東京グラフィックサービス工業会が過去に実施した主なセミナー一覧
東京グラフィックサービス工業会では、会員企業の経営者・社員向けに経営・労務・技術・トレンドなどのセミナーや、
会員相互の交流によりビジネスチャンスの拡大を目的としたビジネスマッチング・サロンを、随時開催しています。
教育事業委員会（現・教育・技術委員会）発足（2009 年）以降の、主なセミナー・研修会等の一覧です。
（セミナー主催：教育技術・委員会／青年部／社長講座／IT 研究会など）

【2009 年度】

セミナータイトル

テーマ

2009/7/30

中小企業経営者向けビジネス成功へのコーチング基礎講座

コーチング

2009/8/5

明日へのコラボレーション展（展示とプレゼン）①

市場開拓・新商品開発

2009/8/27

バリアブル印刷の可能性を探る

バリアブル印刷ビジネス

2009/9/9

不況期を勝ち抜く！｢すごい会議｣ 90 分セミナー

コーチング・モチベーションアップ

2009/9/29

インフルエンザ対策とＢＣＰ

パンデミック対策・BCP

2009/10/4

明日へのコラボレーション展（展示とプレゼン）②

市場開拓・新商品開発

2009/10/14

使える助成金と公的融資

補助金・助成金・融資

2009/10/17

徹底討論！「利益管理」（パネルディスカッション）

原価管理とコストダウン

2009/11/18

顧客感動！｢お客さま学｣

最新サービス論

2009/11/25

事業承継の「いろは」教えます

事業承継

2009/12/2

うつ円満セミナー

うつ病対策

2009/12/22

業界を取り巻く「環境問題」とその対応について

環境

2010/1/27

コミュニケーション「力」パワーアップセミナー

コミュニケーション能力

2010/2/17

ＣＳＲ視点でつかむ！時代が求める､新しい企業競争力

CSR

7 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

10 月（全 6 回）

DTP・印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

【2010 年度】

セミナータイトル

テーマ

2010/6/20

“電子書籍”が来るぞ!!

電子書籍

2010/6/25

“電子書籍”が来るぞ!! （2 回目）

電子書籍

2010/7/14

“電子書籍”が来たぞ!!

電子書籍

2010/7/15

オンデマンド・電子書籍時代だからこそ「製本加工」を知ろう！

製本加工

2010/7/16

“電子書籍”が来たぞ!! （2 回目）

電子書籍

2010/8/27

クラウド･コンピューティング

クラウド･コンピューティング

2010/9/28

iPad・iPhone のアプリ？我々に何の関係があるんだ !?

アプリ

2010/10/26

ネット社会・電子書籍時代だからこそ「物流・配送」に注目！

アッセンブリ・デリバリー

2010/10/27

いつでもどこでもホームページ更新

CMS

2010/11/24

経営管理で企業価値をはかる方法

経営

2011/1/27

徹底比較 !“電子書籍”

電子書籍

2011/2/22

あなたの会社、強くしてみせます！

経営・税金

2011/2/24

スマートフォンの“アプリ”実際に作って売ってみました！

アプリ・ビジネス

2011/3/10

CSR 活用と事業との連携

CSR

2010/9/8

やすらぎ“知癒”体操

ストレッチ他

2010/12/8

ビジネスライフに生かす色彩力

セルフカラーヒーリング

7 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

10 月（全 6 回）

DTP・印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

【2011 年度】

初級オペレーター向け研修
セミナータイトル

テーマ

2011/7/14

グラフィックサービス・中小印刷業の「節電」!

節電

2011/8/25

クラウドとは何か？ なぜクラウドか？ クラウドで何が変わる

クラウド・コンピューティング

のか？
2011/9/6

デジタル印刷 最新情報セミナー

「IGAS2011」の見どころ

2011/9/29

クラウドが実現する新しいグラフィックサービスのカタチ

クラウド・コンピューティング

2011/10/12

facebook やってますか!?

