
（2019年4月1日〜2020年3月31日）

2020年6月5日金 
17:00〜17：45

【会　場】
 アパホテル名古屋錦エクセレント4F

御岳の間
【懇親会】

2020（令和2）年6月5日金 
18:00〜20：00

アパホテル名古屋錦エクセレント4F 御岳の間

新型コロナウイルス感染症拡大により
発令された非常事態宣言に伴い、上記
2020年6月5日㊎開催予定の第5回
定時総会は、紙面総会に変更させてい
ただきました。 

第５回 定時総会

一般社団法人 中部広告制作協会
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１.　開会 （高橋和代事務局長）
２.　あいさつ （鯉江康平理事長）
３.　議長、議事録署名人、書記選出
　　慣例により議長＝鯉江理事長、書記＝広瀬達也、議事録署名人＝馬場秀樹、村山辰治

４.　議事 （高橋和代事務局長）

第１号議案
　１） 2019-20年度事業報告 （鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　２） 2019-20年度各委員会事業報告 （鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　3） 2019-20年度決算報告及び監査報告 （黒岩歩監事）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　４） 2020年3月31日現在の会員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2号議案
　１） 新旧理事・役員・委員長の紹介及び承認・（鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2） 理事・監事選挙管理委員長・安藤禮市より選挙開票結果の発表・・・・・・・・・・・・・・　
　3） 2020-21年度新規委員会の開設及び正副委員長・委員の紹介・・・・・・・・・・・　
　4） 新組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第3号議案
　１） 2020-21年度事業計画（案）
　　　　全体計画 （佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　経営委員会（佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　会員増強委員会（佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　クリエイティブ委員会（佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　広報交流委員会（佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　賛助会員委員会（佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　育成サポート委員会（佐波敬司副理事長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　ビジネスデザインEXPO実行委員会 （広瀬達也委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　ビジネスデザインEXPO選考委員会 （安藤禮市委員長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　２） 2020-21年度事業予算（案） （鯉江康平議長）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

附則
2020年4月1日現在の会員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
2020年4月1日変更CAC定款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中部広告制作協会 第5回定時総会次第 
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第１号議案
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第１号議案　2019-20年度事業報告
　CAC一般社団法人中部広告制作協会は、下図組織体制のもと2019-20年度も活発に活動しました。
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2019年5月17日㊎
CAC若手クリエイター交流会「GATE」
会場／imri（イミリ）

広報交流委員会の企画イベントとして、40歳未満の若手クリエイター交流会「GATE」が開催されました。CAC初の企
画で、総勢36名のクリエイターに参加いただきました。このイベントは、普段中々横の繋がりの無いクリエイター同士が、
お互いの知識、経験、作品などについて交流することにより、クリエイターの意識を高め、業界を盛り上げていこうとする
ものです。イベントの冒頭で、広報交流委員会・村山担当理事から今回のイベントの趣旨を説明、その後は飲食をしなが
ら自由に歓談していただく時間を設けました。皆さん名刺交換などしながら積極的に交流を深めていただきました。最後
に全員参加のジャンケン大会も行い、大いに盛り上がりました。今後も継続的に開催していきたいと考えています。

2019年6月11日㊋
CAC第5回中部地区クリエイター交流ゴルフ会（事業推進担当／広報交流委員会）
会場／小萱チェリークリークカントリークラブ 

CAC第5回中部地区クリエイター交流ゴルフ会が6月11日に開催されました。雷雨が心配されましたが心がけの良
さから雨も雷も遅れ、好天の中で激戦が繰り広げられました。優勝GROSS-99/NET-70.2村山辰治さん、準優勝
GROSS-79/NET-74.2服部正さん、３位GROSS-108/NET-74.4中田雅文さん、当日賞は安藤名誉顧問、BB賞は
珍事発生でGROSS-89の土岐高広さんに。また、今年還暦を迎える佐波敬司さんと馬場秀樹さんに丸由製作所・澤田
さまから特別記念品が授与されました。（参加者数／16名）
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2019年6月21日㊎
CAC第4回定時総会＆懇親会
会場／アパホテル名古屋錦エクセレント4F 鈴鹿の間

CAC第4回定時総会＆懇親会が開催されました。高橋事務局長の開会宣言後、正会員総数33社中、出席26社＋委任
状5社の31社の出席となり総会は成立。理事長挨拶、議長選任、議事録書記、議事録署名人の選任と進み、議長を拝命
した鯉江理事長により第1号議案、第2号議案の発表及び承認が滞りなく得られました。佐波副理事長はじめ各委員会
委員長お疲れ様でした。総会後の懇親会は、ILLUSIONIST Toshikiのマジックで大いに盛り上がりました。

理事長挨拶

乾杯発声／CCDO事務総長・林義雄氏

抽選会で景品をゲットされた林義雄氏

来賓挨拶／愛知広告協会・橋本憲二氏

乾杯

中締挨拶／CAC顧問・森本健氏
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2019年7月19日㊎
広告制作会社の「働き方改革」セミナー
会場／セントラル画材株式会社・セントラルアートビル本店6F 会議室

広告業界専門の社労士（会員：その先へ代表／水谷智成）による「働き方改革セミナー」が開催されました。26名の参加
者で今年から来年にかけて実行される働き方改革について学びました。質疑応答では多くの参加者から質問が飛び交
い、講師もタジタジ(^^)／。核心に触れられない内容もあり「詳しくは個別で」と笑いの渦で終了しました。

