・ 大会参加費 ￥25,000／
参加費用

・ 有馬グランドホテル宿泊

複写連所属員
複写連パートナーズ
ご同業者

同伴者 ￥20,000

￥12,000
（一名様、
朝食付）

※一室5名程度の和洋室をご用意いたします
＜option＞ 有馬グランドホテルツインルーム宿泊

￥28,000（二名様、朝食付）

＜有馬サミット専用チャーターバス利用について＞
本大会専用のお迎えチャー ① 新大阪駅…11：00頃 ② 伊丹空港…12：00頃
ターバスをご用意いたしま
（有馬グランドホテル12:40頃到着予定）
した。ご使用の方は、申込書
※お迎え場所の詳細については、別途お知らせいたします
にて申込願います。

送迎バス

◎ 交通アクセス
電車・バスをご利用の方
12:30〜13：30の間は、神戸電鉄有馬温泉駅
より、無料シャトルバスを運行しています。それ
以外の時間帯は、
右記電話番号へ連絡いただくと、
送迎バスが有馬温泉駅までお迎えに参ります。

Tel. 078-904-0181

＜三ノ宮・新神戸から 約30分＞
三ノ宮

新神戸

＜大阪（阪急梅田）から 55分＞
谷上

地下鉄・北神急行
新神戸

有馬口

有馬温泉

阪急梅田

有馬温泉

阪急バス

神戸電鉄のりかえ

三宮バスターミナル

有馬温泉

JR大阪

有馬エクスプレス神戸号（高速バス）

新大阪

日本複写産業協同組合連合会

有馬温泉

第27回有馬全国大会

有馬エクスプレス大阪号
（高速バス）

日時

お車をご利用の方
＜三ノ宮から 20分＞

開催場所

三ノ宮

有馬温泉

2016年10月28日（金） 13：30〜20：30

有馬グランドホテル

〒651-1401 神戸市 北区有馬町1304−1
http://www.arima-gh.jp/

新神戸トンネル経由

中旬
7月 開始
申込

＜大阪から 45分＞
大阪

西宮北IC

中国自動車道（35分）

有馬温泉

一般道
（10分)

飛行機をご利用の方
＜大阪空港（伊丹）から 30分＞
大阪空港（伊丹）

タクシー

有馬グランドホテル

＜神戸空港から 30分＞
神戸空港

申込先

タクシー

有馬グランドホテル

近畿複写産業協同組合

有馬全国大会事務局

小野、佐藤
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋1−5−6 東洋ビル5F
TEL 06−6201−4766 FAX 06−6201−4768
E-mail arima@kinkifukusha.jp

主催 日本複写産業協同組合連合会
共催 近 畿 複 写 産 業 協 同 組 合

歓迎メッセージ
大会実行委員長
大

日笠

宏昭

複写連の全国大会は今年で第27回となります。今回は近畿複写産業協同組合がホスト役
をつとめ有馬温泉で開催させていただくことになりました。開催にあたり考えましたこと
は、全国の所属員、賛助会員の皆様が「集い、語らい、共感し、そして未来に進むための糧を
持って帰れる」場にしたい、ということです。そのような思いから、大会会場は宿泊が原則の
有馬温泉にしました。大会におけるメイン行事は「明るい分科会」です。全国から前向きな取組をされ
ているお仲間5社に代表してプレゼンテーションを行っていただきます。また、宿泊の部屋を全国
混合に部屋割りし、
会員、
賛助会員含めて懇親を深め、
本音の議論ができる
「プレミアムな合宿」
にしたい
と考えています。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

近畿複写産業協同組合
近
理事長

河村

武敏

2016年3月にジアゾ感光紙の販売が終了、
約100年の歴史に幕を閉じました。
ポストジアゾの
タイミングに、
当業界にとってこの大会は歴史的な節目の大会になると考えています。
我々は長年にわたり、賛助会員とともにプロダクトアウトのサービスをお客様に提供し
てきました。
1社で生き残ることが難しいこの時代に、
全国の複写連会員ならびに賛助会員と
ともに「明るい分科会」という場でこれからのビジネスについて共感し、夜は「プレミアム合宿」という
形で裸で語り合える場を提供いたします。このような時代だからこそ、積極的な参加により、ビジネス
の機会を創出していきましょう。

ARIMA Summit 2016（複写連第27回有馬全国大会）
大
会場

会

概

有馬グランドホテル

要
〒651-1401 神戸市 北区有馬町1304−1
TEL 078−904−0181（代表）
http://www.arima-gh.jp

（受

付）

12：30〜13：30

有馬グランドホテル 1Fロビー

（大

会）

13：30〜14：15

複写連第27回有馬全国大会セレモニー

（明るい分科会） 14：30〜14：50
15：00〜16：30
16：45〜17：30

「明るい分科会」
オリエンテーション
テーマ別分科会コース
（5テーマ）
＋ 湯けむり分科会（※事前選択制、詳細は右記）
「明るい分科会」講評・まとめ

（大 記 念 撮 影） 18：10〜18：30

歴史的ショットを参加者全員で！

（大 懇 親 会） 18：30〜20：30

全員参加での、
ワクワク大懇親会

20：30〜

ARIMA Summit 2016 記念

各自温泉・お部屋で、
おくつろぎください

10月29日（土）

複写連・近畿複写組合 合同懇親ゴルフコンペ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
8：35 スタート

