■

入場・参加無料

就活イベント・合同説明会

■

東京グラフィックス
フェスタ 2018

10月6日

都立産業貿易センター 台東館 7F

10：00〜17：00

（合同説明会会場）
【会社合同説明会】
■第１回（11:00~12:30）

■第２回（14:30~16:00）

社長さん・採用担当者さんにホンネの話を聞いちゃおう！
就活生のみなさんからの“質問攻め”大歓迎です！！
（セミナー会場）13:30㽎14:20〔聴講無料〕
【スペシャル・トーク】
【ス

「アイデアとヒラメキで、未来のやりたい仕事を作る」
スピーカー：高橋晋平 氏（アイデア・コークリエイター／おもちゃクリエイター）
株式会社ウサギ代表取締役。2014年までバンダイ社員として、
『∞（むげん）プチプチ』
（第1回
おもちゃ大賞受賞）、
『∞エダマメ』、
『ほじれるんです。』など、ユーモアあふれるアイデア商品を
数多く企画開発。TEDx Tokyo 2013 登壇。

会場の ご 案 内
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103‑0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7‑16
℡.03‑3667‑3771 Fax.03‑3249‑0377

本事業は、公益財団法人東京しごと財団から委託を受け、東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム（公益社団法人東京グラフィックサービス工業会・関東複写センター協同組合・首都圏ポスティング協同組合・マンパワーグループ㈱）が運営しています。

10月6日

10：00〜17：00

② ㈱東邦

③ ㈱東京プリント

技術資料を支援するテクニカルカイラストやCG
の作成、製品カタログ・取扱説明書等のDTP作業や
印刷物をご提供。インターネット配信可能な電子カ
タログにいたします。低価格のアプリもご提供して
います。

創業1957年の品川区に密着した印刷会社です。
小さな会社ですが、社長がドローンの免許を持って
いたり、社員が都知事を狙っていたり。会社は小さ
くても取引先は超有名企業多数。これが日本の中小
企業の底力！

④ イーディーピーアシスタント㈱

⑤ ㈱東京技術協会

⑥ ㈱創土社

皆様が大好きなパソコン・IT業界で一緒に頑張り
ましょう！ ゲーム業界・不動産・医療・物流等の
異業種からの先輩も多数活躍しています。各種手当
含む充実した福利厚生と初心者にも優しい教育体制
でお待ちしています。

コンピューターグラフィックス（CG）を使って
御神輿・飛行機内・マンションモデルルームやエン
ジンなどのカットモデルを動画・静止画・VRにし
ました。よりリアルな再現を追求していますので、
ぜひご覧ください。

⑦ ㈱緑陽社

⑧ ㈱オレンジ社

⑨ ㈱文化ビジネスサービス

外国語コミュニケーション事業、WEB開発事
業、メディアコンテンツ事業の3事業を柱に、その
シナジーも生かして、企業・団体の広報・プロモー
ションを支援する会社です。前向きで創造力豊かな
人材を求めています。

当社はデザイン業務から派生した、映画やテレビ
の小道具作り、イベントの企画補助やプラントメー
カーの3D設計など、印刷を超えたさまざまなサー
ビスを提供。情報化工産業として顧客に寄り添う究
極のサービス業!!

⑪ インペリア㈱

⑫ ㈱興栄社

「外国語メニュー印刷」飲食業へ来店する外国人
に心から喜ばれるおもてなし！ スマホ・PCから
料理写真をアップしてカンタン・メニュー作成。翻
訳・印刷して外国語メニューをお届けします。ま
た、グループ会社の紹介を行います。

伊豆諸島・神津島で展開している、桑の葉を使っ
た手漉き和紙作りの展示および紙漉き体験を行いま
す。またアンケート回答者の方には、島で作ったグ
ラノーラを差し上げます。その他、オリジナルグッ
ズの展示をします。

⑭ ㈱松谷メールサービス

⑮ ㈱サンワ

① ㈱向陽デジタルワークス
学校・教育ITソリューションをはじめとして、企
業向けのシステム開発やWEBサイト構築・DTP・
デザインなど、多岐にわたるフィールドで事業を展
開している会社です。

私たちは府中市内と国分寺市に拠点を展開し、書
籍印刷事業やグッズ印刷事業を行っている印刷会社
です。本日は弊社の製造した書籍やグッズを展示し
ております。

⑩ NS印刷製本㈱
中綴じにこだわり続けた創業50余年の印刷・製
本会社です。ただの製本会社ではありません。お客
様のニーズを引き出し、アイデアと工夫を提供する
のが、NS印刷製本のサービスです。

