽっく」がその一助となることを約束します。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
939 6114
ter/WN_ehMfV0
8123
W1QBuaO9itKQKj
Kw

先日のセミナーからのアンケートで、CCの機能をおさら
いしたい、初心者向けの内容、新人教育が課題など、便
リクエストに応えて！今更聞けな
利に使える基礎情報を求める声を多く頂きました。そこ
いCreative Cloudの基本
で、そのリクエストに応えるセッションをご用意致しま
―初心者向け学習コンテンツの
した。初心者の方や管理者で教える側の方など、豊富な
ご案内―
学習コンテンツの活用方法をお伝えするセッションとな
ります。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
938 8466
ter/WN_sJlUhpo8
8778
Sv-NfHKg2FKKLQ

大判設計図面の入出力ソリューション
に３０数年関わって、参りました。
蔵野 保男氏／TPホールディ
長年の経験から、今回 お客様の課題
ングス株式会社
である、BCP対策、サーバーレス化、
桐山 秀信氏／アズウェル株式
図面の長期保存、図面の活用を解決す
会社
るソリューションをご提案させて頂き
ます。

アドビ株式会社

9月4日

14:0014:45

岩本 崇 氏 Creative Cloud セグ
メントマーケティング部マー
ケティングマネージャー

2004年にアドビ社に入社。llustrator、
InDesignなどの、DTPデザインツール
を担当。一貫して広くデザイン、印刷
市場へ最新製品を訴求。近年はその守
備範囲が広がり、Fresco、Dimension、
Adobe Fontsも担当製品に。本人曰く
わかりやすい説明を信条としている。
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セルカム株式会社
9月7日

14:0014:45

ZUNDカッティングソリューショ
ン

株式会社フジテックス

9月8日

14:0014:45

HP Japan Large Format Printer Summit Online 2020

詳細

世界最高峰のカッティングマシン「ZUND」を用いての
カッティングソリューションをご提案致します。1台で
様々なシーンで活躍する機能性。生産性の向上。ワーク
フローを構築することによっての省人化・残業コスト削
減。ZUNDのメリットを余すこと無く、お伝え致します。

ZOOM登録リンク

ウエビナー
ID

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis 941 2287
ter/WN_OK1TCIW 0775
CQ2CqCBu9vJgLfQ

新型コロナウイルスの感染拡大によって世の中が変化し
た今、印刷物やPOPに求められることや、販売促進の在
り方も大きく変化しました。そのため、これまでと同じ
https://hp.zoom.c
印刷サービスや営業手法だけでは、収益悪化が深刻化し
om/webinar/regis
with コロナ時代に求められる印刷 ていくリスクが高いです。一方で、『店舗の衛生管理』
ter/WN_qr6VvzRu 945 0516
物
や『社会的距離』は必要不可欠なものとなり、印刷物を
S2WTgWrHxl4Mp 2332
通じて、安心して利用できる空間提供をすることが、新
w
たなビジネスチャンスになっています。そこで弊社では
『ウィズコロナ時代に求められる印刷物』 をテーマとし
て、オンラインセミナー形式の製品説明会を実施します。

パネリスト

別販売推進部所属。「Mr.ZUND」の異
名を持ち、ZUNDを愛しZUNDの為に生
きる男。すでに自分の体と一体化した
春名 善裕 氏／特別販売推進部
と言っても過言ではないZUNDを語ら
せれば日本で、いやアジアで右に出る
ものはいないと言われている。

吉田匡志氏 デジタルプリン
ティング事業部 マネー
ジャー

東京・中部・九州・北陸エリアの営業
部に配属後、今年から営業＋製品開発
を担当。 現在はデジタルプリンティ
ング領域をメインとした製品開発、ア
ライアンス業務を主に担当。

