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業態変革実践プラン
－全印工連2010計画－

実践！業態変革

ワンストップサービスで収益拡大へ
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全印工連は業態変革推進プラン2008計画を提唱し、印刷業界を取り巻く環境の
変化に対する数々の提言を行い、業態変革の必要性を訴え続けてまいりました。
次の課題は、如何に業態変革を実践に結びつけるかです。そこで全印工連は、
2008計画を引き継ぐ事業として「業態変革実践プラン─全印工連2010計画」をス
タートいたします。総論としての2008計画を基に各論を導き出し、業態変革の実
践を支援する事業が2010計画です。
テーマは「実践！業態変革 ワンストップサービスで収益拡大へ」。今まで提

唱してきた業態変革を実践に結びつけるという大きなテーマのもと、印刷を中心
とした周辺領域への市場拡大と、顧客への課題解決を提供するワンストップサー
ビスを具現化し、実践の結果として高付加価値化による業界収益構造の改善と収
益拡大に結びつけていくものです。
変化は絶え間なく起きています。さらに加速度を増して世の中は変わっていま

す。業態変革というテーマに卒業はありません。経営者と社員が一つになり、変
革への強い情熱を持ち続ける会社、挑戦する会社こそがいつの時代も成長してい
けるのです。夢のある新しい印刷産業の姿を創るために、「業態変革実践プラン
─全印工連2010計画」に共に取り組んでまいりましょう。

業態変革実践プラン－全印工連2010計画－
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2008計画（業態変革推進プラン）

第1ステージ

業態変革ミニマム
最小限の機能の確認と
実践
まずは５Sの向上を目

指そう

2004年

第2ステージ

原点回帰
足元の印刷を強化
生産性と収益性の向上
業態変革 7Keys 
項目のチェックポイント

2005年

第3ステージ

新創業は「ワンストップサービス」
顧客のことを真剣に考える企業体質
社会の大変化（潮流）の認識と対応
より競争力を高める発想
独自性を発揮できる武器
新創業への戦略

2006年
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規模が大きい

強い設備

業態変革の意義

業態変革の基本

環境の変化に対応して自らが変わっていくこと

環境の変化に対応できる企業のみ生き残る

顧客が求める企業

＝
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業態変革の必要性

量産を前提とした印刷物製造の事業領域

値下げによる仕事の奪い合い
疲弊

大量生産
大量消費

勇気を持って新しい領域に勇気を持って新しい領域に
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2008計画から2010計画へ

業態変革ミニマム

原点回帰・７Keys

新創業・５Doors

理解
納得

でも、どうすれば？

業態変革実践プラン－全印工連2010計画

業態変革を実践するための支援策
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実践プラン2010計画のテーマ

今まで永年提唱してきた業態変革を実践に結びつける。 実践！業態変革

市場環境の変化，成長の変化に対応し顧客が求める印刷を中心とした周
辺領域への拡大と顧客への課題解決の提供。 ワンストップサービス

高付加価値化による業界収益構造の改善
価格以外での差別化政策 収益拡大へ

『実践！業態変革 ワンストップサービスで収益拡大へ』
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ワンストップサービスの出発点は
印刷付帯サービスから

業態変革第3ステージ ５Doors 〈Door 5〉

ワンストップサービスの【出発点】のレベルは「印刷物制作を
中心として前後工程の印刷付帯サービスを連携させた」範囲

プリプレス ポストプレス・・・ ・・・印刷

事業領域の拡大
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印刷業界成長の方向性

印刷業界の成長

顧客満足度の向上

従来からの印刷工程を中心とした合理化
技術の深堀り，そして新商品の開発などに
より印刷媒体価値の更なる向上を図る。

印刷媒体価値の更なる向上

製造業

環境の変化，成長の変化に対応し顧客が
求める印刷を中心とした周辺領域への拡
大と顧客への課題解決の提供。

印刷を中心とした周辺領域への拡大

ソフト化・サービス化
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印刷付帯サービスへの事業領域の拡大

