
お問い合わせ先：株式会社ミマキエンジニアリング
                                 JPマーケティング部

3/2　～ 3/4（水 ) （金 )開催日時

11：30
～
12：00

13：00
～
13：30

アパレル産業とサスティナビリティー

株式会社繊研新聞社
記者　中村 恵生 氏

アパレル産業とサステイナビリティーを巡る最近の動向
注目されるアパレルのオンデマンド生産、デジタルプリン
トの可能性について解説致します。

14：30
～
15：00

近年のフィルムラッピング事情と今後の市場について

日本カーラッピング協会
会長　苅谷 伊 氏

この10年における世界のラッピング状況と
今後の市場はどのように 変化していくのか
を、看板業のマーキングフィルム事情を通し
て将来性を考察します。

UCJV300で創造する新しいマーケット
~デジタルプリントインテリアの世界~
UCJV300シリーズをメインとするUVインクジェットによる
可能性と新しいマーケットについてお話をします。
コロナ環境においても着実に伸張するデジタルプリント
インテリアの世界。
UCJVの可能性とともにお送りします。

16：00
～
16：30

17：00
～
17：30

SG業界を取り巻く現状と課題点を考える
コロナ禍から２年。サイングラフィックス業界の現状について
アンケートの結果から読み解くとともに、新たに浮上してきた
資材の価格高騰問題に、出力企業がどう向き合うかを一緒に
考察します。株式会社総合報道

代表取締役社長 上杉 幸生 氏

https://innovationdays.mimaki.com/

お問い合わせ先：株式会社ミマキエンジニアリング
                                 JPマーケティング部

〒141-0031　東京都品川区西五反田7-22-17　TOCビル6階
TEL：03-6371-2822（受付時間9：00～17：00 ※土・日・祝日を除きます）

開催日時

参加形式 オンライン配信

無料（事前登録制）

※本イベントはオンライン配信となります。
※登録時のメールアドレスへ登録完了メールを送付いたします。
万が一届かない場合、大変お手数ですがinfo@mimaki.comまでご連絡ください。
※情報収集目的による同業他社様の参加はご遠慮ください。

2022年 月3 日（水）2 日（金）4

参加料

「新しさと違い」を経営ビジョンに掲げ、お客様に新たな価値を生み出すイノベーター企業としてまい進してきた
当社だからこそできる革新的なオンラインイベント「Mimaki Global Innovation Days」。
サイングラフィックス市場をはじめ、印刷業界をリードしてきたミマキエンジニアリングより、
特別なライブデモンストレーションやウェビナーをご用意いたしました。
業界動向や活用事例、そして革新的な弊社製品の最新情報もお届けいたします。

「新しさと違い」を経営ビジョンに掲げ、お客様に新たな価値を生み出すイノベーター企業としてまい進してきた

ミマキ主催 半年に１度のグローバルオンラインイベント
GLOBAL INNOVATION DAYS 開催致します！
最新機種のライブデモンストレーションをはじめ、
各業界の著名な方によるセミナーを多数ご用意しております！

ご登録  ・プログラム詳細はこちらから

イノベーションデイズ
登録及び展示会のご案内動画

新しい技術を駆使したラッピングソリューション

スリーエムジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部
グラフィックスアーキテクチュラル

パーソナルオートビジネスマーケティング部
マネジャー　大築 涼 氏

その訴求効果とインパクトで近年高まる車輌ラッピング需要。
これまでにない曲面追従性で素早く最高の仕上がりが実現
できる、革新的なラッピングフィルムをご紹介します。

リンテックサインシステム株式会社
代表取締役社長　小島 一仁 氏

※各種セミナーの内容に関しましては、弊社ホームページにて随時発表させていただきます。

3 月 2日（水）

10：00
～
11：00 昇華転写インクジェットプリンタ

Give your creativity a Glow up

Roll to Roll 対応エコソルベントインクジェットプリンタ

プリント＆カット対応エコソルベントインクジェットプリンタ

株式会社ミマキエンジニアリング
JPマーケティング部
丸山　栄一

株式会社ミマキエンジニアリング
営業本部JP事業部特販G

米谷　英樹

株式会社ミマキエンジニアリング
営業本部グローバルマーケティング部

マーケティンググループ
木内　大昇



10：00
～
10：30

ＵＶプリントの進化はオーダーグッズ市場の変化に追いつけるのか

ＯＧＢＳマガジン
編集長　真子しげる 氏

コロナ禍にもまれてオーダーグッズ市場は様変わりしています。
ニーズはますます多様化し、新たな売り手、作り手の登場により流通経路も変化を見
せています。
一方で、ＵＶプリンターをはじめとする製造設備も技術革新によって進歩しました。
しかしその進歩は、次々に変化し難易度も高まるオーダーグッズの消費者ニーズを
満たせるのでしょうか？

