
７keys ワンレベルアップ達成のためのメニュー
平成１７年１２月９日現在

７keys 項目 　事業・セミナー フォーラム・刊行物・通信教育
【１のKey：経営戦略】 (JAGAT)経営シンポジウム

(JAGAT)印刷白書セミナー
(JAGAT)印刷経営幹部ゼミナール(１６日間）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「高付加価値セミナー」

(全印工連･刊)「業態変革推進ﾌﾟﾗﾝ－全･刊印工連２００８計画」
(JAGAT刊）JAGAT info（ｼﾞｬｶﾞｯﾄｲﾝﾌｫ）月刊誌（JAGAT会員）
(JAGAT)JAGATホームページ
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21機関誌「Going」

（１）経営者の考え、思いが会社としてきちんと文書化されている

　(1)どんな会社にしたいか経営者の思いが文書に書かれている (ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「地区会経営セミナー」

　(2)数値目標が設定（売上、原価、利益などの目標値）されている (JAGAT)経営計画のための数値目標の作り方(１日間）

　(3)「経営（事業）計画書」が作成されている (ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「創知型経営研究会」

　(4)計画実現のための具体的なアクションプラン（行動計画）が文
     書化されている

(JAGAT)プロデューサーのためのプロジェクト管理術
(JAGAT)企業の求める挑戦する管理者とは
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF22「創知型経営研究会」

　(5)経営計画の全社員による共有化がなされている

（２）自社の強み弱み、コアコンピュタンス (全印工連･刊)「マーケティング部会研究報告」
(JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」

　(6)現在の顧客を評価し分析している (JAGAT)既存売上拡大・既存深掘集中会議室
(JAGAT)得意先別営業戦略の策定
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「実践！営業革新塾」

　(7)顧客の市場の将来性を分析している (JAGAT)印刷マーケティング研究会(JAGAT会員限定）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「戦略営業策定セミナー」

（JAGAT刊）印刷白書（年刊）

　(8)顧客から自社の評価を具体的に聞いている

　(9)営業力が市場に合致している (ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「実践！営業革新塾」

　(10)技術力が市場に合致している

（３）ズサンな勘定からの脱却 (全印工連)どう止めるか価格破壊セミナー (全印工連･刊)「DTP作業の基本積算と作業単価把握のために」
(JAGAT通教）印刷営業・見積計算コース  ーDTP制作と料金計算の
            方法ー

　(11)経営情報の収集と把握がされている (全印工連･刊)「印刷業経営動向実態調査集計報告書」
(JAGATﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）JAGAT印刷業ｵﾝﾗｲﾝKIPﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(JAGAT
                         会員)

　(12)正確な売上と仕入額が把握されている

　(13)正確な試算表が作成されている

　(14)経営判断に遅滞の無い、速やかな資料作成がなされている

　(15)個別利益管理（部門別、顧客別、一品別、外注別など）が
       なされている

(JAGAT)印刷業利益管理システム導入の手引(１日間）
(JAGAT)印刷業利益管理システム導入の実際(２日間）

（４）自社の風土作り（人材育成、人事評価、教育など） (JAGAT)企業の求める挑戦する管理者とは
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA（プリント・メディア・アカデミー）

　(16)社長と社員（各階層）とのコミュニケーション量は、十分である (JAGAT)「営業」部門の係長・課長のための管理知識と実践ポイント
(JAGAT)「生産」部門の係長・課長のための管理知識と実践ポイント
(JAGAT)営業・企画制作部門のリーダー＆マネージャー養成合宿(２日間）
(JAGAT)マネジメントQ&A
(ｼｵｻﾞﾜ)印刷会社さまの新入社員向けペーパースクール開催（顧客へのお役立ちと
          自社社員の教育）

　(17)5S徹底など各種の改善活動が行なわれている

　(18)人事評価制度が文書化されている (JAGAT)職能資格基準書(JAGAT印刷企業標準版）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「管理能力開発基礎コース」

　(19)マーケットや技術に対して好奇心の強い社員に育っている (全印工連)印刷業界の高付加価値化への可能性セミナー (全印工連･刊)プリントズーム
（JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」
（JAGAT刊）印刷発明物語

　(20)積極的に社員教育を行なっている (全印工連)印刷営業講座・認定試験
(全印工連)管理印刷営業講座・認定試験
(全印工連)各種技能検定
(JAGAT)新人のためのなるほどグラフィックアーツ講座
(JAGAT)新入社員養成講座(２日間）
(JAGAT)印刷制作入門実技(３日間）
(FFGS）新入社員研修/有料

