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8月
20日

14:00-
14:45

株式会社日本HP

HP 出力ビジネスのニューノーマ
ル

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。

https://hp.zoom.
com/webinar/re
gister/WN_3oOe
4GNsRcqJuM5mf
U5bCw

965 2452 
7323

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

8月
21日

14:00-
14:45

アドビ株式会社

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。

https://hp.zoom.
com/webinar/re
gister/WN_HpJz
YYGsReSZQ9K9_
6teqA

922 8075 
8255

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。

8月
24日

16:00-
16:45

株式会社フジテックス

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。

https://hp.zoom.
com/webinar/re
gister/WN_VWW
1iIj4SAOayuKost
fuUg

986 2222 
3114

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。

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_3oOe4GNsRcqJuM5mfU5bCw
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_HpJzYYGsReSZQ9K9_6teqA
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_VWW1iIj4SAOayuKostfuUg
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8月26日
14:00-
14:45

藤田産業株式会社

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！

https://hp.zoo
m.com/webina
r/register/WN_
WYK0B72PTOi
6a3EP1OvZVQ

915 
7072 
1593

川平慶和/SD営業部部長

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☆

8月26日
16:00-
16:45

TPホールディングス株式会社

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。

https://hp.zoo
m.com/webina
r/register/WN_
BD-
GHcxFSgqW85
_GH2wBOg

967 
2878 
5975

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

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。

8月27日
16:00-
16:45

大竹一史様

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/

https://hp.zoo
m.com/webina
r/register/WN_
MIsNnpNlTuOM
Hqo3Ly9xJA

930 
7424 
9747

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。

8月28日
10:30-
11:15

エックスライト社

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。

https://hp.zoo
m.com/webina
r/register/WN_
g3LKFn8-
Sk2Wcjn1bUCf
Og

950 
9865 
8906

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。

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_WYK0B72PTOi6a3EP1OvZVQ
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_BD-GHcxFSgqW85_GH2wBOg
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_MIsNnpNlTuOMHqo3Ly9xJA
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_g3LKFn8-Sk2Wcjn1bUCfOg
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ウエビナー
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8月31
日

14:00-
14:45

バンドーエラストマー株式会社

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.c
om/webinar/regis
ter/WN_7P9ykBd
bRf6NTxy1nvscmg

990 7627 
2688

立道春幸氏／取締役営業部長

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。

9月1日
16:00-
16:45

株式会社リサブレア

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.c
om/webinar/regis
ter/WN_32p7oS3r
Rfml6mxbm0hHLg

982 8159 
4940

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。

9月2日
14:00-
14:45

株式会社大力

HP Stitchに最適なプレス機&レー
ザー裁断機のご紹介！

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。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_DWp3rGl
CQ0m0CM2_P-
x0Sw

928 8722 
7144

吉田大錫／営業部インク
ジェット事業部課長

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。

9月2日
10:30-
11:15

エスコグラフィックス株式会社

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

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.c
om/webinar/regis
ter/WN_4uTSJLM
uTZ6e3FnbP4bR1g

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

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_7P9ykBdbRf6NTxy1nvscmg
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_32p7oS3rRfml6mxbm0hHLg
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_DWp3rGlCQ0m0CM2_P-x0Sw
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_4uTSJLMuTZ6e3FnbP4bR1g
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ウエビナー
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9月2日
16:00-
16:45

株式会社日本HP

【出張外部ウェビナー】紙のその
先へ大判インクジェットはここ
まで来た！ラテックスインクの多
彩なアプリケーション※

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した。
今また同じ水系インクで、色再現性ではなくUV印刷に匹敵する
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。

https://zoom.us/
webinar/register/
WN__Nr_lUzRRXC
5DRpFcohoVw

他社ウェビ
ナー

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

9月3日
14:00-
14:45

TPホールディングス株式会社

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。

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

939 6114 
8123

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

大判設計図面の入出力ソリューションに３
０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。

9月4日
14:00-
14:45

アドビ株式会社

Coming Soon Coming Soon

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

938 8466 
8778

Coming Soon Coming Soon

9月8日
14:00-
14:45

株式会社フジテックス

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。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_qr6VvzRu
S2WTgWrHxl4Mp
w

945 0516 
2332

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。

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://zoom.us/webinar/register/WN__Nr_lUzRRXC5DRpFcohoVw
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_ehMfV0W1QBuaO9itKQKjKw
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_sJlUhpo8Sv-NfHKg2FKKLQ
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_qr6VvzRuS2WTgWrHxl4Mpw
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9月9日
14:00-
14:45

ハンガーズ株式会社

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
ter/WN_ufQ3iwhz
QJKdD58lxS9saA