米国の印刷業
◆従来のインキによる印刷の成長止まる。
◆印刷付帯サービス，トナー／デジタル印刷の売上伸びる。

マイケル・マーキン氏 米国印刷工業合（PIA会長）

１ドルの印刷のまわりに６～８ドルの印刷付帯サービスがある。

$6～8

印刷
$1

2004  2005 2006  2007

従来のインキによる印刷 2.3%         2.4%         2.4%           0%

トナー／デジタル印刷 4.8%         4.8%         4.1%        6.7%

印刷付帯サービス 3.6%     3.4%      3.6%     3.0%

拡がる印刷の市場領域 分野別売上の伸び率(PIA：米国印刷工業会)
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印刷付帯サービスの成長性

PIAの見解

①付帯サービスを取り込み売上減少を補うというコンセプトは、
印刷会社の収益性を高める

売上減少を補う

顧客ニーズの取込

収益性を高める

付加価値向上に結びつく

②印刷付帯サービスは印刷会社の中核的機能ではないが、
しばしば顧客のニーズを取り込む事により、中核的事業
そのものの付加価値向上に結びつく
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印刷付帯サービスの可能性

印刷
チラシ企画

デザイン

封入封緘

箔押し

DTP

写真撮影

筆耕

ポスティング

発送代行

配送

広範にわたる付帯サービスを提供する可能性

Web
編集

宛名印刷

製本

屋外広告

データ管理

製袋

エンボス

印刷物の
保管

光沢加工
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ワンストップサービスとは

■印刷付帯サービスは印刷会社から見た視点

■ワンストップサービスはもう一歩進んで顧客の視点
に立った一連のサービス

すべてを自社でこなすのは困難

ワンストップサービスは
顧客ニーズの基本

共創ネットワーク
コラボレーション

共創ネットワーク
コラボレーション

■ワンストップサービス
（one stop service)

一度の手続きで必要とする関
連作業をすべて完了させられ
るように設計されたサービス
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ワンストップサービスは顧客接点の改善から

顧客の目的達成のために

共に考え、共に悩みを共有

＝印刷物を作ることに集中

印刷物の受注に興味

従来の印刷営業
取引＝ ＝出入り業者

〈営業のポイント〉
顧客と同じ視線で

顧客にとって良い結果を導き出す
＝ 取組 ＝ パートナー
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ワンストップサービスは誰にでもできる

すべての印刷会社に
〈ワンストップサービス〉

に取り組めるチャンスがある
全領域・全工程をカバーする必要はない

力のある総合印刷会社の専売特許ではない

企業規模・営業品目・立地条件に関わらない

共創ネットワーク

組合員がイコールパー
トナーとなって印刷業

の領域を広げる

専門企業とのコラボ
レーションとの交流

ワンストップサービス
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ワンストップサービス受注の背景

顧

客

インターネット

印刷物制作

環境問題

個人情報保護

ビデオ

煩雑な作業から解放されたい
もっと効果的な方法はないか？

まとめて面倒をみてくれる会社

企画 原稿作成 発注 校正 受取

効果の確認次の企画に反映 発送

保
管
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ワンストップサービスの対象

ワンストップサービスの対象は特定の企業だけではない

地元行政

商店街
大学

企業

市民フォーラム

印刷会社

モバイルへの情報配信

アンケートの実施・回収・分析

町おこしのイベント

あらゆる場面で
印刷物が発生
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ワンストップサービスの実践

印刷業の強みを生かす

価格だけを武器に印刷物を受注

製品を納めたら仕事は完了

■印刷物を作る目的を知る
■印刷に付随して考えている
ことへアプローチする

■印刷物の効果を考える

印刷を一番知っている

プロの印刷・加工
多種多様な印刷の取り仕切り

印刷物をどのように利用するのか
なぜ印刷物が必要か？
印刷物にどんな効果を求めているか

印刷会社が付帯サービスへ進出○

制作会社、IT企業が印刷へ参入 × 参入障壁高い
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顧客の課題解決

顧客の期待をかたちに

顧客視点での最適な製品・サービスの提供

顧客が考えていることを効果的に実現

課題解決（ソリューション）の提供

選ばれる印刷会社へ
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ワンストップサービス・ソリューションマップの利用

ソリューションマップの目的

■ワンストップサービスの全体像を把握し、方向性づくりと実行に向けた活用ツール

●営業担当者の提案の引き出し
●営業会議での戦略的な議論の材料

■顧客の悩み（課題）に対して、提供できるソリューションを考えるための出発点

■一歩踏み込んだ提案をするための”ヒント集

ソリューションマップの構成

横軸：印刷を中心、川上～川下

縦軸：提供可能な項目（番号は難易度を示すものではない）

●バージョン1＝完成型ではない、各社で項目を追加
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ソリューションマップ活用例