（JAGAT刊）印刷入門
（JAGAT通教）新人社員コース

【２のKey：営業戦略】 (JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21機関誌「Going」

（１）営業戦術 (JAGAT)印刷ゴリラ塾(印刷営業 30日間特訓ゼミ)
(JAGAT)印刷会社の営業的経営塾(３日間）
(JAGAT)印刷トップセールスマンへの道
(JAGAT)提案力と制作品質を上げる営業/制作チームワーク養成講座

（JAGAT刊）印刷トップセールスマンの条件

　(21)新規顧客獲得（顧客創造）を日常的に行っている (全印工連)マルチメディア基礎講座
(JAGAT)実現！新規開拓営業塾(６日間）
(JAGAT)新規開拓力UP集中実践プログラム(２日間）
(JAGAT)新規開拓の３原則を学べ

（JAGAT刊）新規開拓（管理者向け）
（JAGAT刊）新規開拓Q&A

　(22)自社の強みに合った仕事を受注できる (JAGAT)仕事を120%こなすための営業日常活動
(JAGAT)印刷制作入門ｾﾐﾅｰ(２日間）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「印刷営業スキルアップコース」

（JAGAT刊）印刷受注必携
（JAGAT通教）印刷営業　基本
（JAGAT通教）印刷営業　見積計算

　(23)デジタル化の顧客要求への対応力がある（十分なデジタル
       知識）

(JAGAT)印刷のデジアナ入門講座
(JAGAT)DTPの必須知識とデジタル時代の営業
(JAGAT)デジタルデータの賢いもらい方
(JAGAT)Windowsデータの印刷出力
(JAGAT)賢いＣＴＰ営業の進め方
(JAGAT)営業マンのためのDTPデータチェック実習講座
(JAGAT)営業マンのためのデータ受稿の鉄則
(JAGAT)これからの印刷営業が直面するITとは
(JAGAT)DTPエキスパート認証
(JAGAT)クロスメディアエキスパート認証
(FFGS)DTPエキスパート養成講座/有料

（JAGAT刊）DTPガイドブック
（JAGAT刊）Desk Top　Prepressはやわかり図鑑
（JAGAT刊）DTPの基礎2005
（JAGAT刊）DTPテクニカルキーワード250
（JAGAT刊）エキスパート受験サポートガイド
（JAGAT刊）DTPエキスパート用語辞典
（JAGAT通教）チャレンジtheDTPエキスパート
（JAGAT通教）DTPエキスパート通信添削・模擬試験
（JAGAT通教）実践　デジタル営業コース
（JAGAT通教）営業のためのＣＴＰ講座

　(24)デジタル積算見積り教育を徹底している (全印工連)どう止めるか価格破壊セミナー
(JAGAT)印刷見積計算集中演習講座(５日間）
(JAGAT)受注確立を高める見積提案強化術

（JAGAT通教）印刷営業・見積計算コース  ーDTP制作と料金計算の
                   方法ー



７keys 項目 　事業・セミナー フォーラム・刊行物・通信教育
　(25)顧客が「相談したいと思う」スタッフに多くが育っている (JAGAT)売れるカタログの企画制作(３日間）

(JAGAT)プリンティングコーディネータ養成講座(１６日間）
(JAGAT)クライアントが注目する高付加価値印刷
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「印刷営業スキルアップコース」

（JAGAT刊）デジタル時代のプリンティングコーディネーション
（JAGAT通教）印刷メディアの企画制作コーディネートコース

（２）営業戦略 (全印工連)変わる印刷市場と変わらない営業セミナー
(JAGAT)印刷会社の営業的経営塾　(３日間）
(JAGAT)売上げ拡大営業マンの見分け方・育て方・動かし方

　(26)プレゼン能力（自己ＰＲやＳＰ能力）が十分にある (JAGAT)勝てる提案書／プレゼンの鉄則(改訂中)
(JAGAT)企画制作コーディネーション10時間研修(２日間）(改訂中）
(JAGAT)提案力と制作品質を上げる営業・制作チームワーク養成講座
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「セールスプロモーション講座」

　(27)電子入札やEC受注対応ができ、実際に受注している (全印工連)e-Japanが変える提案営業とデザイン概要セミナー
(JAGAT)気になる自治体の電子入札と電子広報の現状

(全印工連･刊)「e-Japanが迫る電子入札」

　(28)主要顧客からのいろいろな注文を、ほとんど受注できる (JAGAT)製本の品質管理・外注管理の基本
(JAGAT)プロデューサのためのプロジェクト管理術
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「営業企画力講座」

