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rOearCOLORシリーズj

オリジナルの文具・ ノベルティ商品を開発
営業、販売促進支援のためのグツズを提案

2009年3月に創業50周年を迎えた株式会社ミラテックは、オリジナルの文具・ノベルティ商

品 fOearCOLORシリーズJを開発。販売代理庖を募集している。fOearCOLORシリーズjの

ブランド力をつけるため同社は2008年12月に香港で開催された世界中小企業エキスポへ出展。

以降、大阪勧業展、 JP情報・印刷産業展、まいどおおきに博、 primedexに出展し、注目を集

めている。着実に fOearCOLORシリーズjの認知度と活用を広めている同社は印刷業界が大

変革を迎える中、「経験の無い未知の領域」や「手付かずの領域Jへと果敢に挑んでいる。
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滝野賢治社長 (primedex会場より)

株式会社ミラテックの代表取締役社長 ・滝野賢

治氏は、以前フィギュアスケートアイスダンスの

選手だった。小学校6年生の時からスケー卜をは

じめ、 1981年に荷liの滝野薫氏とカップルを結成。

1988から1992年まで全日本選手権で4連覇を達成

し、世界選手権を 4年間経験した。先代の滝野喜

平次氏が亡くなった後、引退してミラテックに入

社。2004年11月に社長に就任した。スケー卜を通

じて培われた精神力や考え方は、経営者となった

今も「ノ1ンデは長所を創造する、現状をl嘆くな、

いじけるなJf能力無ければ人の倍努力しろjと

いった人生哲学として息づいている。

滝野社長は、顧客のための価値創造を実現する
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ため、 受注生産体制から業務を一新した。2007年

から本格的に fD巴arCOLORシリーズ」の開発を

開始。顧客ニーズを把握した上で、 それを自分達

で制作し、価値ある商品として提供できるよう取

り組んできた。この考えに基づき、同社はオリジ

ナルの文具 ・ノ ベルティ商品の制作へと至った。

ミラテックはモノクロ印刷からカラー印刷へと

業務の|隔を広げ、 JapanColor による標準化からパ

ントン印刷サービスにも対応。カラー印刷サービ

スの充実化を図ってきた。カラー印刷で培われた

技術力は、 fDearCOLORシリーズ」にも活かされ

ている。

「グラフィックデザインとは視覚化された情報で

あり、様々な配信手段というVehicle(乗り物)に

よって届けられる。配信手段が紙媒体 ・電子媒体

に関わらず、配布目的に対し、的確なデザインを

制作し、配布目的を達成する義務を果たすことが

デザインの仕事と言えますJという滝野社長の言

葉通り、用途に合わせたデザイ ンを多数取り揃え

ている。

fDearCOLORシリース1
豊富な商品ラインナッフ。で‘顧客ニーズを訴求

スケジ、ユール帳からメモパッド、般若心経まで

fDearCOLORシリーズ」 には、 rrnspiretionNote 
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DearCOLORシリーズ(総合カタロクより)

(インスピレーションノート)J Iインスピレーショ

ンノ ー トアーテイストコラボレーションJIToDo 

リストJIリノTーシブルノートJIダイアリー (B

5)/ダイアリ一 α(A5)JIプランナーJI教えて

しおりんJIディアマーメイドカレンダーJIノTノ

ラマカレンダーJIポッ フ。ハラミタJIイヤビューj

「ノ ート ・ド・ショコラJIビジネスパッ ドJI脳ー

トブックJIスケールカード印刷サービス」などが

ある。

「インスピレ ーションノート」は、ポケットサイ

ズのひらめきメモ。ちょっとしたアイデアや思い

つきなどを書き留めるなど、用途を限定すること

で、役割と保存性を高める。

「インスピレーションノートアーテイストコラ

ボレーションjは、象形文字をモチーフに作品を

手がける書家の森本龍石氏のデザインなど、アー

テイストとコラボレーションしたメモj'ッド。

IToDoリストjは、仕事の計画や案件などを記

入し、完了をチェックする小さなノート 。手軽に

持ち運べて場所を選ばず書き込める紙の特長が活

かされている。

「リj，¥ーシブルノートJは、 「インス ピレーショ

ンノート」とToDoリストをそれぞれ25枚ず、つ組み

合わせたノート 。IPつでも思考し、リスト化」す

るという流れの日常化を支援する。

「ダイア リ-B5/ダイアリー α(A5) Jは、

日記帳と多彩なメモを備えたWリング製本のB5

サイズと、携帯に便利な A5サイズの 2種類を用

意。ダイアリ ーαはアジロ無線綴じで十分な強度

~ ~ J~~Æ 
と環境配慮を両立する。

「プランナーJは、カレンダーとイヤビューを組

み合わせたダイアリ一。 日常の予定、年間のベー

シックプランと ToDo リストによる{士~).のチェック

を月ごとに11在認、で、きる。スケ -)レページも{寸いて

おり、手放せないアイテムになる。

「教えてしおりんjは、表に会社名やホームペー

ジアドレス、 QRコードなどが入るカラフルなしお

り。裏面にはオリジナルのスケールコンテンツを

印刷でき、遊びごころ満載の多機能しおりとして、

請求書やDM発送、営業活動に貢献する。

「ディアマーメ イ ドカレンダーjは、タヒチや

ニューカレドニア、ハワイ、 I中;唱などのリゾー卜

写真でヒーリング効果を演出するカレンダー。写

真の差替えなどのオリジナル対応だけでなく、表

紙や各月以外に、丸ごと 1ページ広告スペースを

設けることもできる。 さらに裏面やスタンドへの

名入れも可能で、広告スペースの多さが特徴。

I j'ノラマカレンダ-Jは、長期のスケジュール

も一目で確認できるパノラマタイプのカレンダ一。

ポケットサイズとタテ倍サイズがある。オリジナ

ルの写真に差替えれば多様な営業活動や販促活動

用のツールになる。カレンダ一機能に加え、スタ

ンプカードとして、年間スケジュールの刷り込み

販促や集客用途に活用できる。

「ポップハラミタ」は、般若心経をよりポップで

カラフルなデザインのノベルティグッズにアレン

ジ。般若心経を理解しやすくするため、独自に訳

した訳文や写経ができる仕様も用意。お守りや身
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DearCOLORシリース(教えてしおりん、脳ー卜フック、パノラマカレンダー) DearCOLOR紹介専用ホームページ