2019年7月26日㊎
第3回交流ボウリング大会＆懇親会
会場／スポルト名古屋　懇親会／魚屋の台所　下の一色　本店

中部地区のデザイン関連団体・個人・学生・ファミリーが集合して第3回交流ボウリング大会が開催されました。参加者24
名8レーンで熱い戦いを繰り広げ、R.D.C.の岩門雄太郎さんが200点アップを達成し、みごと優勝されました。馬場さん
が準優勝、ハンデキャップを没収された鯉江理事長はそれでも3位でした。ボウリング大会終了後、懇親会場への移動時
は台風の影響で土砂降り、びしょ濡れになり会場へ飛び込みました。懇親会はご参加頂きましたCCDOの勝崎芳雄氏の
乾杯発声で始まり、成績発表で大いに盛り上がりました。

講師を紹介する中野経営委員会委員長

質疑応答で挙手する馬場秀樹氏

会場風景

閉会挨拶／奥一郎担当理事

開会挨拶／村山辰治担当理事
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2019年8月23日㊎
第2回若手クリエイター交流会「GATE」
会場／カバナテラス名古屋栄店

5月に開催された第1回若手クリエイター交流会「GATE」の第2回目が8月23日（金）にカバナテラス名古屋栄店で開催
されました。今回はデザイナーやコピーライターなど11名の若手クリエイターに参加いただき、第1回目よりこじんまりした
集まりとなりましたが、その分ゆっくり話す機会ができました。今後のGATEも３〜４か月に1度開催していきたいと考えて
います。次回予定は12月6日（金）を予定しています。詳細は追ってお知らせします。

始球式で投球する安藤名誉顧問

優勝した岩門雄太郎氏

ストライクで喜ぶ佐藤宏氏

乾杯する鯉江理事長と勝崎芳雄氏
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2019年8月23日㊎
CAC合同委員会（経営委員会・会員増強委員会・賛助会員委員会）一杯やろまい会
会場／店長のひとりごと

2019年8月28日㊌
CAC合同委員会（経営委員会・会員増強委員会・賛助会員委員会）一杯やろまい会
会場／晴快荘・東新町店

普段あまり交流の機会が少ない委員会メンバーと気軽に話せる場所をつくることで親睦をはかる合同委員会が開催され
ました。8月23日開催の合同委員会は、会員24名が参加され、今まで話をされてない会員様も色々意見交換ができ有意
義な会であり、今回の目的でもある9月27日開催のＣＡＣ新規会員歓迎会への参加意欲も活性した。と馬場担当員から
報告されました。
同28日開催の合同委員会は、会員10名が参加され、今回で初めて会う会員の方も多く、名刺交換などを行い積極的に
お互いの仕事の件など交流ができ、会合ではなくフランクな交流会は定期的に行うと良いと感じました。と村山担当員か
ら報告されました。

2019年9月27日㊎
CAC会員増強委員会による新規会員歓迎会
会場／西川コミュニケーションズ㈱SHOEI SQUARE 6F

CAC会員増強委員会による新規会員歓迎会、「殻を破れ！」入会大歓迎！新規会員を囲んで事業や広告について語り合
おう！が司会／安藤理恵委員、進行／佐藤委員長で開催されました。会場は、乾杯の音頭を取られた馬場担当理事のお
骨折りで新オープンした西川コミュニケーションズ㈱SHOEI SQUARE 6Fをお借りしました。とてもゴージャスなお部屋
で新規会員のアピールタイム（4社＝㈱ループ・堀社長、㈱永昌堂印刷・江畑課長代理、社会保険労務士事務所その先
へ・水谷代表、㈱山崎デザイン事務所・山崎社長）は、入会のいきさつ、CACの印象、CACへの期待、自社の紹介と自己
紹介と大変役立つお話がありました。その後、既存会員のアピールタイム（2社＝㈱ルース・佐藤社長、㈱くむ・向井社長）
と続き色々な質問も飛び出し、大変盛り上がりました。

司会・進行役の安藤理恵さんと佐藤宏氏 挨拶される馬場担当理事挨拶される馬場担当理事 乾杯



11

2019年11月22日㊍
CACクリエイター交流ゴルフ会
会場／東名古屋カントリークラブ

第6回クリエイター交流ゴルフ会が雨模様の中、熱い戦いが繰り広げられました。今回は初参加、初ゴルフの参加もあり
数えきれないほどのスコアも飛出しました。定員の20名参加者で優勝は高ハンデを獲得したカーボの加藤昭人さん。準
優勝・馬場秀樹さん、3位・西川コミュニケーションズの前田永治さん、BB賞は165の山崎宏さんが獲得されました。CAC
からのお土産「ゴルフ・ウメー茶漬け」も話題になりました。

仲良く懇談する山崎氏、広瀬氏、澤田氏

新入会員挨拶されたループの堀社長

ピースで挨拶 ㈱TooのPRタイム
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2019年11月30日㊏
CAC CREATIVE ACTION 2019
会場／エイトパークカフェ ららぽーと名古屋みなとアクルス店

お子様連れ大歓迎！保育士付きトークショー＆ビュッフェ付き懇親会「CAC CREATIVE ACTION 2019」がアート
ディレクター／グラフィックデザイナーの白本由佳さんと映像ディレクターの吉峯美和さんのトークショーが司会：東山武
明氏により「私が、私らしく、私を表現するために。」について語り合いました。初めての商業施設、初めての運営担当委員
のため準備に戸惑いもありましたが約50名の参加で賑やかに開かれました。

開会の挨拶をする司会の東山武明氏

グラフィックデザイナーの白本由佳さん

会場を埋め尽くした来場者

開会宣言をされた清水委員長

映像ディレクターの吉峯美和さん

お世話になった会場「エイトパークカフェ」
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2019年12月6日㊎
第3回若手クリエイター交流会「GATE」
会場／Fisherman's Bistro GEIRIKI 伏見店