　(29)主要顧客のＩＴ化を請け負うことができる (JAGAT)実践！Ｗｅｂ受注即戦力教室
(JAGAT)これからの印刷営業が直面するITとは
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「創知型経営研究会」

（JAGAT通教）クロスメディアパブリッシング講座　テクニカル実践コース

　(30)主要顧客から見てパートナーとしての製造工場になっている (ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「地区会経営セミナー」

【３のKey：生産戦略】 (JAGAT)PAGEイベント
(JAGAT)トピック技術セミナー

(JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」
(ﾊｲﾃﾞﾙ)定期刊行物「プリントネット」

（１）生産管理 (全印工連)印刷生産技術講座・認定試験
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「UV印刷研究会」、HDF21「ポストプレス研究会」

　(31)印刷機など各生産機の生産能力が正確に把握されている (JAGAT)新・工場革新活動とカラーマネージメントで生産性ｕｐ
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「プレスマンコース」、PMA「製本紙工折り機コース」、PMA「断裁基礎
          コース」

　(32)経営に負担を掛けている（過剰な）設備や工程を把握され
       ている

（JAGATﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）JAGATAGAT印刷業ｵﾝﾗｲﾝKIPﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

　(33)継承が必要なベテラン技術が、マニュアル化され受け継がれ
       ている

(JAGAT)印刷制作実技研修会(３日間）
(JAGAT)印刷オペレータのオフセット教室(２日間）
(JAGAT)上級印刷管理者講座(２日間）
(JAGAT)オフ輪印刷基本講座(２日間）
(JAGAT)印刷機をカラーマネジメントする機械管理(３日間）
(JAGAT)トラブルを未然に防ぐ(1)(印刷の標準化と品質管理）
(JAGAT)トラブルを未然に防ぐ(2)(印刷機の機構と調整・メンテナンス）
(JAGAT)トラブルを未然に防ぐ(3)(印刷材料知識）
(JAGAT)オフセット印刷技術集中講座
(JAGAT)Photoshopオペレーションのための画像処理の基本セオリー
(JAGAT)実践！画像演出・修正のポイント速習講座
(JAGAT)ＤＴＰオペレーションに必要な組版・レイアウト知識
(JAGAT)ちょっと難しい組版原則を学ぼう
(JAGAT)印刷物の品質基本セオリーを学ぶ
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「印刷品質管理コース」、PMA「印刷入門コース」、PMA「製本基礎
          コース」
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「印刷機メンテナンス操作コース」、PMA「印刷基本原理コース」

（JAGAT刊）オフセット印刷技術　作業手順と知識
（JAGAT刊）オフセット印刷の変動要素230
（JAGAT CD－ROM）オフセット印刷の変動要素230
（JAGAT刊）製版印刷はやわかり図鑑
（JAGAT刊）製本加工はやわかり図鑑
（JAGAT刊）はじめて学ぶ印刷技術（印刷製本加工編）
（JAGAT刊）はじめて学ぶ印刷技術（デジタルプリプレス編）
（JAGAT刊）便覧　文字組みの基準
（JAGAT刊）新　印刷メディアの基本設計
（JAGAT刊）DTPガイドブック
（JAGAT刊）DTPの基礎2005
（JAGAT通教）印刷技術・基本コース
（JAGAT通教）印刷技術総合講座　デジタルプリプレスコース
（JAGAT通教）印刷技術総合講座　印刷・製本加工コース
（JAGAT通教）印刷技術者のための品質アップ講座

　(34）工程管理がスキルレス化されている (JAGAT)デジタル時代の｢生産管理｣再点検

　(35)今後、購入する生産設備は将来を見越している

（２）ミスゼロ・ロス低減 (JAGAT)総点検！印刷現場の安全管理講座
(小森)各種セミナー（メインテナンス、災害対応、カラーマネージメント、等々）＝基本
        的に無料/講師派遣可

　(36)ミス・ロス報告（ミス伝票の整備）が、きちんとなされている (FFGS）i-ProcessQC（IE手法/工程分析など）メニュー/有料

　(37)対処がルール化されている (ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「地区会　技術セミナー」

　(38)ミス・ロス金額が把握されている (JAGAT)経営計画のための数値目標の作り方(１日間）
(JAGAT)印刷業利益管理システム導入の手引(１日間）
(JAGAT)印刷業利益管理システム導入の実際(２日間）

　(39)原因の整理蓄積と利活用がされている (ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「印刷機メンテナンス操作コース」、PMA「印刷基本原理コース」