SNS 入門・活用法

2011/11/15

知って安心「遺言」と「相続」

事業継承

2011/11/16

パネルディスカッション「新規開拓作戦会議」

新規開拓・マーケティング

2011/11/24

印刷・デザインにおける色彩の心理効果とテクニック

色彩・デザイン

2012/1/13

今あえて問う「企業の存在価値とは何か?」

経営

2012/2/15

facebook 仕事で使ってますか!?

SNS ビジネス活用法

2012/5/15

あなたの e-mail 作法は大丈夫!?

Web リテラシー

2011/11/2

年賀状を筆で書いてみませんか

書道入門ト

7 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

10 月（全 6 回）

DTP・印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

【2012 年度】

セミナータイトル

テーマ

2012/8/28

円滑なコミュニケーションで利益アップ

社員コミュニケーション

2012/9/26

経営者が押さえておくべき「労基法」

労基法

2012/10/23

この手があったか！ お金をかけずに PR!!

プロモーション

2012/10/27

商品開発の舞台裏

企画・開発

2013/11/20

仕事に使える“クラウド”はこれだ!!

クラウド・コンピューティング

2013/11/21

知っておきたい最新金融事情-資金繰り・銀行との付き合い方

金融

2013/12/3

脳もカラダも 5 歳若返る！ 呼吸筋セラピー

呼吸筋セラピー

2013/1/23

知って得する！「中小企業支援施策」

中小企業支援施策

2013/2/21

知っておきたい特殊印刷・加工①「シール・ラベル印刷」

シール・ラベル印刷

2013/3/6

本当に会社を継続させる手法

事業継続

2013/3/8

知っておきたい特殊印刷・加工②「グラビア印刷」

グラビア印刷

7 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

10 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中級オペレーター向け研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

【2013 年度】

セミナータイトル

テーマ

2013/4/16

知っておきたい特殊印刷・加工③「スクリーン印刷」

スクリーン印刷

2013/6/20

知っておきたい特殊印刷・加工④「紙器・パッケージ」

紙器・パッケージ

2013/7/25

パネルディスカッション「新規開拓作戦会議」

新規開拓・マーケティング

2013/8/22

貴社の HP 本当に商売に役立ってますか!?

サイト診断・Web マーケティング

2013/10/2

知っておきたい特殊印刷・加工⑤「製本加工」

製本加工

2013/11/6

社員が自分で考え動きだす！会社の“ルール”づくり

モチベーション＆モラルアップ

2013/11/7

新聞折り込み広告の歴史と今日

企画・マーケティング

2014/1/23

押さえておきたい「就業規則」と「労基法」①

就業規則①

2014/2/25

今さら聞けない“消費税率アップ”

税制

2014/2/27

3D プリンターで何ができる？ 何がかわる？

3D プリンター

7 月（全 3 回）

BCP 策定演習

BCP

7 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

【2014 年度】

セミナータイトル

テーマ

2014/4/9

押さえておきたい「就業規則」と「労基法」②

就業規則②

2014/5/21

「知っておきたい特殊印刷・加工⑥光沢加工」

光沢加工

2014/6/18

「あなたの会社を守る『就業規則』と『ワークルール』」

就業規則

2014/8/28

「補助金と助成金のノウハウ大公開!!」

補助金と助成金

2014/9/25

「知っておきたい特殊印刷・加工⑦カード印刷」

カード印刷

2014/10/7

印刷業界を取り巻くパラダイムシフトに負けないための方策

経営戦略

2014/10/16

「事業承継の準備と相続税増税」

事業承継・相続税対策

2015/1/28

「Facebook＆Twitter で商売繁盛！」

SNS のビジネス活用

2015/2/24

マイナンバー制度の概要と注意点

マイナンバー制度

2015/2/25

「“キレイ”な会社にお金は集まる！」

オフィスの片付け・収納方法

2014/12/2

ワーク・ライフ・バランスで企業力アップ

雇用環境整備事業

2015/2/26

ワーク・ライフ・バランスと経営戦略

雇用環境整備事業

2014/10（全 9 回）

印刷徹底講座（座学編・実践編）

技術・技能継承

9 月（全 3 回）

BCP・防災計画（防災・首都水没・パンデミック）

BCP・防災

6 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

10 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中堅オペレーター向け研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