2019年5月にスタートした若手クリエイター交流会「GATE」。その第３回目が12月6日（金）に、GEIRIKI伏見店で開催
されました。 今回の参加は10名ほどでしたが、3回連続の参加となるクリエイターもいる人気イベントに成長。「クリエイ
ティブについての考え方」が話題になったかと思えば「仕事とプライベートのつながり」について盛り上がるなど、硬軟入
り混じったトークが繰り広げられました。回数を重ねたことで、ざっくばらんに話せる雰囲気になっています。「GATE」は
今後も開催される予定。これまで参加した若手クリエイターも企画に加わり、自主的な発展が期待されています。

2020年1月31日㊎
CAC 2020年 新年互礼会＆NEW YEAR FORUM 2020
会場／中国名菜銀座アスター「名古屋賓館」

CAC2020年新年互礼会開催され理事長挨拶に続き、NEW YEAR FORUM 2020が開催され「ものづくりを考え
る」をテーマに工業デザイナーの横関亮太氏とグラフィックデザイナーの木村絵美様をゲストにCAC会員から鯉江理事
長と広瀬理事がパネラーとして参加し、パネルディスカッションを行いました。コーディネーターの村上心氏がお父様のご
病気で急遽欠席になり、代行として広告デザイン専門学校の安藤誠一郎校長にお願いしました。ディスカッション後、愛
知広告協会事務局の橋本氏に乾杯を音頭を頂き宴が始まりました。クイズでは新会員のカタリスト松下社長がジャンケン
の末、豪華景品をゲットされました。楽しいひとときはあっという間に過ぎ、佐波副理事長の中締め終宴を迎えました。

笑顔いっぱいの若手クリエイター デュエットも楽しみました。

開催挨拶する鯉江理事長

パネルディスカッション

コーディネーターを努めた安藤誠一郎氏 グラフィックデザイナーの木村絵美さん
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2020年2月6日㊍
労働基準監督署の見解と裁量労働についてミニセミナー
会場／CAC事務局会議室

講師はシンクスデザイニングプロの佐波社長、サポーターとして社会保険労務士事務所その先への水谷智成さんにより
CAC会員21名の参加で熱く語り合いがされました。質疑応答ではまるでバトルのように次 と々質問が起き、時間延長し
ても足りず次回開催の要望も飛び出しました

工業デザイナーの横関亮太氏

乾杯を楽しむ黒岩監事

セミナー講師の佐波副理事長

司会・進行役の中田副委員長

愛馬と愛車の話をする理事長

食事を楽しむ安藤名誉顧問

佐波講師のサポーター役・水谷社労士

乾杯の挨拶をされる橋本氏

パネラー参加の広瀬理事

CAC紅一点の安藤理恵さん

会場風景

乾杯
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第１号議案　2019-20年度各委員会事業報告

■ 経営委員会
広告・デザイン・Web制作業界の雇用、資金繰り、経営計画など「抜き差しならない」テーマを中心にセミナー、パネ
ルディスカッション、勉強会などを開催し、情報交換の機会づくりを進めました。
◎2019年7月19日㊎開催＝広告制作会社の「働き方改革セミナー」
　会場：セントラル画材株式会社・セントラルアートビル本店6F会議室
　講師：社会保険労務士事務所その先へ　代表　水谷智成氏（CAC会員）
　働き方改革の解説とインターネットの普及により紙媒体が確実に減少している中、広告業界（主に印刷物）の役　
　割変化について勉強しました。
◎2020年2月6日㊍開催＝労働基準監督署の見解と裁量労働について
　会場：CAC事務局会議室
　講師：㈱シンクスデザイニングプロ　佐波社長

■ クリエイティブ委員会
◎2019年11月30日㊏開催＝CAC CREATIVE ACTION 2019
　会場：エイトパークカフェ ららぽーと名古屋みなとアクルス店
　講師：吉峯美和（映像ディレクター/映画監督）、白本由佳（アートディレクター/グラフィックデザイナー）
　聞き手・東山武明により、二人の気鋭女性クリエーターが語る「私が、私らしく、私を表現するために。」

■ 広報交流委員会
◎2019年5月17日㊎開催＝若手クリエイター交流会「GATE」Vol.1　会場：imri（イミリ）
◎2019年6月11日㊋開催＝第5回クリエイター交流ゴルフ会　会場：小萱チェリークリークカントリークラブ
◎2019年7月26日㊎開催＝第3回交流ボウリング大会＆懇親会　会場：スポルト名古屋
◎2019年8月23日㊎開催＝若手クリエイター交流会「GATE」Vol.2　会場：カバナテラス名古屋栄店
◎2019年11月22日㊍開催＝第6回クリエイター交流ゴルフ会　会場：東名古屋カントリークラブ
◎2019年12月6日㊎開催＝若手クリエイター交流会「GATE」Vol.3　会場：Fisherman's Bistro GEIRIKI 伏見店
◎2020年1月6日㊊実施＝CAC公式サイトのSSL認証「https://www.chubu-ac.com」

■ 会員増強委員会
◎2019年9月27日㊎開催＝新規会員歓迎会　会場：西川コミュニケーションズ㈱SHOEI SQUARE 6F
●2019-20年度入会（正会員）実績（2019年4月1日付入会）
　株式会社永昌堂印刷名古屋支店　松浦敏行　　  社会保険労務士事務所その先へ　水谷智成
　株式会社山崎デザイン事務所　山崎　宏　　　　株式会社ループ　堀　正清
●2019-20年度入会（賛助会員）実績（2019年8月30日付入会）
　富士ゼロックス愛知株式会社 営業統括部　和田浩貴
●2019-20年度入会（正会員）実績（2019年12月1日付入会）
　株式会社イチマルイチ　丹羽　学　　  カタリスト株式会社　松下敦士

■ 賛助会員委員会事業計画（案）
◎2020年1月31日㊎開催＝CAC2020新年互礼会＆ NEW YEAR FORUM　会場：中国名菜銀座アスター

■ 合同会員委員会事業
◎2019年8月23日㊎開催＝経営・会員増強・賛助会員委員会「一杯やろまい会」　会場：店長のひとりごと
◎2019年8月28日㊌開催＝クリエイティブ・広報交流委員会「一杯やろまい会」　会場：晴快荘・東新町店
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第１号議案　2019-20年度決算報告