に付けるアイテムとして、またおみやげなど、 11幅広

p年齢層に対応している。お寺や観光地以外に、

メモリアルホ ールや仏壇仏具店へも提案できる。

「イヤビュー」は、月ごとの仕切りを無くし、 365

日で年間計画を確認できるスケジュールシート 。

ミーテイングなどに最適な A2ワイドタイプと携帯

にf更不リ な I~ ノラマタイプをラインナップしている 。

「ノート・ド ・ショコラ」は、リバーシブルノー

トをベースに、販売促進やイベン 卜、キャンペー

ン、シーズン商品を提案するノ ート 。表紙に商品

やサービスの写真を活用することで、持続性のあ

る販促活動を実現する。

「ビジネスパッド」は、打ち合わせの記録をお客

と共有する 2枚複写式のノー トパッド。大事な打

ち合わせを正確、安全に記録として残せる。先方

の名前を入れたギフ ト商品としても喜ばれる。

「脳ー卜ブ、ック」は、放射状のグリッドで創造性

のある思考を促すブレインノ ー ト。中央から放射

状に使用することで、発想の連鎖を記録でき、思

考を活性化する。

「スケールカ ード名刺サービス」は、名刺の裏に

視力検査や定規、封筒サイズ、靴のサイズなどの

スケールを入れることで、 別用途に利用できる名

刺を提供する。

iDearCOLORシリーズ」は、全ての商品で色彩

豊かなカラ ーバリ エーションが用意されている。

時には販促ツールとして、また営業ツールとして、

顧客の目的にあった文具 ・ノベルティグッズ制作

で新たな価値創造とビジネスチャンス拡大を提案
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している。

6月には iDearCOLORシリーズ」 を1沼プヤする

専用サイトトGalleria(http://www.cmyk.co.jp/ 

e-galleria) を開設している。

印刷業界のコラボレーション実現へ

販売代理庖を募集

iDearCOLORシリーズJは、同社のオ リジナル

ブランドとして展開するほか、印刷会社やテcザ、イ

ンオフィス、広告代理屈、プ リン トショップ、 I:P

章脂、文具!吉、小売j古などに対し、販売代理店契

約をH乎びかけ全国展開へ発展させている。

販売代理屈はミラテ ックに販売代理屈登録する。

登録料などは一切不要で¥ 初回取引のみ前金振込

み制となっている。 21E1目以降は20日締め、翌月

末払い。販売代理屈には価格の30%がマージンと

して支払われる。

同社は iDearCOLORシリーズjの販売代理屈

登録によって、中小企業の商品開発時間やコス ト

を削減し、御用聞きから積極的な提案営業へのシ

フ トを提案している。 また、同シ リーズの販売を

通じて、その他の受注拡大のチャンス創出を目指

している。

株式会社ミラテ ック

〒534-0025 大阪市都島区片岡T2-9-9

電話 06-6354-3081 FAX 06-6358-2985 
専用サイトhttp://www.cmyk.co.jp/e-galleria

会社ホームページ:http://www.cmyk.co.jp
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印刷会社同士のコラボレーション図る

印刷会社の出展では自社のビジネスを紹介す

ることで他の印刷会社との協業促進やビジネスの

primedex_20 1 0 報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

fDearCOLORシリース]によるノート、メモ帳、ビ

ジネス文具などを出展したミラテック

i Pad用の電子書籍制作のデモを展示したローヤル企画

「パッケージデサ‘イン紙製カレンダ-Jを提案した興栄社

参考となる製品などが多く見られた。

ミラテックでは「世界をもっとカラフノレに、明

るく、美しく」をコンセプトに開発した印刷商品

オリジナノレブ、ランド fDearCOLORシリーズj

によるノート、メモ帳、ビジネス文具などを出展

した。ブースで、はダンボーノレ製の什器について問

い合わせも多かった。

六三印刷はデジタノレサイネージ、モバイノレソ

リューションで十数年にわたるWebへの取り組

みの中で見えてきた新しい企業広告を提案した。

ローヤノレ企画は参考出展としてiPad用の電子

書籍制作のデモを展示した。またブースでは印刷

会社各社とコラボレート出来る多数の商品アイテ

ムやシステムソリューションが展示された。
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Webを活かした企業広告を提案した六三印刷

効果ある3D印刷を提案した陽成社

多言語によるビジネスコミュニケーション支援を提案
したオレンジ社

陽成社はFU]IFILM3Dプリントシステム導入

による小ロットからの 3Dプリントをはじめ柔軟

な対応の 3Dプリントサービスを紹介した。 3D

プリントのメニューには 3Dモーション、 2Dア

ニメーション、 2Dズーミング商品などがあり、

試供品も人気。またGC東京ブースにもコンテン

ツを十是{共した。

興栄社は電子書籍が事業として動くまでのツー

/レとしてのPDF全文検索システムを紹介。その

ほかオフィスを明るくするプリザーブドフラワー

を展示した。また、同ブースに共同出展したダー

ツはエコを考え、遊び心のある「海面上昇カウン

トカレンダー/立体パズノレカレンダー/キャンディ

カレンダー」等を紹介した。
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