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次 の 時 代 へ Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ 　 Ｕ Ｐ ！

周 年 記 念 事 業 で

イベントや記念誌だけが「周年記念事業」ではありません

周年記念を活かして
未来を創造する 

(株)光和印刷の「周年記念事業」ソリューション

(株)光和印刷の「周年記念事業」ソリューション“ＮＥＸＴ”のラインナップは裏面をご覧ください。

周年事業のメリット 
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あらためて、 

お客様へ 

感謝を伝える 

入社時の 

ポジティブな 

気持ちを思い出す 

組織の結束に 

つながる 

絶好のアピール 

チャンス 
ブランドイメージや

認知度の向上 

イメージを

刷新できる

把握できる 

どの企業・団体にも大切な節目の年は必ず訪れます。この契機に行う

周年事業は、今おかれている現状に向かい合いながら、積極的な情報

を発信できる共に、活動の従事する人々のモチベーションを向上させ

られるなど、とても意義のあるものです。このチャンスを最大限に活

かすため、目的をしっかりと定めて、無理の無い予算の中で、効果的

で有意義な周年事業を実現させましょう。

ＮＥＸＴ

周年記念をお考えの企業 ・団体の皆さまへ
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(株)光和印刷の「周年記念事業」ソリューション

と共に未来へＳＴＥＰ　ＵＰ！

この機会に創立年をご確認ください。■周年早見表

組織の価値を見直し、内外共に有意義なブランドブック、歴史

を振り返る社史・記念誌、映像コンテンツやＷＥＢサイトによ

る情報発信、式典当日の関連ツール ( 式次第、横断幕等 ) など、

準備段階から周年事業終了まで幅広くサポートいたします。

２２０２０年 ２０２１年 ２０２２年

２０１０年創立 ２０１１年創立 ２０１２年創立

(平成２２年) (平成２３年) (平成２４年)

２０００年創立 ２００１年創立 ２００２年創立

(平成１２年) (平成１３年) (平成１４年)

１９９０年創立 １９９１年創立 １９９２年創立

(平成２年) (平成３年) (平成４年)

１９８０年創立 １９８１年創立 １９８２年創立

(昭和５５年) (昭和５６年) (昭和５７年)

１９７０年創立 １９７１年創立 １９７２年創立

(昭和４５年) (昭和４６年) (昭和４７年)

１９６０年創立 １９６１年創立 １９６２年創立

(昭和３５年) (昭和３６年) (昭和３７年)

１９５０年創立 １９５１年創立 １９５２年創立

(昭和２５年) (昭和２６年) (昭和２７年)

１９４０年創立 １９４１年創立 １９４２年創立

(昭和１５年) (昭和１６年) (昭和１７年)

１９３０年創立 １９３１年創立 １９３２年創立

(昭和５年) (昭和６年) (昭和７年)

１９２０年創立 １９２１年創立 １９２２年創立

(大正９年) (大正１０年) (大正１１年)100 周年
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※表の見方/2020 年に 10 周年を迎えるのは 2010 年創立(平成 22 年)の企業・団体様です。

(株)光和印刷の「周年記念事業」ソリューション“ＮＥＸＴ”のラインナップ

 

社史・記念誌 広告・宣伝 ブランドブック 

記念ロゴデザイン グッズ・アイテム 記念ムービー 

周年記念サイト デジタルアーカイブス

歴史から今を知る 様々な媒体を使用してＰＲ 組織の新たな価値を見出す

ロゴ使用で周年事業を印象づける ロゴを活用したノベルティ ドローンを使用した撮影もＯＫ

自社ＨＰに特設サイトを設置しＰＲ 大量の写真や資料をデジタル保存

周年記念を始めとした組織の慶事を記念して

発行します。歴史をまとめるだけでなく、組

織の理念や伝統を次世代につなげるなど、

各々の目的に併せて企画・編集されます。 

大切な節目に、これまでの感謝や新たな抱負

などをお世話になったお取引先や顧客へ周知

します。フリーペーパーや新聞等の紙媒体、

ＳＮＳやバス広告など方法は様々です。 

制作する一番の目的は、従業員に組織の価値

や目指す姿を理解してもらうことですが、同

時に顧客へブランド価値を周知することにも

つながります。温故知新、創立時のＤＮＡを

次世代へ繋いでいきましょう。 

記念のオリジナルロゴがあると、様々な周年

記念事業を展開・訴求するにあたり何かと便

利です。例えば、普段使いの封筒でもロゴが

入れば大きく印象が変わります。組織のブラ

ンディングへ一役買う重要なアイテムです。 

「創業○○年」とプリントされたノベルティ

を作成・配布できるチャンスを逃す手はあり

ません。小ロット・少予算であっても、何か

しら記念になるグッズをご提案いたします。

文章や写真では伝えきれないメッセージを、

絶大な訴求力で伝えるのが動画です。ＡＲや

ＱＲコードを用いれば、紙媒体との相乗効果

も期待できます。周年記念にふさわしい、新

たなＰＲ媒体としてご検討ください。 

周年記念を告知するための特設サイトを既存

のホームページに追加し、周年記念に特化し

たコンテンツを掲載します。また、周年記念

事業の一環としてホームページをリニューア

ルするのはいかがでしょうか。 

アナログ保管された写真や資料を全てデジタ

ル化し、データベースを作るのがデジタルア

ーカイブスです。蓄積された情報のバックア

ップを作り活用へつなげることは、次世代へ

の大切な贈り物と言えるでしょう。 
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制作期間目安

２２００万円～ ８０万円～ ４０万円～

５万円～ 
70,000 円～ ３０万円～

３０万円～ 

20,000 円～
ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 1,000 部
名入れﾎ゙ ﾙーﾍ゚ ﾝ 100本

Ａ4サイズ 92Ｐ 
並製本 1,000 部 

Ａ4サイズ 8Ｐ 
中綴じ製本 1,000 部

１点 

ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾍﾟｰｼﾞ 1Ｐ ※仕様によります。お問い合わせください。

約６ヶ月～

約１年～ 約６ヶ月～ 

約１ヶ月 約１ヶ月～２ヶ月 約２ヶ月 

約２ヶ月 

約１ヶ月～２ヶ月

５分(※仕様による)

常磐線中吊り広告
1ヶ月間掲載 

上記アイテムに関わらず、会社案内

パンフレットや封筒、名刺といった

通常使用されているアイテムの数々

も、周年記念を機会に切り替えを検

討されてみてはいかがですか。印刷

物のみの場合でも、お気軽にご相談

ください。
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ついでに刷新

お気軽にお問い合わせください。

Ｅメール 携帯電話

担当者

ホームページもご覧ください 光和印刷 検索

〒301-0836　茨城県水戸市元吉田町1823-22
電話　029-247-4362 ＦＡＸ　029-247-9584