貸借対照表

2019年3⽉31⽇現在

科目

Ⅰ 資産の部

流動資産

現⾦ 148,250

預⾦ 1,425,287

未収⾦ 219,000 1,792,537

固定資産 0 0

資産 合計 1,792,537

資産 合計 1,792,537

Ⅱ 負債の部

流動負債

未払⾦ 318,000 318,000

固定負債 0 0

負債 合計 318,000

Ⅲ 正味財産の部

繰越正味財産 1,750,407

当期正味財産増減額 △ 275,870 1,474,537

正味財産 合計 1,474,537

負債及び正味財産 合計 1,792,537

一般社団法人 中部広告制作協会

⾦額(円）
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活動計算書

2017年4⽉1⽇から2018年3⽉31⽇まで

科目

Ⅰ 経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 1,183,000

賛助会員受取会費 337,500 1,520,500

２．事業収益

研修事業収益 739,340

交流事業収益 322,000

広報事業収益 89,136

総会事業収益 165,000 1,315,476

3．雑収入

受取利息 10 10

経常収益計 2,835,986

Ⅱ 経常費用

１．事業費

研修事業費 1252328

交流事業費 732340

広報事業費 256500

総会事業費 421913

他団体交流費 48000 2,711,081

2．管理費

事務局費 134400

諸会費 154000

会議費 78272

租税公課 21000

通信運搬費 9710

⽀払⼿数料 3393 400,775

経常費用計 3,111,856

当期正味財産増減額 △ 275,870

⾦額(円）

一般社団法人 中部広告制作協会
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注記

2018年4⽉1⽇から2019年3⽉31⽇まで

Ⅰ 経常収益

１．受取会費 1,520,500 ２．事業収益 2,630,952

正会員受取会費 1,183,000 研修事業収益 739,340

一括納入 1,015,000 CAC新年互例会 300,000

分割納入 72,000 クリエイティブアクション 439,340

中途入会 24,000 交流事業収益 322,000

未納 72,000 GATE 140,000

賛助会員受取会費 337,500 交流ゴルフコンペ 32,000

一括納入 300,000 ボウリング大会 150,000

中途入会 37,500 広報事業収益 89,136

WEBサイト広告料 89,136

総会事業収益 165,000

定時総会懇親会会費・祝儀 165,000

３．雑収入 10

受取利息 10

Ⅱ 経常費用

１．事業費 2,727,945 ２．管理費 400,775

研修事業費 1,252,328 諸会費 154,000

CAC新年互例会 445,828 愛知広告協会 54,000

クリエイティブアクション 806,500 中部デザイン団体協議会 100,000

働き方改革セミナー 33,728 会議費 78,272

交流事業費 732,340 理事会・正副委員⻑会議 65,352

GATE 163,224 各委員会会議 12,920

交流ゴルフコンペ 109,396 事務局費 134,400

委員会交流会 60,000 事務諸費用 14,400

新会員歓迎会 73,858 事務局費（未払） 120,000

ボウリング大会 168,712 通信運搬費 9,710

CAC合同委員会 106,000

その他 51,150 租税公課（法人税） 21,000

広報事業費 256,500

WEBサイト管理料 198,000 ⽀払⼿数料 3,393

CACパンフ等作成・印刷 58,500

総会事業費 421,913

定時総会・懇親会 421,913

他団体交流費 48,000
愛知広告協会 新年互例会会費 8,000

愛知県印刷⼯業組合 新年互例会 40,000

Ⅲ 資産 Ⅳ 負債

１．未収⾦ 219,000 １．未払⾦ 318,000

未収正会員会費（前期繰越含む） 108,000 事務局費 120,000

地域商業活動活性化事業 補助⾦ 111,000 WEBサイト管理料 198,000

一般社団法人 中部広告制作協会
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第１号議案　2019-20年度監査報告

監査報告書

2020（令和2）年5月7日

一般社団法人 中部広告制作協会
理事長　鯉江康平 殿

一般社団法人 中部広告制作協会
監事　黒岩　歩　 　㊞

私こと監事・黒岩歩は、一般社団法人中部広告制作協会の2019年4月1日から2020年3月31日
までの2019-20年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1.　監査方法の概要

1） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて
　 計算書類の正確性を検討しました。

2） 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務報告を聴取し、関係書類の閲覧な
　  ど必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討しました。

1.　監査意見

1） 賃借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録並びに収支計算書は、会計帳簿の記
　 載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示していると認めます。

2） 事業報告の内容は正しく記載されていると認めます。

3） 理事の職務執行に関する不正の行為又は、法令もしくは定款に違反する重大な事実は
　 ないと認めます。

以上
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■2020年3月31日現在の会員数報告

■2019年4月1日〜2020年3月31日付　新入会員
　2019年4月1日入会　  正会員　　株式会社永昌堂印刷名古屋支店　　　　 CAC担当者／松浦敏行
　2019年4月1日入会　  正会員　　社会保険労務士事務所その先へ　　　　 CAC担当者／水谷智成
　2019年4月1日入会　  正会員　　株式会社山崎デザイン事務所　　　　　  CAC担当者／山崎　宏
　2019年4月1日入会　  正会員　　株式会社ループ　　　　　　　　　　　 CAC担当者／堀　正清
　2019年8月30日入会　賛助会員　富士ゼロックス愛知株式会社営業統括部　CAC担当者／和田健志
　2019年12月1日入会　正会員　　株式会社イチマルイチ　　　　　　　　　CAC担当者／丹羽　学
　2019年12月1日入会　正会員　　カタリスト株式会社　　　　　　　　　　CAC担当者／松下敦士
■2020年3月31日付　退会社
　2020年3月31日　　  正会員　　有限会社小津工芸　　　　　　　　　　 CAC担当者／小津庸輔