3 月 3日（木）

13：00
～
13：30

3Dクリエイターが伝えたいフルカラー
3Dプリントの魅力と未来

合同会社吉本アートファクトリー
代表　吉本 大輝 氏

1,000万色を超えるフルカラー＋クリアインクで魅せる！
今まで難しかった立体造形デザインが可能になりました。
子供から大人まで、誰でも3Dモデルデータを作成できる、
そんな未来を目指す新しい取り組みもご紹介いたします。

14：00
～
14：30

株式会社イメージ・マジック
ソリューション事業部

Senior Manager　江畑 光博 氏

オンデマンド生産・モノづくりのDX化で急成長している
イメージ・マジック社。
プリント工程も含めた運用の効率化・省力化をテーマに、
受注処理の自動化ツール、クラウド型オンデマンドEC　
をご案内します。

16：00
～
16：30

株式会社ミマキエンジニアリング
川畑 章

17：00
～
17：30

9：00
～
9：30

フルカラー3Dプリンタのデータ修正ソフト活用について

マテリアライズジャパン株式会社
ソフトウェア事業部
アカウントマネージャー

藤田 建 氏

3Dプリンタを造形するまでには、修正作業は欠かせません。
専用ソフトだから出来る、3Dプリントのコスト削減方法や作
業時間の短縮方法があり、
フルカラー3Dプリンタで造形する際のソフトウェアの活用
についてご案内させて頂きます。

ミマキマン3
ミマキマンがUCJV300出力した成果品の施工実演
を実施します。
今回は、実際に使用される店舗での施工実演です。
「必ず役立つ施工実演」に是非参加ください！

3 月 4日（金）

11：00
～
12：00

13：00
～
13：30

コロナ禍で分かったユニフォーム市場
～これからのユニフォームの価値とは～

矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット

大山 アラン 氏

ユニフォーム市場は世相を反映する市場のひとつである
といえ、分野によってはコロナ禍でも数字を落とすことな
く堅調に推移した。
コロナ禍でみえてくるユニフォームの真の価値について
数値から考察する。

ミマキマン

14：00
～
14：30

デジタルプリントでお客様のビジネスを拡大させる
マスカスタマイゼーションによる印刷DXの実現

DMM.makeから見た、フルカラー3Dプリンターの現在と未来予想

HappyPrinters
（株式会社OpenFactory）
代表取締役　堀江 賢司 氏

EC市場は毎年伸びていますが、コロナ禍でさらなるスピード
で顧客接点がリアルからオンラインにかわりました。その中
で顧客の企業がそれぞれのビジネスでDXを実現しようと新
規事業に取り組んでいます。
その流れの中で、世界でも広がっている、お客様のビジネス
を拡大するマスカスタマイゼーションに必要なことや事例な
どをご紹介します。

2013 年 7 月 3日、3Dプリント受託造形サービス
開始以来、様々なモデルを造形してきた当社から
見た、フルカラー 3D プリンターや造形された作
品の現在と未来予想をご案内します。フルカラー
3D プリンターは、表現の幅が広く、ビジネスに
遊びに趣味と、まだまだ大きな可能性を秘めてい
ます。今回のセミナーをきっかけに、まだ気づい
ていない表現、カタチつくりの一助になればと考
えております。

16：00
～
16：30

17：00
～
17：30

フルカラー3Dプリンタのデータ修正ソフト活用について

についてご案内させて頂きます。

DX時代の受注フロー
自動化推進による業務プロセスの効率化

ミマキエンジニアリングではお客様のご要望に合わ
せて、標準機をカスタマイズした
特注機や自動化提案もおこなっております。
これまでにミマキが携わりました特注機について、
実例を交えながらご説明させていただきます。

ミマキが取り組む特注機、自動化提案について

合同会社DMM.com
3Dprint事業部　事業部長
.make AKBIA事業部　事業部長

ちゃんすけ部長

フロア

サイン

ウィンドウ

サイン
壁
面

装
飾

株式会社グッドスマイルカンパニー
楽月工場

工場長　谷本 哲也 氏

フィギィアの塗装工程の説明と、UVに置き換えた場
合の問題点と課題について解説致します。

属人的な塗装工程のUV化と課題
印刷物もサステナブルを選ぶ時代
～約8000以上の企業や自治体が採用した環境配慮型の素材とは～

株式会社フジサワ・コーポレーション
コマーシャル・イメージング事業部
営業部   部長代理　須田 真志 氏 100% 再生可能エネルギーで製造され、石灰石を主原料とする素

材「LIMEX（ライメックス）」は耐久性・耐水性ともに優れた素材
で、幅広い種類の印刷物に対応ができます。
本セミナーでは、進化し続ける LIMEX の最新情報とともに、実際
にLIMEX Sheetを取り扱う印刷会社のフジサワ・コーポレーション
も登壇。LIMEX Sheet の取り扱いを開始した経緯やコルトンからポ
スターに至るまで、実際の活用事例をご紹介します。株式会社TBM

LIMEX事業本部　江澤 尚樹 氏