観光パンフレットの制作

現状

データ制作 加工 印刷 納品 配布

顧客 印刷会社 顧客

印刷会社（ワンストップ）

データ制作 加工 印刷 納品 配布

■取材、写真撮影、外国人にも理解しやすい表現
（セールスプロモーション・クリエイティブの2～6番）

■観光スポットの知名度を上げる
（マーケティングの20番）

提案

■表現効果を高める=特殊コーティング
（印刷の35番）

■在庫管理や発送
（フルフィルメント・保管業務・
アセンブリの3～5番）

提案

提案
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ソリューションマップ(Ver.1)活用例
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業態変革実践プラン支援事業
１．ワンストップサービスの具現化
２．全国コラボレーション推進対策
３．ガイドブック発行

『業態変革・ワンストップサービス実践ガイドブック』
『収益拡大』コストダウン実践プラン

４．事例研究
パネルディスカッション『私が実践した業態変革・ワンストップサービス』
ワンストップサービスの実践モデル １２のケース
業態変革企業研究 ５社

５．リサーチと情報提供
参加型アンケート『７KeysVer.2』の実施
（2008全日本印刷文化典 in 鹿児島）

６．業態変革・ワンストップサービス実践のための教育プログラムの開発
７．業態変革相談窓口の設置
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１．ワンストップサービスの具現化
ワンストップサービスの具体的な内容とは何か。

ワンストップサービスソリューションマップの作成

自社の立ち位置から出来る事は何か。
顧客の抱えている問題に対しどの様に応えていくか。

ワンストップサービスは自社だけでは出来ません。
顧客の要望に応えるために得意分野を持つ全国の我々の仲間や周辺業界と
のコラボレーションで対応します。

顧客の抱えている案件を解決提案するツールとして利用
ワンストップサービスの戦略ストーリーを描く
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２．全国コラボレーション推進対策
共創ネットワークの促進に向けて

ワンストップサービスは自社だけでは出来ません。

顧客の要望に応えるには得意分野を持つ全国の我々の仲間
や周辺業界との共創ネットワーク、コラボレーションが必要

検索性が有りかつ動画で得意分野や商品の説明が伝わる
サイトを全印工連ホームページに掲載

多くの企業に参加して頂きコラボレーション
を有効的に推進する－共創ネットワーク
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共創ネットワーク支援
ーコラボレーション・サイト設置

動画によるコラボレーション情報提供
（http://www.aj-pia.or.jp/）

投稿募集中

詳しくは、全印工連ホームページをご覧ください

全印工連コラボレーションサイト

http://www.aj-pia.or.jp/
http://www.mut.co.jp/aj-pia-demo/onestop/index.html
http://www.mut.co.jp/aj-pia-demo/onestop/onestop/index.html
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３．ガイドブック発行
『業態変革・ワンストップサービス実践ガイドブック』

業態変革・ワンストップ実践ハンドブック

2008年10月発行

頒布価格：1,500円

都道府県印刷工業組合または全印工連
にお問い合わせください

好評頒布中
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３．ガイドブック発行
『収益拡大』 『業態変革推進プランVer.2』

『収益拡大』
コストダウン実践プラン

好評頒布中

業態変革推進プランVer.2

2008年10月発行

都道府県印刷工業組合または全印工連にお問い合わせください

組合員価格：300円 組合員価格：500円
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４．事例研究

１．パネルディスカッション『私が実践した業態変革・ワンストップサービス』

大兼印刷㈱（大阪府）

平林印刷㈱（福井県）

太成二葉産業㈱（大阪府）

正文舎印刷㈱（北海道）

各経営者が実践した業態変革・ワンストップサービスに関する熱意やご苦労
ならびにその戦略。

３．「業態変革実践企業ルポ」 ５社を取材ガイドブックに掲載

２．ソリューションマップの活用と実践モデル １２のモデルをガイドブックに掲載
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５．リサーチと情報提供

参加型アンケートの実施と分析
（2008全日本印刷文化典 in 鹿児島）

３年前に実施した７Keysを再度実施し業界の経時的変化を考察する。

既に着手している業態変革・ワンストップサービスとこれから更に力を入れたいと考え
ている方向性の検証。

今後も引き続き業態変革に必要な情報提供。
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2008全日本印刷文化典 in 鹿児島　７KeysVer.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Key1-1経営戦略
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