CAC正会員名簿（2020年3月31日付）（50音順）（35社）
会社名 担当者名 E-mail TEL FAX

AsianLustre 株式会社 李　　振江 sales@asianlustre.co.jp 052-835-5550 052-846-9147
株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp 052-971-5005 052-971-0604
株式会社 R.D.C. 村山　辰治 info@reduce-design.com 052-756-3538 052-756-3539
株式会社イチマルイチ 丹羽　　学 niwa@101maru.com 052-212-7218 052-212-7202
株式会社伊藤美藝社製版所 伊藤　公一 info@bigei.co.jp 052-991-2258 052-914-6064
株式会社インパクトたき 西脇　康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp 052-583-1666 052-583-1667
株式会社永昌堂印刷名古屋支店 松浦　敏行 matsuura_ns@eishodo.biz 052-541-0730 052-541-0732
株式会社エムアイシーグループ 亀岡　永二 kameoka@micg.co.jp 0563-56-5111 0563-56-5166
株式会社エルコンパス 奥　　一郎 oku@elcompas.co.jp 052-841-4818 052-852-2497
株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com 052-931-7398 052-931-9783
有限会社小津工芸 小津　庸輔 info@ozukougei.co.jp 052-623-9378 052-623-6088
カタリスト株式会社 松下　敦士 maz@catalyst.jp 052-228-0471 052-875-9696
株式会社くむ 向井　真人 mukai@qumu.co.jp 052-931-0015 052-931-0016
株式会社弘春堂 永井　達矢 t_nagai@koshundo.co.jp 052-323-3113 052-323-3167
社会保険労務士事務所その先へ 水谷　智成 info@sonosakie.com 052-990-2759 052-308-3964
ジャナク株式会社 鯉江　康平 koie@janac.co.jp 052-264-1616 052-241-2555
株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com 052-741-8008 052-741-8007
新日本印刷株式会社 竹内　　智 stakeuchi@s-pri.co.jp 052-832-6851 052-832-6989
株式会社スタジオ・マーク 羽賀　喜一 stmark@me.com 052-355-7250 052-355-7260
株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp 052-915-2152 052-916-2015
株式会社空空 梶田　　修 osamu@sorakoo.com 0587-21-6008 0587-81-5568
株式会社たきC1 清水　夏樹 n.shimizu@taki-c1.co.jp 052-265-7070 052-265-6644
株式会社ディ・スタイル西川 馬場　秀樹 h-baba@nishikawa.jp 052-979-0390 052-979-0334
株式会社Dual 家崎　眞誌 info@dual-web.jp 052-265-7666 052-265-7466
株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp 052-265-7860 052-265-7861
藤成印刷株式会社 大島健太郎 oshima@fujinari.jp 052-841-0588 052-841-0664
株式会社ブレスト 澤野　幸司 sawano@bresto.co.jp 052-979-6651 052-979-6653
マグマ株式会社 中野　則秀 nakano@magma-inc.com 052-762-6025 052-763-2758
株式会社丸由製作所 澤田　匡希 m.sawa@e-maruyoshi.co.jp 052-819-5777 052-819-5788
株式会社みどり 瀬古晋之祐 t_sseko@midori-na.co.jp 052-671-4123 052-679-1070
株式会社山崎デザイン事務所 山崎　　宏 h-yamasaki@yd-c.com 052-264-1533 052-263-1573
有限会社ラジカル 村田　正男 m.murata@cr-radical.com 052-241-3955 052-238-7119
リンコムアソシエーツ有限会社 黒岩　　歩 kuroiwa-a@lincom.co.jp 052-264-0924 052-264-0979
株式会社ルース 佐藤　　宏 sato@luz-inc.co.jp 052-253-5314 052-308-3138
株式会社ループ 堀　　正清 hori@loop-inc.net 052-485-4718 052-485-4719

CAC正会員名簿（2020年3月31日付）（50音順）（35社）
広告デザイン専門学校 安藤誠一郎 koude@kdps.ac.jp 052-251-4610 052-251-7666
セントラル画材株式会社 中田　雅文 nakata@central-gazai.co.jp 052-951-8998 052-951-8997
株式会社東海シーオーエーエス 加藤　貴嗣 t.kato@tcoas.com 052-911-0100 052-911-0091
株式会社 Too 名古屋支店 前澤　良樹 y.maezawa@too.co.jp 052-238-0777 052-238-0778
名古屋学芸大学 榎　　隆浩 enoki@nuas.ac.jp / nhoso@nuas.ac.jp 0561-75-2012 0561-72-3568
富士ゼロックス愛知株式会社 和田　健志 Takeshi.Wada@acx.fujixerox.co.jp 052-229-0513 052-201-8452
株式会社モリサワ 橿本　浩貴 hkashimoto@morisawa.co.jp 052-201-2341 052-201-2343
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第2号議案
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第２号議案　新旧理事・役員・委員長の紹介及び承認

■ 2018年4月1日〜2020年3月31日／理事・監事・役員・委員長
2018年4月1日〜2020年3月31日任期の理事・監事・役員・委員長の皆様お疲れ様でした。

■ 理事・監事選挙管理委員長　安藤禮市より選挙開票結果の発表　
2020年1月6日〜2月29日まで受付した理事・監事の自薦・他薦の総数と3月10日の投票結果は以下の通りです。
理事＝自薦ゼロ・他薦20通、監事＝自薦ゼロ・他薦3通。他薦にて指名された方 を々下記の通り任命したいと思います。

■ 2020年4月1日〜2022年3月31日／理事・副理事・監事・役員の紹介および承認
2020年4月1日〜2022年3月31日任期の新理事・副理事・監事・役員をご紹介します。