ハンガーズ株式会社

14:009月9日
14:45

パネリスト紹介文

壁紙職人が困らない
今さら聞けない壁紙出力術＆
デジタルプリント壁紙施工実演

ハンガーズ最高技術責任者（CTO）、君和田氏がオンラ
インでついに登場。
オンラインだからこそ、質問ができる手元が見られる。
なにより知らなかったことを明らかにできます。質問は
匿名でチャットメッセージでリアルタイムに行えます。
施工会社から印刷会社に確認すること。出力会社が施工
で気をつけないといけないこと。今さら聞けない現場の
納めに大切な内容を再整理します。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
974 2446
ter/WN_ufQ3iwhz
1698
QJKdD58lxS9saA

君和田重則氏 代表取締役
最高技術責任者

旅行会社で2年のサラリーマン経験を経て
壁紙職人になり27年、防火認定取得直後か
らデジタルプリント壁紙（プリンテリア）
施工に携わり20年デジタルプリント壁紙が
誕生した黎明期より施工に携わってきたデ
ジタルプリント壁紙の歴史を語れる数少な
い職人の一人。2013年より、全国でデジタ
ルプリント壁紙施工実演を開催。2015年、
ワイドフォーマットプリンターを導入し主
に施工店向けに出力業務を開始。2017年、
年間84回の施工実演を行う。施工店、出力
店、特殊壁紙全国施工ネットワークを運営。

ツール革命 仕事はもっと楽に
やっていい

イエローツールズのアイテムを使用することで、大型プ
リンターまわりのメディア管理がぐっと楽になるかもし
れません。楽をする、イコール、仕事のクオリティアッ
プに時間を使える！ もっと大切な部分にリソースを使
うために、ツールで時短のコツをお伝えします。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_-v3w923 0686
kaXSN2GKLodTvIT 1073
_Q

キャル那須工場イエローツー
ルズスタッフ

イエローツールズの工具は、看板資材
加工を主とする弊社にて、実際の業務
でも使用しています。ナマの使い勝手
をお伝えすることの出来るメンバーが、
ツールの有用性をじっくり解説します。

Coming Soon

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
989 0020
ter/WN_WBxQLX
4562
UZT8uwqLdbTHu
mCQ

村岡崇明氏

株式会社キャル（Yello Tools）
16:009月9日
16:45

リンテックサインシステム株式会社
9月10 16:00日 16:45

Coming Soon

HP大判プリンターサミット オンライン2020
日付

時間

会社名

トピック
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ZOOM登録リンク

ウエビナー
ID

パネリスト

パネリスト紹介文

リンテックサインシステム株式会社
ワイドフォーマットインクジェッ
トプリンターの可能性～大判イン
クジェット印刷のインテリア市場
における革命～〈過去・現在そし
て未来に向けて〉

9月15 16:00日 16:45

リンテックサインシステム株式会社
＋？？
9月15 17:30日 18:30

大判インクジェットプリンターの歴史と可能性をメー
カーの枠を超えて紐解いていきます。静電方式、熱転写
https://hp.zoom.c
リボン式、染料、顔料、油性、捺染、昇華、溶剤、UV、
om/webinar/regis
そしてLatex。
ter/WN_WbMP9Q 923 9859
日本のサインディスプレイ業界の代名詞－小島一仁氏の
FwRPqKAwv_yl05 8946
プリントメディアの開発秘話から大判プリンターにまつ
Ug
わる長年の知見を、大型プリンターエバンジェリストの
霄（おおぞら）が引き出せるのか…ぜひご参加ください。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
サイン・ディスプレイ、インテリア、大判プリンター
Be LFP. No matter what they say. LFP
914 2000
（ラージフォーマットプリンター）とメディア、制作、 ter/WN_HC_e4gT
6900
を語る夕べ
2SU6ql_h_UbwoQ
施工に関する座談会。パネリスト募集中です。
Q

小島一仁氏/代表取締役社長

ラベル、サイン、建装材、そして大判
プリンターのプロフェッショナル

小島一仁氏/代表取締役社長
霄洋明/大型プリンターエバン
ジェリスト
ミスターX

エイブリィ・デニソン・ジャパン・
マテリアルズ株式会社

https://hp.zoom.c
エイブリィ・デニソンの新製品であるMPI 1405は車両お
om/webinar/regis 922 5875
車両から壁面まで貼れるフィルム よび壁面など複雑な曲面に最適な非塩ビフィルムをプレ
ter/WN_0zfFEW0 6613
ゼンおよびデモと一緒に紹介します。
_RiK_RFkTThz_Nw