2015/5/21

「動画配信で集客するノウハウ大公開!!」

USTREAM プロモーション

2015/6/23

「それが知りたかった！PDF の極意」

PDF

2015/7/2

「発送までまるごと請けて利益アップ」

発送業務

2015/7/29

「コンパクト・デジカメだってイケてる商品撮影できます！」

デジカメ撮影

2015/8/25

「マイナンバーの実務とオフィスのセキュリティ対策」

マイナンバー対策

2015/10/7

「『YouTube×印刷物』マーケティングの秘訣」

YouTube マーケティング

2015/11/17

「仕事を創って売上アップする方法教えます」

マーケティング論

2016/2/18

「知っておきたい特殊印刷・加工⑧製袋加工」

製袋加工

10 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中堅オペレーター向け研修

1 月（全 6 回）

カラー印刷基礎講座

初級オペレーター向け研修

2016/5/25

「知っておきたい特殊印刷・加工⑨上製本・特殊製本」

上製本・特殊製本

2016/6/8

「歩き方と座り姿勢」

姿勢と健康

2016/7/28

「パネルディスカッション“新規開拓作戦会議”」

新規開拓の手法

2016/9/29

経営者リーダーのためのアンガーマネジメント

アンガーマネジメント

2016/10/18

知っておきたい特殊印刷・加工⑩「手提げ袋」

手提げ袋加工

2016/12/7

決定版！ 今さら聞けない補助金活用の秘訣

補助金活用

2017/1/25

これだけは知っておきたいメディアユニバーサルデザイン

印刷の MUD

2016/7/12

MIS

中央会助成事業

2016/10/13

印刷デザインの要素とこれからのデザイン

中央会助成事業

【2015 年度】

【2016 年度】

2016/11/29

フルデジタルにより自動化ライン構築

中央会助成事業

2017/3/2

JDF 活用

中央会助成事業

6 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

2 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中堅オペレーター向け研修

2017/5/10

マイナス金利下の中小企業勝ち残り戦略

経営

2017/5/24

事例発表・プレゼン「インバウンド対応作戦会議」

マーケティング

2017/6/22

ビジネス交流プレゼン大会

ビジネスマッチング

2017/7/5

“クラウド”の最新事情

クラウド・コンピューティング

2017/10/4

すみだ北斎美術館・co-lab 墨田亀沢 見学会

見学会

2017/10/20

ビジネスマッチング・サロン ①

ビジネスマッチング

2017/11/15

仕事の合間にできるリフレッシュ体操

健康

2017/2/7

ビジネスマッチング・サロン ②

ビジネスマッチング

2017/2/23

今さら人に聞けない！ 「仮想通貨」って何だ？

仮想通貨

6 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

1 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中堅オペレーター向け研修

2018/4/19

プロとして知っておきたい“フォント講座”