■ 10分間の休憩／第1回理事会の開催
理事の互選により、理事長／鯉江康平（留任）、副理事長／佐波敬司（留任）に決まりましたので、ご報告します。

役職名 担当者名 会社名 E-maik
理事長 鯉江　康平 ジャナク㈱ koie@janac.co.jp

副理事長 佐波　敬司 ㈱シンクスデザイニングプロ saba@thinks-net.com

理　事 奥　　一郎 ㈱アルゴ＆エルコンパス oku@argo-corp.net

〃 馬場　秀樹 ㈱ディ・スタイル西川 h-baba@nishikawa.jp

〃 村山　辰治 ㈱R.D.C. info@reduce-design.com

〃 広瀬　達也 ㈱広瀬企画 hirose@hirose-kikaku.co.jp

監　事 黒岩　　歩 リンコムアソシエーツ㈲ kuroiwa-a@lincom.co.jp

事務局長 高橋　和代 ジャナク㈱ takahashi@janac.co.jp

経営委員会・委員長 中野　則秀 マグマ㈱ nakano@magma-inc.com

クリエイティブ委員会・委員長 清水　夏樹 ㈱たきC1 n.shimizu@taki-c1.co.jp

広報交流委員会・委員長 大宮　正紀 ㈱オーディーエフ omyx@odfjapan.com

会員増強委員会・委員長 佐藤　　宏 ㈱ルース sato@luz-inc.co.jp

賛助会員委員会・委員長 澤田　匡希 ㈱丸由製作所 m.sawada@e-maruyoshi.co.jp

名誉顧問（留任） 安藤　禮市 ㈱アドパブリシティ reirei12321@adpub.co.jp

顧　問 森本　　健 名古屋学芸大学名誉教授 kenmori@mti.biglobe.ne.jp

役職名 担当者名 会社名 E-maik
理事（留任） 鯉江　康平 ジャナク㈱ koie@janac.co.jp

〃 佐波　敬司 ㈱シンクスデザイニングプロ saba@thinks-net.com

〃 奥　　一郎 ㈱エルコンパス oku@argo-corp.net

〃 広瀬　達也 ㈱広瀬企画 hirose@hirose-kikaku.co.jp

理事（新任） 大宮　正紀 ㈱オーディーエフ omyx@odfjapan.com

〃 佐藤　　宏 ㈱ルース sato@luz-inc.co.jp

〃 向井　真人 ㈱くむ mukai@qumu.co.jp

〃 安藤　理恵 ㈱スタジオ・ワーク rie@studiowork.co.jp

副理事（新任） 梶田　　修 ㈱空空 osamu@sorakoo.com

〃 中田　雅文 セントラル画材㈱ nakata@central-gazai.co.jp

〃 堀　　正清 ㈱ループ hori@loop-inc.net

〃 山崎　　宏 ㈱山崎デザイン事務所 h-yamasaki@yd-c.com

〃 松下　敦士 カタリスト㈱ maz@catalyst.jp

監　事 澤田　匡希 ㈱丸由製作所 m.sawada@e-maruyoshi.co.jp

事務局長 高橋　和代 ジャナク㈱ takahashi@janac.co.jp

名誉顧問（留任） 安藤　禮市 ㈱アドパブリシティ reirei12321@adpub.co.jp

顧問（留任） 森本　　健 名古屋学芸大学名誉教授 kenmori@mti.biglobe.ne.jp
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引き続き、第2号議案を進めます。
■ 2020-21年度　新規委員会の開設および正副委員長・委員の紹介

◎留任　　○新任　　☆外部委員

経営委員会
担当理事

㈱エルコンパス
◎奥　　一郎

oku@elcompas.co.jp

委員長 ○梶田　　修 ㈱空空 osamu@sorakoo.com
副委員長 ○山崎　　宏 ㈱山崎デザイン事務所 h-yamasaki@yd-c.com

委員 ○李　　振江 AsianLustre㈱ sales@asianlustre.co.jp
〃 ○武内　　智 新日本印刷㈱ stakeuchi@s-pri.co.jp
〃 ◎水谷　智成 社会保険労務士事務所その先へ info@sonosakie.jp
〃 ○丹羽　　学 ㈱イチマルイチ niwa@101maru.com

会員増強委員会
担当理事
㈱ルース

○佐藤　　宏
sato@luz-inc.co.jp

委員長 ○堀　　正清 ㈱ループ hori@loop-inc.net
副委員長 ○馬場　秀樹 ㈱ディ・スタイル西川 h-baba@nishikawa.jp

〃 ○小林　健三 ㈱Dual info@dual-web.jp
〃 ○松浦　敏行 ㈱永昌堂印刷名古屋支店 matsuura_ns@eishodo.biz

クリエイティブ委員会
担当理事

㈱広瀬企画
◎広瀬　達也

hirose@hirose-kikaku.co.jp

委員長 ◎清水　夏樹 ㈱たきC1 n.shimizu@taki-c1.co.jp
副委員長 ◎西脇　康雄 ㈱インパクトたき nisiwaki@impact-taki.co.jp

委員 ○亀岡　永二 ㈱エムアイシーグループ kameoka@micg.co.jp
〃 ○瀬古晋之祐 ㈱みどり t_sseko@midori-na.co.jp
〃 ○伊藤　公一 ㈱伊藤美藝社製版所 info@bigei.co.jp

広報交流委員会
担当理事

㈱オーディーエフ
○大宮　正紀

omyx@odfjapan.com

委員長 ○堀江　滋生 ㈱アルゴ shigeo@argo-corp.net
副委員長 ○村田　正男 ㈲ラディカル m.murata@cr-radical.com

委員 ○澤野　幸司 ㈱ブレスト sawano@bresto.co.jp
〃 ○大島健太郎 藤成印刷㈱ oshima@fujinari.jp
〃 ○澤田　匡希 ㈱丸由製作所 m.sawa@e-maruyoshi.co.jp
〃 ○村山　辰治 ㈱R.D.C. info@reduce-design.com