9月16 16:00日 16:45

木下 純／セールスマネー
ジャー

シーズベース株式会社
9月16 14:00日 14:45

ウイルス関連商品のご案内

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
965 0774
ter/WN_6TFDJ1zH
2773
TqS2iZfD86ylaw

吉良嘉仁氏 営業部課長

2009年にエイブリィ・デニソンのマー
ケティング部門へ入社。その後グラ
フィックス、反射材、ラベル製品の
マーケティング、営業業務に携わり
2017年にグラフィックス部門のセール
ス・マネージャー就任。2012年に始動
したカーラッピング認定制度を国内で
立ち上げ初期の講師も担当。

HP大判プリンターサミット オンライン2020
日付

時間

会社名

HP Japan Large Format Printer Summit Online 2020

トピック

詳細

ZOOM登録リンク

ウエビナー
ID

パネリスト

インテリア文化研究所（霄）

インテリア文化研究所 本田榮二氏がオンラインで登壇。https://hp.zoom.c
スペシャルセミナー：壁装材の過
本田壁装材のルーツを辿ると同時に、どのように変化し om/webinar/regis
920 0560
去・現在・未来ーデジタルプリン
て現在に至ったのか。そして温故知新の観点から、デジ ter/WN_uB3moxll
9317
トへ
TQivHCntd7EVVw
タルプリントにつながる必然性を解き明かす！

9月17 14:00日 14:45

オラフォルジャパンは、2014年創業となりますが、グ
ローバルにおいては幅広くグラフィックス製品を展開し
ております。現在は国内においても製品ラインナップが
充実してまいりました。

オラフォルジャパン株式会社

今回は、車両向けのカーラッピング及びフリートマーキ
車両向けグラフィック製品のご提
ング製品、ストーンガードフィルムについて、用途（ア
案
プリケーション）ごとの推奨製品、製品概要、各製品の
特長を中心に紹介させていただきます。

9月18 10:30日 11:15

本田榮二氏

パネリスト紹介文
インテリア業界に52年。東洋リノリューム
（現在の東リ）に1969年～2004年まで35年
間在籍し、内25年間を床材、カーペット、
壁紙など内装材の商品開発に携わるととも
に、比較インテリア史とインテリア環境問
題をライフワークとして研究しています。
専門化・分業化が進んでいるインテリア業
界で、すべての内装材の商品開発経験があ
るという経験を活かすため、2004年にイン
テリア文化研究所を設立し、インテリア評
論家として活動を開始しました。セミ
ナー・講演回数は2019 年に2,714回を超え、
インテリア専門誌での多数連載をしていま
す。
フィールドワークにも励み、1997年には、
現存する最古の壁紙（金唐革紙）や、カー
テンレールを発見しました。海外への展示
会にも積極的に取材を行っています

海外のサイングラフィック商材を紹介
する専門商社に在籍後

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
972 1081
ter/WN_D5gOEVX
1221
NSZWBWP3uXNzn
Bg

吉田 緑子氏 グラフィックイ オラフォルジャパン㈱創成の2014年に
ノベーションズ部 部長
同社に移籍し現在に至る。
サイン以外も反射材、工業用テープの
販売も行う。

また、最後にTOPICSとして、ソーシャルディスタンス製
品のメディアとラミネートフイルムについても、ご紹介
させていただきます。

アドビ株式会社
9月18 14:00日 14:45

Coming Soon

Coming Soon

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
965 3975
ter/WN_1tA15bSK
6901
TQ-pTpqsKaENQQ