⑬ ㈱グッドクロス
株式会社グッドクロスは、東京都品川区五反田に
ある会社です。決済、コールセンター、印刷、留学
支援事業などを連携して、お客様のビジネス拡大を
サポートしています。

⑯ ㈱ケープリント
小ロットカラー印刷に特化した印刷会社。ケープ
リントは、企画・デザインを提案し、オフセット印
刷、オンデマンド印刷、大判スキャン、書類電子
化、プリントオンラインなど最適なソリューション
を提供します。

⑲ 菁文堂㈱
創 業10 9 年にわたり紡いだ 技 術 やノウハウによ
り、開きがよく、耐久性に優れたノート、手帳、ダイ
アリー等、糸とじ商品を提 供いたします。クラウド
ファンディングでノンブル入りノートプロジェクトに
チャレンジ中！

㉑（P-2） 大瀧印刷紙器㈱
パッケージや紙加工製品の製造が得意な会社で

「作業から発送まで」 お客様の 困った にお応え
します！
宛名印字
封入／梱包
郵便／DM便／宅配
便等、各種取り扱いしています。

⑰ ㈱ダーツ

ントの「思い」をカタチにすることと、消費者の
「利用したい」をつなげます。

私たちの基本理念と企業方針は、「お客様本位主
義」と「社員中心主義」から成り立っています。

⑱ ㈱木戸製本所 入船製本工房

「オンデマンド笑店」オープン !! 4 種のマシンで
お客様を笑顔にさせます。リコー Pro C7100（紙
の印刷）、ガーメントプリンター（布）、レーザー加工
機（アクリル等加工）、UV-LED インクジェットプリ
ンター。

私達と一緒に本づくりを楽しみませんか？ デジ
タル印刷後加工専門の入船製本工房です。卒業論
文・ポートフォリオ・サークルのアルバムなどの本
づくりをお手伝いさせて頂きます。お困り事などお
気軽にご相談下さい。

㉑（P-1） ㈱アイト

⑳ ㈱TOP 印刷
常に前向きな姿勢で挑戦し、創意・工夫により成
長し続ける会社です。社員一致協力して、やりがい
のある会社で、社員の定着率は95パーセント以上
です。

㉑（P-3） 電算紙㈱
実績と技術に自信があります！

「つくるチカラ。」をテーマに、紙媒体を中心と
したカタログ・チラシを手掛けています。クライア

「印刷＋α」のよろず相談室。会社案内やパンフ
レット自費出版など各種印刷物の企画からデザイン
DTP 製作、印刷・加工、販促グッズ、発送代行ま
でトータルにご提案し、皆様のお仕事をサポートい
たします。

㉑（P-4）日本ハイコム㈱
「ビジネスフォー

目指すのは、自然と笑みがあふれる本づくり。私
達は一つひとつのご依頼を丁寧にカタチにするこ
とで、お客様はもちろん、つくり手も、そして地
域にも笑顔があふれる ものづくり を心がけていま
す。

す。創業90年以上の実績で皆さまの信頼にお答え

ム｣「はがき｣「カード｣「チケット｣「シール｣「くじ｣「冊

します。オリジナルパッケージはお任せくださ

子印字｣「可変印字コースター｣「メイラーDM」などに

い。

関することは電算紙株式会社へ！

G-1 関東複写センター協同組合

G-2 首都圏ポスティング協同組合

G-3

「この情報を仕事に活かせないかな？」「今持っ
ているデータを製品化できたら…」などの問いに
我々はお役立するプロの企業集団です。あらゆるデ
ータの作成から加工、出力と顧客ニーズを有効活用
できる形に致します。

ポスティングとは企業・行政の商品・イベントの
告知チラシ、行政の広報等を生活者に直接お届けす
るメディアです。そのポスティングを行なう業者の
ネットワークで首都圏最大の事業協同組合です。

東京グラフィックスは、企画提案・デザイン・編
集〜DTP・印刷・製本加工をはじめ情報処理・IT・
WEBや顧客支援などを網羅する、都内300社の中
小印刷・グラフィックサービス関連企業の事業者団
体です。

公益社
団法人

東京グラフィックサービス工業会

【合同説明会参加企業】
第１回 ㈱オーディーピーセンター／㈱オレンジ社／共立速記印刷㈱／望月印刷㈱／㈱緑陽社
（11:00~12:30）

第２回 インペリア㈱／NS 印刷製本㈱／㈱東京技術協会／㈱ケーヨー／㈱日本工業社

（14:30~16:00）

主催・運営