Key1-2　経営戦略
自社の強み弱み、コアコンピタンス

Key1-３　経営戦略
ズサンな勘定からの脱却

Key1-4 経営戦略
自社の風土作り（人材育成、

人事評価、教育など）

Key２-1　営業戦術
営業戦術

Key２-２　営業戦略
営業戦略

Key３-1　生産戦略
　生産管理

Key３-２　生産戦略
　ミスゼロ・ロス低減

Key３-３　生産戦略
　生産（緊密なパートナー含めて）のフルデジタル化

Key４　IT基盤整備
　IT基盤整備

Key５　環境対応・安全安心
　環境対応・安心安全

Key６　ワンストップ・サービスへの戦略
　ワンストップ・サービスへの戦略

Key7 コラボレーション
　コラボレーション

新潟大会 鹿児島大会

全体

（前回）Key6
　ソフト化・サービス化の戦略
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６．業態変革実践のための教育プログラムの開発

業態変革・ワンストップサービスの実践

非価格競争要因の開発

業界の収益構造の改善

今後人材育成が大きなテーマ

業態変革・ワンストップサービス実践に結びつく経営者・実務担当者・社員を対象と
した教育プログラムの開発研究を進める。（予定）

教育後の実務指導を中心とした企業向けコンサルティング・プログラムを専門機関
と開発する。（予定）
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７．業態変革相談窓口の設置
業態変革を実践するにあたって，もし解らない，難しいと感
じた時には全印工連業態変革相談窓口にご相談下さい。

■相談回答者（全印工連特別顧問）
法律 北村一夫（北村一夫法律事務所）
会計 辰巳 正（辰巳監査法人）
経営 田中 肇（たなか経営研究所）
技術 臼井良雄（元東洋インキ製造㈱顧問）
技術 相馬謙一（日本印刷技術協会）
教育 松本和雄（千葉大学名誉教授）

●経営、技術、会計、法律、教育、労務、環境等ジャン
ルを問わず相談を受付

●全印工連の特別顧問を中心とする専門家が回答

●質問・回答をデータベース化し、プライバシーに配慮
して機関紙やホームページに公開



35

印刷業界の明るい未来を築く

印刷業界に更なる成長をもたらすには情熱や行動が必要です。

自らが変わっていかないと状況は変わりません。

過去の延長線での発想を変える事が必要です。

これからの印刷会社の在るべき姿をイメージしそれに向けて前進しましょう。

『市場の事は市場に聞け』とあるようにヒントは顧客から感じ取る事が大切です。

顧客から求められる企業とは・・・

『実践！業態変革』に向けて進んでいきましょう！
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ご清聴ありがとうございました

業態変革実践プラン－全印工連2010計画－


	業態変革実践プラン�－全印工連2010計画－
	2008計画（業態変革推進プラン）
	業態変革の意義
	業態変革の必要性
	2008計画から2010計画へ
	実践プラン2010計画のテーマ　
	ワンストップサービスの出発点は�印刷付帯サービスから
	印刷業界成長の方向性
	印刷付帯サービスへの事業領域の拡大
	印刷付帯サービスの成長性
	印刷付帯サービスの可能性
	ワンストップサービスとは
	ワンストップサービスは顧客接点の改善から
	ワンストップサービスは誰にでもできる
	ワンストップサービス受注の背景
	ワンストップサービスの対象
	ワンストップサービスの実践
	顧客の課題解決
	ワンストップサービス・ソリューションマップの利用
	ソリューションマップ活用例
	ソリューションマップ(Ver.1)活用例
	業態変革実践プラン支援事業
	１．ワンストップサービスの具現化
	２．全国コラボレーション推進対策�　       共創ネットワークの促進に向けて
	共創ネットワーク支援�　　ーコラボレーション・サイト設置
	３．ガイドブック発行�　『業態変革・ワンストップサービス実践ガイドブック』
	３．ガイドブック発行�　『収益拡大』　　『業態変革推進プランVer.2』
	４．事例研究　　
	５．リサーチと情報提供
	６．業態変革実践のための教育プログラムの開発
	７．業態変革相談窓口の設置
	印刷業界の明るい未来を築く