賛助会員委員会
担当理事

ジャナク㈱
○鯉江　康平

koie@janac.co.jp

委員長 ○中田　雅文 セントラル画材㈱ nakata@central-gazai.co.jp
副委員長 ○前澤　良樹 ㈱Too名古屋支店 y.maezawa@too.co.jp

委員 ◎安藤誠一郎 広告デザイン専門学校 andos@kdps.ac.jp
〃 ◎加藤　貴嗣 ㈱東海シーオーエーエス t.kato@tcoas.com
〃 ◎橿本　浩貴 ㈱モリサワ hkashimoto@morisawa.co.jp
〃 ◎榎　　隆浩 名古屋学芸大学 enoki@nuas.ac.jp
〃 ◎和田　健志 富士ゼロックス愛知㈱ Takeshi.Wada@acx.fujixerox.co.jp
〃 ○二之湯弘一 ㈱ビーハーフ ninoyu@behalf.jp

育成サポート委員会
担当理事

㈱スタジオ・ワーク
○安藤　理恵

rie@studiowork.co.jp

委員長 ○松本　高武 マツモト印刷㈱ takamu@printing.co.jp
副委員長 ○安藤誠一郎 広告デザイン専門学校 andos@kdps.ac.jp

〃 ○鈴木　泰三 ㈱弘春堂 taizoo@koshundo.co.jp
委員 ○松下　敦士 カタリスト㈱ maz@catalyst.jp
〃 ○羽賀　喜一 ㈱スタジオ・マーク stmark@me.com
〃 ○村山　辰治 ㈱R.D.C. info@reduce-design.com
〃 ○黒岩　　歩 リンコムアソシエーツ㈲ kuroiwa-a@lincom.co.jp

ビジネスデザインEXPO
実行委員会

担当理事
㈱シンクスデザイニングプロ

○佐波　敬司
saba@thinks-net.com

委員長 ○広瀬　達也 ㈱広瀬企画 hirose@hirose-kikaku.co.jp
副委員長 ○向井　真人 ㈱くむ mukai@qumu.co.jp

委員 ○中野　則秀 マグマ㈱ nakano@magma-inc.com
〃 ○馬場　秀樹 ㈱ディ・スタイル西川 h-baba@nishikawa.jp
〃 ○佐藤　　宏 ㈱ルース sato@luz-inc.co.jp
〃 ○前澤　良樹 ㈱Too名古屋支店 y.maezawa@too.co.jp
〃 ○中田　雅文 セントラル画材㈱ nakata@central-gazai.co.jp
〃 ○堀江　滋生 ㈱アルゴ shigeo@argo-corp.net

上記委員会表は事前に確認させていただいたものですが、さらに配属転換希望や表示訂正などがございましたら事務局
までお知らせください。
※修正・訂正後の最終版は、CACホームページに掲載させていただきます。
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ビジネスデザインEXPO
選考委員会

担当理事
ジャナク㈱

○鯉江　康平
koie@janac.co.jp

委員長 ○安藤　禮市 ㈱アドパブリシティ reirei12321@adpub.co.jp
副委員長 ○森本　　健 顧問／CDA理事長 kenmori@mti.biglobe.ne.jp

委員 ○安藤誠一郎 広告デザイン専門学校 andos@kdps.ac.jp
〃 ☆岩佐　泰樹 元東海理化社長 iwasa.family@tg.commufa.jp
〃 ☆福永　祐三 ブラザー工業D部長 yuzo.fukunaga@brother.co.jp
〃 ☆小幡　真也 バッファロー部長 sobata@melcoinc.co.jp
〃 ☆林　　義雄 ㈱レ・プロローグ yhayashi@lepro.co.jp
〃 ☆矢竹　逸男 インテリア産業協会 i-yatake@interior.or.jp

※新委員会の育成サポート委員会とビジネスデザインEXPO実行・選考委員会については、第3号議案にて説明します。
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第3号議案
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第3号議案　2020-21年度事業計画（案）

■ 全体計画（案）
この1年間は、右記の各委員会活動計画のほか下図のビジネスデザインEXPOの成功に向け尽力します。

■ 計画日程変更の件
上図のBUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1の遂行は、新型コロナウイルス感染症により、日程の延長を余儀なく
されております。詳しくは、ビジネスデザインEXPO実行委員会より日程が確定次第お知らせいたします。

主催：ビジネスデザインEXPO実行委員会、ビジネスデザインEXPO選考委員会、一般社団法人中部広告制作協会、株式会社広瀬企画
後援：中部経済産業局、愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会、名古屋商工会議所、中部経済連合会、株式会社国際デザイン
　　　センター、中部デザイン団体協議会、一般社団法人愛知広告協会、愛知県印刷工業組合、公益社団法人インテリア産業協会中部支部、その他（予定）
協賛：セントラル画材株式会社、株式会社Too名古屋支店、富士ゼロックス愛知株式会社、株式会社モリサワ、その他（予定）
協力：CCDO中部デザイン団体協議会構成団体（公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会、一般社団法人日本商環境デザイン協会、中部デザ
　　　イン協会、中部クリエーターズクラブ、公益社団法人愛知建築士会、公益社団法人日本サインデザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会、中部インテリアプランナー協会、公益社団法人
　　　日本グラフィックデザイナー協会）、公益社団法人日本パッケージデザイン協会、公益社団法人日本建築家協会、公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会、公益社団法人日本フラワーデザイ
　　　ナー協会、名古屋イラストレーターズクラブ、コピーライターズクラブ名古屋、全日本アートフラワーデザイナー協会、日本陶磁器デザイン協会、ナゴヤファッション協会、その他（予定）