フォント

2018/6/19

ビジネスマッチング・サロン ③

ビジネスマッチング

2018/10/6

アイデアとヒラメキで未来のやりたい仕事を作る

ビジネスアイデア

2018/11/29

ビジネスマッチング・サロン ④

ビジネスマッチング

2018/11/26

人手不足の時代、IoT/ICT の活用で生産性を上げる ①

団体向け生産性向上支援事業

2018/12/17

人手不足の時代、IoT/ICT の活用で生産性を上げる ②

団体向け生産性向上支援事業

2019/1/29

IT 活用で伸ばす印刷ビジネス

団体向け生産性向上支援事業

2019/2/25

新しいデジタル社会と印刷業界を考える

クラウド・コンピューティング

6 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

1 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中堅オペレーター向け研修

【2017 年度】

【2018 年度】

※団体課題別人材力支援事業セミナーは別紙
【2019 年度】
2019/5/23

Word 組版の基本と極意

DTP

2019/6/4

新時代に向けて営業パーソンの育成が急務です

営業スタッフ育成

2019/6/19

ビジネスマッチング・サロン ⑤

ビジネスマッチング

2019/7/3

見直してみませんか？ 社員さんとのコミュニケーション

社内コミュニケーション

2019/09/26

プロフェッショナル・エキスパートのための Word の極意

DTP

2019/10/2

デザインの定義と歴史

デザイン概論

2019/10/16

ビジネスマッチング・サロン ⑥

ビジネスマッチング

2019/11/7

MS-Office データ・ハンドリングの極意

DTP・データ処理

2019/11/20

現代のデザイン

デザイン概論

2020/2/3

クラウド時代の情報保護と活用

クラウド・コンピューティング

2019/6/26、7/3

紙断裁機従事者のための安全衛生特別講習①

労働安全衛生

2019/10/23、11/6

紙断裁機従事者のための安全衛生特別講習②

労働安全衛生

2019/9/3

IT（ICT/IoT）を活用した生産性向上の進め方

団体向け生産性向上支援事業

2019/10/24

業務の問題点を「見える化」し経営力向上につなげる方法

団体向け生産性向上支援事業

2019/11/27

IT（ICT/IoT）を活用した生産性向上事例とツール紹介

団体向け生産性向上支援事業

6 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

1 月（全 6 回）

DTP・印刷実践講座

中堅オペレーター向け研修

2020/5/22

民間金融機関型・新型コロナ特別貸付を活用しましょう

コロナ対応・資金繰り

2020/8/17

初歩から学ぶクラウドと情報管理

クラウド・DX

2020/9/9

ビジネスマッチング・サロン ⑦

ビジネスマッチング

2020/9/17

Web サイトの最新事情①「https」の“ｓ”って何？

ＩＴ・Ｗｅｂ

2020/10/29

Web サイトの最新事情②「ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ」とは？

ＩＴ・Ｗｅｂ

10 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

【2020 年度】

※団体別採用力スパイラルアップ事業セミナーは別紙
【2021 年度】
2021/5/22

ＥＣサイト、課金・決済システムの現状について

ＩＴ・Ｗｅｂ

2021/6/24

Web サイトの最新事情②「Ｗｅｂアクセス解析」を理解しよう

ＩＴ・Ｗｅｂ

2021/8/26

中小印刷・グラフィックサービスの DX は何処から始める？

クラウド・DX

2021/10/13

超初心者向け・今さら人に聞けない YouTube

YouTube

2021/10/15

シンポジウム「“リベンジ消費”でリベンジしよう！」

マーケティング

2021/11/17

Web 新時代の PR ツール「動画」の活用方法を考える

動画活用

2022/2/28

BOX 実践デモンストレーション

クラウド・DX

2022/3/4

電子帳票保存法改正～何を・どこから・どう始める!?