プレー費 ： 約20,000円

http://www.arima-royal.com/
参加費 ： 8,000円
（予定）

※豪華商品を取り揃えておりますので、
ふるってご参加ください

「明るい分科会」概要
全国の御同業の皆様、賛助会員の皆様と明るく切磋琢磨できる場として、
「 明るい分科会」をご用意いたしました。
各地から、様々なジャンルにわたり取り組まれている事例を５つ、そして有馬温泉の湯けむりの場での語らい
「湯けむり分科会」合計６つの分科会を用意いたしました。
今も昔も経営環境・技術環境は異なりますが、モチベーションを高める絶好の機会として、積極的にご参加ください。

「明るい分科会」選択について
分科会1−5から興味のある3テーマを選択し、
募集要項に記載してください。
参加分科会は、
希望に添えない場
※分科会は、
15
：
00より30分毎、
3回実施いたします。
合もありますので、
ご了承ください。
尚、湯けむり分科会「分科会 ゆ」については、分科会1−5に参加されない場合のみ選択してください。

分科会 小規模事業者持続化補助金を活用した
提案型営業実践事例

1

アオヤギ株式会社（福岡）
＜マーケティング・販売促進＞

http://www.aoyagi-f.co.jp/
国の補助金事業「小規模事業者持続化補
助金」を活用した、お客様への販促支援に
関する提案活動のご紹介。ソリューショ
ンの実践や、お客様のことを知り、関係づ
くりを行うための好機と捉え、営業活動
を展開。モノ売りからコト売りへの「営業
スタイルの変革」という課題は、克服出来
たのか。

分科会 思い出を形に…。メモリアルグッズ販売で売上増！

3

有限会社ラミネックスセンター（沖縄）＜商品開発・新分野＞
http://www.laminex-c.jp/

分科会 大判カラーのPOD市場への挑戦と
会員共用プリントアシストルーム
『Par』の展開

2

株式会社さかもと（大分）＜商品開発・ビジネスコラボ＞
http://www.oita-sakamoto.co.jp/
１

HP Page Wide XL5000を使い
大判カラーのPOD市場への挑戦

２

昨年の補助事業採択により顧客の
内製化に対抗する為に複写連会員
で共同運用するプリントアシスト
ルーム『Par』の設立

分科会

4

ニュースレターって意外と使えまっせ！
大和写真工業株式会社（大阪）＜マーケティング・販売促進＞
http://www.daiwa-skk.co.jp/index.html

弊社は、以前より赤ちゃんの手足形をかたどったメモリアルグッ
ズの製作・販売をしていましたが、平成24年度に沖縄県の経営革
新推進事業の認定を受け「にくきゅ
うフレーム」の商品開発に着手。平
成25年度のものづくり補助金を得
て、2014年9月には、東京ビッグサ
イトにてギフトショウに出展。今後
は、全国に販路を広げていく為、各
種展示会やネット販売を積極的に
活用し、さらなる売上を目指す！

当初は厳しい経営と稼働しない
オンデマンドの改善のため始め
たニュースレター。やってみる
とこれが意外と使えます。販促・
新規開拓・顧客との信頼関係構
築、更に営業・生産のスキルアッ
プ等々。8年以上にわたり100
号以上発刊し続けることが、で
きた秘訣とちょっとおもしろい
使い方をご紹介します。

分科会 Wellud
（ウエルド）による
オンデマンドサイネージビジネス

分科会

5

株式会社ウエルオン（愛知）＜商品開発・新分野＞
http://www.well-on.co.jp/

「Wellud」
(ウエルド）
は、
ユーザーご自身がPCやタブレット上から、
発信したい情報を、
更新したい時に、
必要なコンテンツだけを、
自由
に組み替えて情報発信を行える、ク
ラウドによるデジタルサイネージコ
ンテンツサービス。ローコスト＆煩
わしいネット環境設定不要の簡単導
入 。ウ エ ル オ ン の「 オ ン デ マ ン ド 」
「One Stop Service」の概念をサイ
ネージに展開。

ゆ

湯けむり分科会
有馬温泉湯けむり企画

＜ビジネスコラボ・リラックス＞

http://www.arima-gh.jp/facility/index.html

全国から旧知の同業のメンバーや賛助会員のメンバーと、昔話や
近況報告そして将来の展望など、至福のひと時を有馬の金泉・銀泉
にて、しばしお楽しみ
ください。大記念撮影・
大懇親会までの時間を
ゆったり過ごしたいメ
ンバーに最適です。但
し次世代メンバーはで
きるだけ分科会１〜５
にご参加ください。

