
令和５年６月10日（土）

会場：ホテル三翠園

第 58回定時総会　第 65回ジャグラ文化典式典

主催：一般社団法人日本グラフィックサービス工業会　主管：一般社団法人日本グラフィックサービス工業会四国地方協議会　主宰：一般社団法人日本グラフィックサービス工業会高知県支部

  9日(金) 会社見学会・あかうしの会

 
アドビ勉強会・おきゃく（会場：得月楼）

10日(土)  討論会・印刷屋さんの紙市場

 
定時総会・文化典・おきゃく（懇親会）

11日(日) 日帰りツアー

11日（日）・12日（月）一泊ツアー

後援：経済産業省、高知県



アドビ勉強会　
時間 13:00 ～17:00　 受付開始  12:30 
募集 20 名限定　 会場  料亭「得月楼」　
講師  ディメンションナントウ　楠藤 治氏（徳島県支部長）

アドビ公式インストラクターによる「効率化のための InD
esign & Illustrator」勉強会。時間短縮の様々な機能
や注意ポイント、各種スタイルに注目してご紹介します。
中級上級者向け。社員さんもぜひ！

会社見学会　

西村謄写堂
同人誌・アニメグッズ・パッケージなど
を全国から受注。食品加工部門やパッ
ケージへの箱詰め・封入部門、グッズ
の縫製部門などもある全国的にもユ
ニークな会社。

本山印刷
（paper message 帯屋町店）紙雑貨の
店舗を高知・東京・大阪に展開。一般の
方からも紙雑貨のオリジナル製品を受注。

久保印刷
DTP から印刷・製本まで一人でこなすワ
ンオペスーパー社長。青年団体等で培っ
た人脈を生かし、地域密着型で奮闘中。

ニヨド印刷
「ノートの神様」といわれ、全国から
オリジナルノートを受注。間伐材を
使ったノート、メモ、カレンダーや紙
ファイルなど SDGs 実現につながる
環境配慮型アイテムにも注力。

コウカドゥー
オリジナルメモ帳に特化し、ノベルティ
グッズとして PR。小ロット・低価格を
実現し、全国から受注。

リーブル出版
ネットで全国から自費出版を受注。編
集クオリティや写真集・絵本などのグラ
フィック系書籍の印刷クオリティが高い。

田舎の高知でキラリと光る印刷会社の見学会。工場を見て終わるのではなく、戦略や経営の考え方など必ずヒントが見つ
かります。下記から１コースを選んで見学いただきます。

TOUR

土佐あかうしの会  
当日実費 13,000 円（予定）
時間 12:00 ～17:00　 募集 20 名限定
集合場所  高知駅（11：30 ）高知龍馬空港（12：00）
幻の牛肉「土佐あかうし」の産地を訪れ、ステーキ・
ローストビーフ丼などを楽しむ会。さっぱりと肉本来の
おいしさをヘルシーに味わえると近年注目されている牛
肉です。四国の水瓶、早明浦ダム湖の散策もどうぞ。

FOODSTUDY

有限会社　久保印刷

6 月 9 日（金）

時間 13:00 ～17:00　 募集  各コース３名程度　 参加費  無料　 集合場所  ひろめ市場

コース１  西村謄写堂 +リーブル出版 コース２  本山印刷 + 久保印刷 コース３  ニヨド印刷 + コウカドゥー

参加費
無料

持参  ノートパソコン



記念ゴルフ大会
参加費 25,000 円 時間 8:00 ～ 17:00　
募集 40 名限定

太平洋を一望できる名
門「黒潮カントリーク
ラブ」。国内男子ツアー

「カシオワールドオープ
ン」の開催コースをお
楽しみください。

おきゃく（前夜祭）
時間 18:30 ～ 20:30　　
会場  料亭「得月楼」

小説・映画『陽暉楼』の舞台となった料亭「得月楼」で、
高知の山・川・海の幸をご
堪能ください。オジサン合
唱団「ザ・タローズ」の演
奏も。大会当日よりむしろ
濃い熱い時間になる！？

ぜんぜんジャグラ的じゃない参加型の討論会 !!
時間 10:00 ～12:00　 会場  三翠園　 参加費  無料

印刷を取り巻く外部環境変化にどのような視点で経営していくのか。これからの仕事に必要な様々な切り口をもとに、
IGAS でも好評だった熱い本音の討論会の進化版。会場の皆さまにも参加いただきながら進行します。
ファシリテーター  北原 利行 氏（株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ）
パネラー  鳥原 久資 氏（株式会社マルワ　代表取締役社長）

伊藤 大介 氏（株式会社ペーパークラフトイトウ　代表取締役）
宮本 泰夫 氏（株式会社バリューマシーンインターナショナル　取締役副社長）　
西村 啓 氏（有限会社西村謄写堂　代表取締役会長）ほか

記念行事

11:00 ～12:00　ジャグラマスターズ総会
13:30 ～16:20　総会・文化典
16:40 ～17:40　ジャグラコンパクト DX 発表会
18:30 ～ 20:30　おきゃく（懇親会）

「よさこい踊り」などのアトラクションをお楽しみいただき、山・川・海と食材の
宝庫として知られる土佐の絶品料理と地酒をいただきながら、ご参加の皆様の
交流・絆を深める大宴会。これぞ酒の国、宴の国「土佐」!　

GOLF

MEETING

PARTY 「おきゃく」
は土佐弁で
宴会のこと

6 月 10 日（土）

参加費 15,000 円

出展企業  モリサ・本山印刷
・ニヨド印刷・中央紙工・
西村謄写堂・リーブル出版

会場  三翠園ロビー
時間  10：00 〜16：00

SHOW

印刷屋さんの
紙市場

集合場所  三翠園（6:30 予定）

参加登録費

24,000 円



山・川 日帰り路
時間 8:30 ～16:00　 参加費 8,000 円
集合場所  三翠園（8:30）

「仁淀ブルー」と呼ばれる水質日本一の仁淀川の安居
渓谷散策、「土佐和紙工芸村 QRAUD」での紙すき体
験、坂本龍馬の銅像が建つ「桂浜」を楽しむコース。

川・海 日帰り路 
時間 9:00 ～16:00　 参加費 10,000 円
集合場所  三翠園（9:00）
全国的に名高い土佐和紙の「紙すき体験」（土佐和紙
工芸村 QRAUD）、水質日本一の「仁淀川」の屋形船
クルーズ、「黒潮本陣」の露天風呂＆カツオたたき体
験を楽しむコース。

土佐の山・川・海 満喫１泊２日路
宿泊  星ふるヴィレッジ TENGU　 参加費 33,000 円　 集合場所  三翠園（8:00）

「土佐和紙工芸村 QRAUD」の紙すき体験、「仁淀ブルー」と呼ばれる仁淀川安居渓谷散策、「黒潮本陣」の露天風呂
＆カツオたたき体験、「久礼大正町市場」散策に加え、坂本龍馬の銅像が建つ「桂浜」など土佐の山・川・海を満喫
するオリジナルプラン。

TRIP

TRIP

TRIP

6 月 11 日（日）

6 月 11 日（日）・12 日（月）

お 申 し 込 み 締 め 切 り は 令 和 ５ 年 ４ 月 1 4 日 ま で
お問い合わせは高知大会実行委員長の坂本まで。（株）リーブル　TEL088-837-1250