Coming Soon

HPデモセンターバーチャルツ
アー HPシンガポールから生中継
HP Singapore COE Virtual Tour

世界最大級のグラフィックアーツ総本山－HP COE
（Center of Excellence）は、サッカー場程の面積のデモ
センターです。東京デモセンターとシンガポールCOEを
つないで2元中継します。日本ではなかなか見られない
Latex Rシリーズや、3.2m幅のHP Stitch S1000昇華プリン
ターも稼働します。最新のアプリケーションエリアも自
慢の品揃えです。アフターコロナではぜひお越しいただ
きたいところです。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_R6RCFGu 950 0289
nSSGL9fQSCXKpd 5221
w

霄洋明/大型プリンターエバン
ジェリスト・プリセールス/テ
クニカルコンサルタント
Alan, Leon,

株式会社日本HP
9月18 16:00日 16:45

Coming Soon

HP大判プリンターサミット オンライン2020

日付

時間

会社名

TPホールディングス株式会社

9月23 16:00日 16:45

トピック

詳細

設計図書をどのように管理されていますか？
建築士法や建築士法施行規則により、設計図書および工
事監理報告書は、作成した日から15年間の保存の義務が
建築事務所開設者には発生しています。
15年長期署名（タイムスタンプ） また、単に保存するだけでなく、その真正性を確保しな
長期保存可能なクラウドシステム がら、必要な時にはただちに閲覧や活用できる仕組みと
『でぽっく』のご紹介
していなければなりません。
設計図書を守り、活用することは、建築物やその建築物
を利用する方、皆様の建築事務所、事務所で働く方々を
守り、建設業をさらに発展させること。
「でぽっく」がその一助となることを約束します。

スリーエム ジャパン株式会社

３M™ MCS™ 保証プログラムが提
供する顧客価値とは？

9月24 10:30日 11:15

HP Japan Large Format Printer Summit Online 2020

自社のブランドやサービスが高品質であることをどのよ
うに伝えていますか？グラフィックスのマーケットにお
いて、ブランドオーナー様等のエンドユーザー様にとっ
ては、多数の出力店様や製品の違いを理解するのは難し
いものです。３M™ MCS™ 保証プログラムはその認知度
が年々高まるとともに、その採用事例も増え、信頼性が
向上しています。本プログラムの認定店様は、本プログ
ラムを活用して自社の高品質なグラフィックスやサービ
スをPRし、継続的にお客様と関係を構築しています。
本セッションでは３M™ MCS™ 保証プログラムの提供す
る顧客価値と、プログラムを支える技術についてご紹介
します。
認定を受け、本プログラムを活用していくことにご興味
のある方、ぜひお気軽にご参加ください。

リンテックサインシステム株式会社
9月24 16:00日 16:45

ZOOM登録リン
ク

ウエビ
ナーID

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_7ZUBUsn 996 5559
2T6OHQTKBpQbm 2134
bA

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis 950 3017
ter/WN_yPdwRuq 8121
nSzCbD78g_AcUfg

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
993 4293
ter/WN_7o7_5HA
2336
MRYWNrJLv-woFg

Coming Soon

Coming Soon

HP Latex R2000プリンターバー
チャルデモ
HPシンガポールから生中継
HP Latex R2000 Virtual Demo

HP Latex 第4世代インクのは新たにホワイトとオーバー
https://hp.zoom.c
コートという構成です。リジッド（ボード）素材への出
om/webinar/regis
力で新たなアプリケーションに広がっています。世界最
ter/WN_4B2dNUx 928 6684
大級のグラフィックアーツ総本山－HP COE（Center of
mSaSZ_tYiuzqMu 3648
Excellence）デモセンターからR2000プリンターをオンラ
Q
インでデモンストレーション。詳細をご覧いただきます。

パネリスト

大判設計図面の入出力ソリューション
に３０数年関わって、参りました。
蔵野 保男氏／TPホールディ
長年の経験から、今回 お客様の課題
ングス株式会社
である、BCP対策、サーバーレス化、
桐山 秀信氏／アズウェル株式
図面の長期保存、図面の活用を解決す
会社
るソリューションをご提案させて頂き
ます。

大築涼/グラフィックス・アー
キテクチュラル・パーソナル
オートビジネスマーケティン
グ部
菊地原杏菜/コマーシャルソ
リューション技術部アプリ
ケーションエンジニア