　(40)再発防止策の教育がなされている （JAGAT刊）オフセット印刷技術のトラブル解決法
（JAGAT通教）オフセット印刷技術者トラブル対策コース

（３）生産（緊密なパートナー含めて）のフルデジタル化 (JAGAT)DTPエキスパート認証
（FFGS）技術セミナー/不定期/無料

　(41)ＣＴＰ化は完了した (JAGAT)DTP技術者のためのネットワーク効率的活用の基礎
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「創知型経営研究会」

　(42)ＰＤFまたはＰＤＦ/Ｘデータの入稿に対応できる (JAGAT)知らないと損をするPDF
(JAGAT)印刷出来るＰＤＦ徹底解説　ＰＤＦ／Ｘ制作マニュアル
(JAGAT)ＰＤＦ／Ｘ－Ｐｌｕｓを知る
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA 「DTP入門コース」

（JAGAT刊）DTPテクニカルキーワード

　(43)ＣＩＰ３（面付けシステムのデータ）を印刷機で活用している (JAGAT)テキスト＆グラフィックス研究会(JAGAT会員限定）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「トータルプリンティングカラーマネジメントコース」、PMA「印刷品質
          管理コース」

　(44)ＤＴＰ制作とＷｅｂ制作の両方ができる（クロスメディア対応） (JAGAT)クロスメディアエキスパート認証
(JAGAT)通信＆メディア研究会(JAGAT会員限定）

（JAGAT通教）クロスメディアパブリッシング講座　テクニカル実践コース

　(45)デジタルプルーフの活用などＣＭＳ（カラーマネージメント）の
       運用を行っている

(JAGAT)カラーマネージメントの基礎再確認
(JAGAT)印刷のためのデジカメ基本２日間講座(２日間）
(JAGAT)印刷機をカラーマネジメントする機械管理(３日間）
(JAGAT)デジカメRGBワークフロー２日間研修(２日間）
(FFGS）i-ColorQC（CMS各種）メニュー/有料
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「トータルプリンティングカラーマネジメントコース」

（JAGAT刊）カラーディレクションはやわかり図鑑
（JAGAT通教）カラーマネジメントコース　基礎編
（JAGAT通教）カラーマネジメントコース　ＤＴＰ・デジカメ編

【４のKey：IT基盤整備】 (JAGAT)PAGEイベント

　(46)インターネットに常時接続されたパソコンがある

　(47)営業に1人１台のパソコンがある

　(48)生産管理・工務に1人１台のパソコンがある

　(49)総合的な経営管理システム（ＭＩＳ）が構築されている （JAGAT刊）経営管理システムガイド（１）、同（２）、同（３）

　(50)業務システムと生産システムの統合化（ＪＤＦ活用）を検討して
　　　　いる

(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「CIM研究会」



７keys 項目 　事業・セミナー フォーラム・刊行物・通信教育
【５のKey：環境対応・安全･安心】 （JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」

　(51)廃棄物を法律に則り処理している (東洋ｲﾝｷ)「社会･環境活動報告書２００５年度版」の提供

　(52)環境負荷低減を図っている（nonVOCインキの使用や損紙
       低減など）

(全印工連)攻めと守りの環境対応セミナー

　(53)顧客の情報（データから損紙まで）を適切に管理している
       （セキュリティ管理）

(全印工連)個人情報保護法事例研究セミナー
(JAGAT)印刷の品質管理はリーガルマネジメントから
(JAGAT)デジタルコンテンツビジネスをめぐる法的問題
(JAGAT)実務に沿った情報管理のルール作りと教育

　(54)知的財産権などの権利関係を顧客に説明できる（著作権
       など）

(全印工連)印刷の契約と著作権セミナー
(全印工連)印刷会社のための知的財産権セミナー
(JAGAT)印刷の受発注契約と所有権の徹底研究
(JAGAT)デジタルコンテンツビジネスをめぐる法的問題

(全印工連･刊)「印刷の契約と著作権」
（JAGAT通教）印刷ビジネスのための法務
（JAGAT刊）デジタル時代の印刷ビジネス法令ガイド

　(55)認証（ISO9001/ISO14001/BS7799-ISO27001など）を取得し
       ている

(全印工連)ISO 14001認証取得支援事業環境印刷経営ネットワーク(NET EMS)
(小森)ISO9001、14001（環境対応）取得サポ-ト＝経費ご相談
(DS)ISO9001/14001,P-Mark,ISMS取得サポート （有料、経費ご相談）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「企業マネージメントシステム研究会」,HDF21「認証並びに取得後の
          維持支援」

【６のKey：ソフト化・サービス化の戦略】 (JAGAT）クロスメディアエキスパート認証 （JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」
（JAGAT刊）デジタル時代のプリンティングコーディネーション

