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支部だより

Adobe 特別ライセンスプログラム新規契約の受付開始！
秋も深まってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。特に今年は、台風 15 号や 19 号と
いった暴風雨の被害が影響し、物流の混乱だけでなく製造現場への影響もあったのではないでし
ょうか。加えて急激な気温の変化による体調管理など予測不能な季節となっていると思います。
そうした中、年末・年始に向けて文京支部だけでなく、全印工連および東印工組が主催するイ
ベント・行事が立て混んできております。直近では、11 月 13 日の東京都印刷工業組合の創立 70
周年記念式典・表彰式（帝国ホテル）と、それに併せて行われる 11 月 22 日の創立 70 周年記念合
同慰霊祭（築地本願寺）や、その他にも各委員会主催のセミナーなども企画されています。また
今年は、Adobe 社との特別ライセンスプログラムの新規契約を受け付けております（詳細は次の
ページで紹介）。文京支部関連の行事では、区主催の文京博覧会（ぶんぱく）2019 が 11 月 15 日・
16 日に文京シビックセンターで開催されたほか、12 月９日には年末恒例の師走の集いを開催しま
す。なお来年には、２月３日に顧問・相談役会を、２月 17 日にはお楽しみの落語・文印亭を予定
しております。来年の行事については、詳細が決まり次第、順次ご案内致しますので、引き続き
ご協力お願いします。

① 「行く年 来る年 師走の集い」でお会いしましょう！（12 月９日：ホテル椿山荘東京）
文京支部の恒例の年末行事「行く年 来る年 師走の集い」を、12 月９日、ホテル椿山荘東京で
開催します。今回のアトラクションは、BS-TBS テレビ「日本の名曲アルバム」（毎週火・水曜 18
時～）に出演しているコーラスグループの桐朋学園大学 TOHO Amici が登場します。前年に続き、
本格的な音楽の夕べをお楽しみ頂けるのではないでしょうか！
令和元年という記念すべき年の暮れのひと時を楽しく過ごし、来る年に向けて鋭気を養う機会
にして頂ければと思います。多くの方のご参加をお待ちしております。
日

時：12 月９日（月）

受付 17：30～／開宴 18：30～

会

場：ホテル椿山荘東京『胡蝶』（文京区関口 2-10-8）

参加費：１人当り 10,000 円

＊送付しているご案内状に記載し、11 月 22 日までに申込み
賛助協力会 会員企業一覧

㈲インキ屋マイティー

Ｔｅｌ.03-5802-7660

㈱ショーワ

Ｔｅｌ.03-3263-6141

コニカミノルタジャパン㈱

Ｔｅｌ03-6311-7820

誠伸商事㈱

Ｔｅｌ.03-5751-3011

㈱小森コーポレーション

Ｔｅｌ.03-5608-7804

㈱Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ

Ｔｅｌ.03-3960-5101

サカタインクス㈱オフセット事業部

Ｔｅｌ.03-5689-6614

㈱モトヤ

Ｔｅｌ.03-3523-8711

㈱桜井グラフィックシステムズ

Ｔｅｌ.03-3643-1131

ﾘｮｰﾋﾞ MHI ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ Ｔｅｌ.03-3927-1031

（学）日本プリンティングアカデミー

Ｔｅｌ.03-3811-2734
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「全印工連特別ライセンスプログラム」新規契約の
申込み期限が迫っています
全 日 本 印 刷 工 業 組 合 連 合 会 で は 、 「 Adobe Creative
Cloud 全 印 工 連 特 別 ライ セ ンス プログラム 」 の新 規 契 約
（2019 年 12 月１日～2022 年 11 月 30 日まで）の申込みを
受付けております。新しい内容は以下の通り。
■全印工連 特別ライセンスプグラムについて
「Adobe Creative Cloud 全印工連 特別ライセンスプログ
ラム」は、Adobe の「Adobe Creative Cloud」の最新バージョン
を組合員特別価格で利用できる“組合員ならでは”のサービス
です。契約は期間 12 月１日から 2022 年 11 月 30 日迄で、