Coming Soon

株式会社日本HP
9月25 16:00日 16:45

パネリスト紹介文

霄洋明/大型プリンターエバン
ジェリスト・プリセールス/テ
クニカルコンサルタント
Alan, Leon,

Coming Soon

HP大判プリンターサミット オンライン2020
日付

時間

会社名

HP Japan Large Format Printer Summit Online 2020

トピック

詳細

ZOOM登録リン
ク

ウエビ
ナーID

パネリスト

パネリスト紹介文

株式会社デザインラボ 代表
取締役社長 苅谷伊

2007年よりカーラッピング専門のPPF事業
部を立ち上げ、2016年には日本カーラッピ
ング協会初代会長に就任。
看板事業とともにレース車両、車両メー
カーのデモカーのラッピングを手掛ける。
海外のラッピングコンテストにも出場。
2018年のアメリカ ロングビーチ WRAP
OLYNPICSでは優勝。
日本国内以外にも、中国、ロシア、マレー
シア、アメリカ、インドネシアなどでも多
くのラッピング講習会で講師を務めている。
・３M Preferred (US ３M本社認定インス
トーラー)
・３M Knifeless 認定インストーラー
US0017号(US ３M本社認定インストーラー)
・AVERY DENNISON CWI認定
・HEXIS CERTIFIDE INSTALLER GOLD認定
・LLumar PPF JAPAN認定講師（US
LLumar本社認定）

株式会社デザインラボ（日本カー
ラッピング協会）

9月25 10:30日 11:15

職人さんや制作スタッフはツールにこだわる！そんなあ
なたはこれを見なきゃいけません。フィルム貼り、ラッ
眼から鱗!!こんなツールがあった
ピング時に使用できるツールで仕事の時間を短縮させて
んっだ⁈サイン・カーラッピング
クオリティアップにつなげてみよう。こんなのが欲し
に使えるツールの紹介
かった！こんなのがあると便利だ！そんなツールをご紹
介します。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_ZmhoU2s 943 0717
nTSyM5t_fVhm2- 7522
A

Coming Soon

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
913 8604
ter/WN_DeyzBHq
0260
FRCy0Y8dkFyf_iA

アドビ株式会社
9月30 14:00日 14:45

Coming Soon

株式会社日本HP
大判インクジェット出力をさまざまな事例とともにご紹
大判出力の世界。アプリケーショ 介。1. デジタルプリントの世界 2. ワイドフォーマットプ
ンの基礎とHP Latexテクノロジー リントの概要と用途 3. HP Latexテクノロジーと様々な事
例 4. Q&A

992 4166
6596

デジタル印刷技術によるサイン・ディ
霄洋明/大型プリンターエバン
スプレイ業界、インテリア業界、印刷
ジェリスト・プリセールス/テ
業界向けのソリューション企画提案で
クニカルコンサルタント
25年の経験。

HP Latex 第4世代インクのは新たにホワイトとオーバー
コートという構成です。リジッド（ボード）素材への出
力で新たなアプリケーションに広がっています。HPの
サーマルプリンティングテクノロジーにも焦点をあてた
アドバンスドトレーニングセッションです。

967 4307
8946

デジタル印刷技術によるサイン・ディ
霄洋明/大型プリンターエバン
スプレイ業界、インテリア業界、印刷
ジェリスト・プリセールス/テ
業界向けのソリューション企画提案で
クニカルコンサルタント
25年の経験。

株式会社日本HP
HP Latexプリンティングテクノロ
ジー Deep dive

HP大判プリンターサミット オンライン2020
日付

時間

会社名

株式会社日本HP
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ZOOM登録リン
ク

ウエビ
ナーID

パネリスト

パネリスト紹介文

HPのインクジェット研究30年の技術を結集
したHP Stitchプリンターシリーズ。いまま
での昇華プリンターと何がちがうのか、技
HPの昇華プリンター、ど
術の根幹からご説明いたします。また、
こがどう違う？「HP
PrintOSと連結してさまざまなクラウドアプ
Stitch Sシリーズ」
リも活用できます。まさにこれからの「ス
マートプリンター」HP Stitchは、皆様のDX
推進を強力にサポートいたします。