　(56)デザイン分野に進出している (全印工連)印刷会社の新たなビジネスモデル構築セミナー
(JAGAT)企画制作コーディネーション10時間研修(2日間）
(JAGAT)カタログデザイン/設計の鉄則速習講座
(JAGAT)デザイン制作と色彩設計の基本セオリー(２日間）
(JAGAT)クリエイティビティ養成トレーニング(２日間）
(JAGAT)提案力と制作品質を上げる営業＆制作チームワーク養成講座
(JAGAT)デザイン基本セオリーと制作テクニック２日間実践講座(２日間）
(JAGAT)デザイン･制作設計のセオリー
(JAGAT)グラフィックデザインのための色彩設計のセオリー
(ﾊｲﾃﾞﾙ)マーケティング本部　プリントバイヤープロジェクト・プリントバイヤー
          セミナー

（JAGAT通教）印刷物デザイン設計実践コース
（JAGAT通教）印刷メディアの企画制作コーディネートコース

　(57)コンテンツ分野に進出している (全印工連)業態変革を実現する印刷プロジェクトマネージャーセミナー
(JAGAT)クリエイティビティ養成トレーニング(2日間）

　(58)情報処理分野に進出している (JAGAT)4日間でわかるXMLパブリッシング入門(４日間）
(JAGAT)実践　XMLパブリッシング入門(基礎コース）2日間
(JAGAT)実践　XMLパブリッシング入門(応用コース）2日間
(DS)子会社MIXAで写真/イラスト素材制作販売、ダウンロードサービス

　(59)マーケティング支援分野に進出している (JAGAT)チラシ知識と販売拡大策
(JAGAT)SP企画の受注法
(JAGAT)SPプランニングの実際
(東洋ｲﾝｷ)ｺｰﾙｾﾝﾀｰ「枚葉インキ相談室」を３年前開設、印刷会社様から直接電話
             相談受付03-3272-0832
(ﾊｲﾃﾞﾙ)マーケティング本部　プリントバイヤープロジェクト・プリントバイヤーセミナー

（JAGAT通教）クロスメディアパブリッシング講座　必修知識習得コース

　(60)ビジネス支援分野に進出している (東洋ｲﾝｷ)ｇａ‐ｃｉｔｙ運営、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでは会員制（無料）でﾌﾟﾘﾌﾟﾚｽ関連
         情報、展示会情報等の提供

【７のKey：コラボレーション（ビジネス交流）】 (ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「創知型経営研究会」 （JAGAT刊）月刊「プリンターズサークル」

　(61)同業者とのビジネス交流が行なわれ、成果が出ている (ﾊｲﾃﾞﾙ)マーケティング本部　プリントバイヤープロジェクト
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「地区会経営セミナー」

(小森)小森スクール（８種類コース）＝有料、小森ホームページ参
        照可

　(62)顧客とのビジネス交流が行なわれ、成果が出ている (DS)ユーザ主体のレディバードクラブ運営（有料・メンバー制）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「プリントメディア基礎コース」
(ﾊｲﾃﾞﾙ)マーケティング本部プリントバイヤープロジェクト・e-Train

(小森)定期内覧会、個展、展示会へのご案内
(ﾊｲﾃﾞﾙ)プリントバイヤープロジェクト関連セミナー

　(63)資機材メーカーなどとのビジネス交流が行なわれ、成果が出
       ている

(DS）海外ユーザ訪問、見学　（レディバードクラブ主宰）
(ﾊｲﾃﾞﾙ)PMA「印刷機メンテナンス操作コース」

(小森)小森会（セミナー、基調報告会、講演会、懇親会）＝交通費
       除き無料/全国８ブロック

　(64)異業種とのビジネス交流が行なわれ、成果が出ている (ﾊｲﾃﾞﾙ)マーケティング本部プリントバイヤープロジェクト・e-Train・プリントバイヤー
          セミナー
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「実践！営業革新塾」

　(65)海外とのビジネス交流が行なわれ、成果が出ている (小森)海外ユーザー調査、訪問、進出　サポート＝経費ご相談
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「戦略営業策定セミナー」

(小森)つくば・大阪デモセンター（要望されるﾃｽﾄ・ﾃﾞﾓの実施）＝
       交通費､資材等を除き無料
(ﾊｲﾃﾞﾙ)世界のﾈｯﾄﾜｰｸを活用したｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ
(ﾊｲﾃﾞﾙ)HDF21「海外視察ﾂｱｰ」国際機材展、海外先進企業視察