電子帳票保存法対応

10 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

2022/4/7

グラフィックサービス“生産性向上”の実際

生産性向上

2022/6/15

「人事評価制度」～何を・どこから・どう始める！？

人事評価委制度

8 月（全 6 回）

フレッシュマンステップ講座

新人・営業研修

【2022 年度】

【毎年レギュラー開催】
2月

認定個人情報保護団体セミナー

個人情報保護

※これらの他にも青年部や自主研究会の独自セミナー、サークルによる趣味の講座なども開催しています。

東京グラフィックサービス工業会 2018-19 年 団体課題別人材力支援事業セミナー 一覧
開催日

セミナー名

カテゴリー

2018/1/25 社員が定着し、好業績の企業が取り組んでいる人事施策

育成定着

2018/2/15 企業の重要課題である管理職育成

育成定着

2018/2/28 「従業員が楽しく生き生きと働く会社」をつくる

育成定着

2018/3/7 仕事に役立つ アンガーマネジメント研修

育成定着

2018/3/28 企業の重要課題である管理職育成 （第 2 回）

育成定着

2018/4/25 相手の気持ちを上手に掴むコミュニケーションの技術

育成定着

2018/5/9 結果を出している採用担当者ノウハウ公開セミナー

採用

2018/5/16 風通しの良い職場づくり

雇用環境

2018/5/25 「ブラック企業」と言われないための人事・労務基礎研修

雇用環境

2018/6/1 コーチング研修①

育成定着

2018/6/20 コーチング研修②

育成定着

2018/6/27 自社の永続的な成長を実現するための「採用力養成講座」

採用

2018/7/18 面接力養成講座：面接官トレーニング

採用

2018/8/2 まるごとわかる！人材採用の法律業務

採用

2018/8/28 今いるメンバーで成果を出す チームビルディングセミナー

育成定着

2018/9/11 求職者に響く自社の魅力発信とは

採用

2018/9/18 営業力向上：新規営業開拓を成功させるセールスステップ管理

育成定着

2018/9/26 他社と差別化するための Web マーケティング戦略の構築

育成定着

2018/10/17 生産性を高めるカギとなる組織的技術 会議の質向上研修

育成定着

2018/10/25 競争優位性を高める Web を活用したブランディング方法

育成定着

2018/11/2 自身の A タイムを知り 生産性を上げるタイムマネジメント研修

育成定着

2018/11/29 業績アップと人材育成につながる目標管理制度の作り方研修①

雇用環境

2018/12/11 就業規則作成＆改定セミナー①

雇用環境

2018/12/19 坂本龍馬に学ぶ人間の資質と自己変革

育成定着

2019/1/10 ハラスメントが起きない職場を築く 3 大実務

雇用環境

2019/1/17 業績アップと人材育成につながる目標管理制度の作り方研修②

雇用環境

2019/1/22 就業規則作成＆改定セミナー②

雇用環境

2019/2/6 好感度が上がる！営業職の話し方セミナー

育成定着

2019/2/13 ロジカルシンキング研修

育成定着

2019/2/26 長く続く企業はどこが違うのか “100 年企業”を目指して！

育成定着

＜制作～流通まで連携したビジネスモデルセミナー＞
2018/11/14 ビジネスモデル構築の基礎①

ビジネスモデル

2018/11/20 ビジネスモデル構築の基礎②

ビジネスモデル

2018/12/7 新規事業の実際

ビジネスモデル

＜ライフワークバランス・メンタルヘルスセミナー＞
2018/7/13 メンタルヘルス不調者を出さない組織づくり①

LWB

2018/8/24 メンタルヘルス不調者を出さない組織づくり②

LWB

2018/9/5 従業員をやる気にさせ、生産性を向上させる仕組みづくり①

LWB

2018/10/12 従業員をやる気にさせ、生産性を向上させる仕組みづくり②

LWB
（※いずれも受講料無料）

東京グラフィックサービス工業会 2020-21 年 団体別採用力スパイラルアップ事業セミナー 一覧
開催日

セミナー名

2020/02/27 人手不足時代の到来と業界の働き方改革『働かないことはいいことなのか?』
2020/5/12 はじめてのテレワーク導入
2020/6/9 テレワークのお困りごとを解決する
2020/6/25 取り残されない「働き方改革」
2020/7/7 業務プロセス改革の考え方と進め方
2020/7/16 女性の継続就業に向けたセミナー第 1 回
2020/7/28 多様な働き方の導入に取り組んでみよう！（１回目）
2020/8/4 会議の質向上セミナー
2020/8/20 女性の継続就業に向けたセミナー第 2 回
2020/8/27 多様な働き方の導入に取り組んでみよう！（２回目）
2020/9/9 あらゆる従業員にとって安心・安全な職場づくりに向けて
2020/9/16 手戻りしない効率的な指示の受け方、報連相の仕方
2020/10/6 組織の生産性を上げるタイムマネジメント
2020/10/14 組織、業務、システムの三位一体改革で生産性向上、長時間労働是正へ
2020/10/21 1 on 1 ミーティングのススメ～「部下の育成のため」の対話型コミュニケーションとは
2020/11/5 仕事で成果を出したい人必見！ 段取り力向上セミナー
2020/11/18 キャリアデザイン研修 第 1 回
2020/12/9 ICT 導入による業務効率化、生産性向上の実現方法
2020/12/17 キャリアデザイン研修 第 2 回
2021/1/21 多様な働き方の浸透に向けた個人の成長と組織づくり
2021/2/9 会員企業の好事例発表会

（※いずれも受講料無料）