970 3378 バンジェリスト・プリ
セールス/テクニカルコン
2041

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

生産せずに商品化できるオンデマンドデジ
タル印刷技術は、商品企画に変革をもたら
し始めています。インテリア業界に広がる
HP Latex 技術の活用を世界の事例とともに
ご紹介します。1. 世界の事例 製造メー
カーと独立系ブランド 2. 生産向け HP
Latex 3600、3800のご紹介 3. Q&A"

霄洋明/大型プリンターエ
バンジェリスト・プリ
940 6669 セールス/テクニカルコン
6397
サルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

霄洋明/大型プリンターエ

株式会社日本HP

Beyond the sign display イ
ンテリアの世界とHP
Latex 産業用プリンター

霄洋明/大型プリンターエ

サルタント

株式会社日本HP

株式会社日本HP

「段取り八分、現場二分」デジタルプリン
トの壁面装飾は建築内装の工程も踏まえた
デジタル印刷壁紙 失敗
「現調・デザイン・編集・出力」のノウハ
しないコミュニケーショ
ウが必要です。塩ビ、壁紙、テキスタイル、
ン[Part 1]
様々な素材に対応するHP Latex 出力に必要
な“あるある”をご紹介[Part 1]

966 6418 バンジェリスト・プリ
セールス/テクニカルコン
6854

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

[HP Latex テクニカルセッ
ション]タイリング出力の
コツ－パネルジョイント
の色と寸法の整合性【初
級編＋中級テクニック】

霄洋明/大型プリンターエ
バンジェリスト・プリ
961 2551 セールス/テクニカルコン
5160
サルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

壁紙や看板のタイリング出力。出力物の寸
法安定と色安定のコツをご紹介します。出
力メディアの特性によってお試しいただけ
る中級Tipsもご紹介いたします。

サルタント
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時間

会社名

トピック
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詳細

ZOOM登録リン
ク

ウエビ
ナーID

パネリスト

パネリスト紹介文

株式会社日本HP
HP Application Center Proで
Web-to-Printビジネスを拡張
[Part 1]

今注目されているウェブ受注（Web to Print）と自
動化。HP ラージフォマット事業分野ではオンライ
ン上のアプリでどなたでもお気軽にご利用いただ
けます。用途はポスターのみでなく、ロールアッ
プ、Tシャツ転写、壁紙、アートパネルなど、さ
まざまです。ライブデモでご紹介いたします

917 6393
9254

霄洋明/大型プリンターエ
バンジェリスト・プリ
セールス/テクニカルコン
サルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

霄洋明/大型プリンターエ
バンジェリスト・プリ
セールス/テクニカルコン
サルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

霄洋明/大型プリンターエ
バンジェリスト・プリ
セールス/テクニカルコン
サルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

霄洋明/大型プリンターエ
バンジェリスト・プリ
セールス/テクニカルコン
サルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

株式会社日本HP
[テクニカルセッション]いつでも同じ色を出した
[HP Latex テクニカルセッショ い。この最も大切な色一貫性をキープする方法、
ン]いつでも一貫した色で出力。カラーキャリブレーションについてご説明いたし
カラーキャリブレションとは ます。この方法で、同じLatexプリンターの1号機
と2号機の色調を合わせることが簡単にできます。

983 6845
5026

株式会社日本HP

HP Latex アプリケーションア
カデミー 2020

大判プリンターで繰り広げられるさまざまなアプ
リケーション。一般的なサイン・ディスプレイ向
けメディアから変わったプリント事例まで幅広く
触れていきます。溶剤プリンター、UVプリンター
ユーザーの方にもおすすめします。素材選定のコ
ツなどもご説明いたします。