974 2446 
1698

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。

9月9日
16:00-
16:45

株式会社キャル（Yello Tools）

Coming Soon Coming Soon

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_-v3w-
kaXSN2GKLodTvIT
_Q

923 0686 
1073

リンテックサインシステム株式会社

Coming Soon Coming Soon 村岡崇明氏

9月15
日

16:00-
16:45

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〉

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、熱転写リボン式、染料、
顔料、油性、捺染、昇華、溶剤、UV、そしてLatex。
日本のサインディスプレイ業界の代名詞－小島一仁氏のプリン
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
ter/WN_WbMP9Q
FwRPqKAwv_yl05
Ug

923 9859 
8946

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

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_ufQ3iwhzQJKdD58lxS9saA
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_-v3w-kaXSN2GKLodTvIT_Q
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_WbMP9QFwRPqKAwv_yl05Ug
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9月16
日

16:00-
16:45

エイブリィ・デニソン・ジャパン・
マテリアルズ株式会社

車両から壁面まで貼れるフィルム
エイブリィ・デニソンの新製品であるMPI 1405は車両お
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
ゼンおよびデモと一緒に紹介します。

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_0zfFEW0
_RiK_RFkTThz_Nw

922 5875 
6613

木下 純／セールスマネー
ジャー

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。

9月16
日

14:00-
14:45

シーズベース株式会社

ウイルス関連商品のご案内 Coming Soon

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

965 0774 
2773

吉良嘉仁氏 営業部課長

9月17
日

14:00-
14:45

インテリア文化研究所（霄）

スペシャルセミナー：壁装材の過
去・現在・未来ーデジタルプリン
トへ

インテリア文化研究所 本田榮二氏がオンラインで登壇。
本田壁装材のルーツを辿ると同時に、どのように変化し
て現在に至ったのか。そして温故知新の観点から、デジ
タルプリントにつながる必然性を解き明かす！

https://hp.zoom.c
om/webinar/regis
ter/WN_uB3moxll
TQivHCntd7EVVw

920 0560 
9317

本田榮二氏

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

オラフォルジャパン株式会社

Coming Soon Coming Soon

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_0zfFEW0_RiK_RFkTThz_Nw
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_6TFDJ1zHTqS2iZfD86ylaw
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_uB3moxllTQivHCntd7EVVw
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9月18
日

14:00-
14:45

アドビ株式会社

Coming Soon Coming Soon

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

965 3975 
6901

Coming Soon Coming Soon

9月23
日

16:00-
16:45

TPホールディングス株式会社

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。

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

996 5559 
2134

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

大判設計図面の入出力ソリューションに３
０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。

株式会社デザインラボ（日本カー
ラッピング協会）

眼から鱗!!こんなツールがあった
んっだ⁈サイン・カーラッピング
に使えるツールの紹介

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クオリティアップに
つなげてみよう。こんなのが欲しかった！こんなのがあると便
利だ！そんなツールをご紹介します。

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）

9月30
日

14:00-
14:45

アドビ株式会社

Coming Soon Coming Soon

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

913 8604 
0260

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_1tA15bSKTQ-pTpqsKaENQQ
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_7ZUBUsn2T6OHQTKBpQbmbA
https://hp.zoom.com/webinar/register/WN_DeyzBHqFRCy0Y8dkFyf_iA
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株式会社日本HP

大判出力の世界。アプリケー
ションの基礎とHP Latexテクノ
ロジー

大判インクジェット出力をさまざまな事例とともにご
紹介。1. デジタルプリントの世界 2. ワイドフォーマッ
トプ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

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

HP Latexプリンティングテクノ
ロジー Deep dive

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。

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

HPの昇華プリンター、どこがど
う違う？「HP Stitch Sシリーズ」

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。

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

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

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。

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
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株式会社日本HP

デジタル印刷壁紙 失敗しないコ
ミュニケーション[Part 1]

「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「現調・デザイン・編集・
出力」のノウハウが必要です。塩ビ、壁紙、テキスタイ
ル、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]

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

[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】

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。

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

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

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

[HP Latex テクニカルセッション]い
つでも一貫した色で出力。カラー
キャリブレションとは

[テクニカルセッション]いつでも同じ色を出したい。この
最も大切な色一貫性をキープする方法、カラーキャリブ
レーションについてご説明いたします。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。

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。

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
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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。

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

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。

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

デジタル印刷壁紙 失敗しないコ
ミュニケーション[Part 2]

「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「現調・デザイン・編集・
出力」のノウハウが必要です。塩ビ、壁紙、テキスタイ
ル、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 2]

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

容量無制限の無料で安全なファイ
ル転送ツール「PrintOS BOX」の活
用方法

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。

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
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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

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
ネージャー兼セールス

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。

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

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。

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

(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

https://jp.ext.hp.com/printers/large-format-printers/event/partner/
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test