全印工連特別ライセンスプログラム資料から

３年毎の更新です。市販品と同様に、100GB のクラウドストレージ、Adobe Fonts、共有アセットライブラリなど
常に最新のサービスが格安で利用できます。その他にメリットとして、全印工連専用のサポート窓口が開設さ
れており随時相談に応じるほか、無料セミナーの受講（契約本数に応じた人数が出席できる）や、Web によ
るテクニカルサポートを受けることができます。
印刷会社では、Photoshop（Ps）をはじめ、InDesign（Id）、Illustrator（Ai)など Adobe 製アプリケーションを
多く活用するため、一般的な法人価格と比較しても、お得に利用できます。
新契約の内容は、Ai、Ps、Id のほか 20 種類以上の Adobe Creative Cloud 全アプリケーションが利用でき
る「コンプリートプラン」と、Adobe Creative Cloud の中から必要なアプリケーションを１つずつ選択する「単体
プラン」の２つのコースから、利用方法を選びます。
■「Adobe Creative Cloud」について
「Adobe Creative Cloud」は、一定期間の使用権を購入するサブスクリプション（期限付き使用権）形式の
製品です。写真、デザイン、ビデオ、Web、UX などのための 20 以上のデスクトップアプリやモバイルアプリおよ
びサービスを提供するもので、Photoshop、InDesign、Premiere Pro、Illustrator、Adobe XD、Acrobat DC が
含まれます。最新リリースでは、Photoshop が iPad に対応し、スケッチ・ペイントアプリの Fresco や、AR オー
サリングツールも加わり、“誰でも”“どこにいても”、想像のデータ創作が可能になります。
「全印工連 特別ライセンスプログラム」は、全印工連加盟 47 都道府県の印刷工業組合に所属する組
合員企業を対象としています。契約期間中は、全印工連がサブスクリプションの管理を行います。
＊Adobe Creative Cloud の詳細は、ホームページでご確認ください。
https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html
■「Adobe Creative Cloud

全印工連 特別ライセンスプグラム」新規契約について

「コンプリートプラン」 対象アプリ：Ps・Ai・Id・Acrobat Pro・Dn・Ic・Xd・Dw・An・Lr・Pr・Ae・Au・Ch・Media
Encoder・Pl・Lr・Ru
「単体プラン」

対象アプリ：Ps・Ai・Id・Acrobat Pro・Dn・Dw・An・Lr・Pr・Ae・Au

*CC Acrobat Pro のみの利用もあります。
全印工連特別ライセンスプログラム 専用サイト https://www.aj-pia.or.jp/license2019/
問合せ先：全日本印刷工業組合連合会 電話０３-３５５２-４５７１（特別ライセンスプログラム担当）
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② “敬老い”に 88 名が出席しました
東京都印刷工業組合は、
「第 53 回 敬老の集
い」を、10 月２日、明治記念館で開催しまし
た。該当者 312 名のうち 88 名が出席となり、
文京支部からは木元武一氏(㈱木元省美堂)、
金子英輔氏（㈱カネコ）、椎橋靖夫氏（㈱寿山
堂印刷所）、田中烈氏（㈲民栄社）が出席しま
した。当日は儀式殿で参拝の後、中庭で記念
撮影を行い、祝賀会へと移りました。臼田理
事長は挨拶で、印刷産業のさらなる発展を目
指し『Happy Industry 人々の暮らしを彩り幸

敬老の集いに出席

せを創る印刷産業』を掲げ各種事業に取り組
んでいることを報告しました。

③ A ブロックセミナーで中小印刷業の“CSR”学ぶ
東京都印刷工業組合のＡブロックは、９月 25 日、「ＣＳＲワン
スター認定活用セミナー」を、千代田印刷会館で開催しました。
東印工組常務理事の三島秀夫氏が講師となり、自社の取り組み
体験をもとに、“企業の社会的責任（ＣＳＲ）”を企業活動に取り
込むポイントやメリットを解説しました。ＣＳＲは、経済、環境、

CSR テーマに A ブロックセミナー

社会（労働慣行や人権、製品責任など）に関した取り組みです。特に最近は社会的モラルを含め
た“フルセットコンプライアンス”の視点で取り組むことが求められているそうです。

業界関連の話題
① 女性活躍推進企業見学バスツアー、11 月 21 日に開催
東京都印刷工業組合は 11 月 21 日、女性活躍推進について先進的に取り組んでいる企業２社を
見学する「女性活躍推進企業見学バスツアー」を開催します。訪問先は、横浜市戸塚区でスマー
ト工場化を進めている㈱横浜リテラさんと、文京支部メンバーの㈱木元省美堂さんの戸田工場の
２箇所です。（問合せ先：マンパワーグループ㈱ 職場改善事務局

Tel.03-3342-4760）

② 「全印工連クラウドバックアップサービス」が活用できます
全日本印刷工業組合連合会は、組合員に向けて「全印工連クラウドバックアップサービス」を
提供しています。
「１TB コース」月額 19,800 円、
「500GB コース」月額 9,900 円、
「100GB コース」
月額 4,800 円で活用できます。詳細はＴｏｏの専用サイトから確認できます。
（https://www.too.com/product/service/d-trans-backup/）

訃報
吉野悟氏（㈱皆實堂 代表取締役会長）が、７月 26 日に逝去されました。享年 89 歳。通夜は７
月 30 日に、告別式は翌 31 日に、文京区白山の寂円寺でしめやかに執り行われました。哀悼の意
を表しますと共に、ご冥福をお祈り申し上げます。