HP PrintOSで大判印刷ビジネ
スを見える化、効率化する

HP Latexプリンターを始め、HP大判プリンターを
使いこなす有効な手段が、クラウドベースのプリ
ントマネジメントツール、HP PrintOSです。PCの
やモバイルデバイスからリモートでの印刷状況確
認や生産性改善に役立つ機能やアドバイスが活用
できます。

992 9523
8303

株式会社日本HP
930 6023
6188
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ク

ウエビ
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パネリスト

パネリスト紹介文

株式会社日本HP
「段取り八分、現場二分」デジタルプリントの壁

デジタル印刷壁紙 失敗し 面装飾は建築内装の工程も踏まえた「現調・デザ
イン・編集・出力」のノウハウが必要です。塩ビ、
ないコミュニケーション
壁紙、テキスタイル、様々な素材に対応するHP
[Part 2]

霄洋明/大型プリンター
939 6279 エバンジェリスト・プ
4167
リセールス/テクニカル
コンサルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

そのファイル転送サービスは安全ですか？ クラ
イアントがPrintOS Box経由でファイルを送信す
る方法は２つです。 1,電子メール添付。小さい
ファイル（10MB未満）の場合はPritntOS内の御社
容量無制限の無料で安全な 専用のメールアドレスにファイルを添付して送る
だけです。2,Easy Submit Portalサイトにアップロー
ファイル転送ツール
「PrintOS BOX」の活用方法 ド。大きなファイルの場合は御社専用のポータル
サイトにファイルをアップロードするだけです。
無制限のストレージがあり、最大ファイルサイズ
も制限はありません。本ウェビナーではその使い
方の手順をご説明いたします。

霄洋明/大型プリンター
エバンジェリスト・プ
978 5217
リセールス/テクニカル
4024
コンサルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

HPの大判インクジェットの最新動向。DesignJet,
PageWide XL, Latex, Stitchのトピックスをご紹介い
たします。

深野修一/デザイン
ジェットビジネス本部
プロダクトマネー
925 0496 ジャー兼セールス
9823
霄洋明/Latexビジネス本
部大型プリンターエバ
ンジェリスト

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

欧米のインテリア製造メーカー様にはHP Latexプ
リンターを生産用印刷機としてご活用いただいて
います。アナログ印刷は大量生産ができる代償と
して、デザインの自由度を犠牲にしてきました。
デジタル印刷技術はデザインの制約を開放し、さ
まざまな自動化、効率化を実現します。それぞれ
のブランドでご利用のHP Latexプリンター機種と
その特徴、生産量も可能な限り公開いたします。

霄洋明/大型プリンター
995 1862 エバンジェリスト・プ
6335
リセールス/テクニカル
コンサルタント

デジタル印刷技術によるサイン・
ディスプレイ業界、インテリア業界、
印刷業界向けのソリューション企画
提案で25年の経験。

Latex 出力に必要な“あるある”をご紹介[Part 2]

株式会社日本HP

株式会社日本HP

HP 大判プリンター最新情
報とCovid-19への取り組み

株式会社日本HP
欧米壁紙メーカーのHP
Latexプリンター最新動向
2020

HP大判プリンターサミット オンライン2020

PC、Mac、タブレット、スマートフォンで無料参加できます。
▼申込ボタン（リンク）から登録ページにアクセス▼
必須情報を入力

HP Japan Large Format Printer Summit Online 2020

(ご質問やコメントも大歓迎です。)
登録ボタンを押す。
▼登録完了メールが届く▼
＞必要に応じてお使いのカレンダーをクリックして保存
▼Zoomアプリを以下よりダウンロード▼
Windows, Mac, App Store, Google Play
https://zoom.us/download
▼当日の参加方法▼
1. 開始１時間前に届くリマインドメールか、登録完了メール、もしくは保存した
カレンダーのリンクを押す
2.「ウェビナーは間もなく開始されます、もうしばらくおまちください」と表示
されます。
3. 開始10分前より、BGMとお知らせが表示されます。開始まで音量やオーディオ
設定をご確認ください。
●こちらからZoomへの接続性をいつでもテストできます
https://zoom.us/test