出展作品大募集

BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1
www.b-designexpo.com

企業とクリエイターをつなぐポートフォリオ展示スペース

　ビジネスデザインEXPO実行委員会では、

企業とあらゆるジャンルの有能クリエイターを

つなぐポートフォリオ展示スペースとして「ビジ

ネスデザインEXPO」を開始します。

　そこで、クリエイター皆様の作品ポートフォリ

オを大募集します。作品は個人でも企業単位で

もどちらでもOKです。

　ビジネスに直結するチャンス到来！

　この機会にぜひ出展ください。

■応募締切：2020年4月10日㈮ 午後5時まで
■応募方法：裏面の出展申込書に記載の上、FAX

又はPDFをメールにて添付してください。
　FAX：052-241-2555
　E-mail：info@b-designexpo.com
　下記URLの出展申込フォームからも可能です。
　www.b-designexpo.com
■ポートフォリオ提出日：2020年6月20日㈯
■展示会準備品（各自負担でお願いします。）
　●出展するポートフォリオ（A3タテ1サイズ＝3枚）
　●来場者がピックアップできる名刺やリーフレット
■出展参加費：無料
■ポータルサイト掲載用ポートフォリオ：掲載無料
　A4タテ1サイズ5枚までPDFでアップロードしてください。
　https://www.b-designexpo.com/upload/
　但し、選考委員会で認定されたクリエイターに限る。

BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1
会期：2020年7月7日㈫～13日㈪
　　　7日㈫は13：00～　最終日13日㈪は17：00まで

会場：国際デザインセンター4F・デザインギャラリー
　　　名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F

■交流・懇親会
　日時：2020年7月10日㈮ 19：00～21：00
　会場：NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE
　　　　名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F
　●会費／￥1,000-
　●プレゼンタイム（作品紹介）
　　持ち時間は参加者1名or1社あたり3分となります。
　　先着順に受付しますのでお早めにお申し込みください。

■ビジネスデザインEXPO実行委員会事務局
　名古屋市中区栄4-16-24 メーゾンオザワビル7F
　一般社団法人中部広告制作協会事務局内
　tel: 052-264-1616  fax: 052-241-2555
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■ 経営委員会事業計画（案）
広告・デザイン・Web制作業界の雇用、資金繰り、経営計画など「抜き差しならない」テーマを中心にセミナー、パネ
ルディスカッション、勉強会はじめ新型コロナウイルス感染症による事業悪化対策「補助金・助成金などの申請方法」
セミナーを開催し、会員社に役立つ経営サポートや情報交換の機会づくりを進める。

■ 会員増強委員会事業計画（案）
1） CACの豊かな交流、活性化を育むことを目的にCAC全会員の共通認識を深める。
2) 各委員会のイベント展開と連携し、参加者への入会促進を図る。
3） 次世代を担う若いクリエイター、新しい企業を勧誘対象に情報収集し、会員増強を図る。
◎目標：総会員数50社（名・校）「現在＝正会員34社、個人会員2名、賛助会員7社（校）合計43社（名・校）」。
　　　　前期の活動を継続し、紹介連鎖を喚起する。
◎BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1をサポートする。

■ クリエイティブ委員会事業計画（案）
CAC全会員内の若手スタッフや学生のクリエイティブ力向上、外部へのCACアピールを推進する。
◎クリエイティブセミナーの実施する。
◎クリエイター交流機会の創出する。
◎対外的なアピールの場づくりなどを検討・実施する。
◎育成サポート委員会と連携し、幼児・学童・生徒へのワークショップ形式を計画する。

■ 広報交流委員会事業計画（案）
1） 春・秋の交流ゴルフ会を開催する。
2） 学生・関係団体、関連企業スタッフとの交流「GATE」を継続する。（年3回開催予定）
3） 同好会の活発な活動を事務局と共にサポートする。
4） 広報活動は基本的にCACホームページで展開する。
5） 協会活動に止まらず時代の流れに即した情報提供（メルマガ）を事務局と共に努める。

■ 賛助会員委員会事業計画（案）
1） 当協会の発展に寄与する要望・意見を収集し、担当理事・正副委員長会議に定義する。
2) 新年互礼会の開催など、会員の交流及び協働事業を積極的に創出する。

■ 育成サポート委員会事業計画（案）
1） 愛知・岐阜・三重3県の幼稚園（1,200園）に無料配布している「ぬり絵フリーペーパー・オレンジマン」と提携し、
　 育成のための企画〜制作・補助金申請のサポートを計画する。
2) 未来のクリエイターを創出する実践型ワークショップの開催計画を立案する。

■ ビジネスデザインEXPO実行委員会（案）
BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1を成功させるために設立した実行委員会です。
1） BUSINESS DESIGN EXPO2020 Vol.1（ポートフォリオ展と交流・懇親会）を遂行する。
2） 企業と有能クリエイターをつなぐポータルサイト（b-designexpo.com）の制作・運用・管理を展開する。

■ ビジネスデザインEXPO選考委員会（案）
ビジネスデザインEXPOポータルサイト（b-designexpo.com）に登録する有能クリエイターを審査する機関です。
広告制作業界に留まらないデザイン業界全般から有能クリエイターを紹介するため当委員会メンバーは、当会外から
も選考委員として要請する。



28

第3号議案　2020-21年度事業予算（案）

収入の部
項目 摘要 入金 合計

会費 正会員（一括払い）　34社×35,000円 1,190,000 1,190,000
会費 個人会員　　　　　  2名×12,000円 24,000 1,214,000
会費 賛助会員　　　　　 8社×50,000円 400,000 1,614,000
広告掲載費 CACサイト／バナー広告費　4社×30,000円 120,000 1,734,000
懇親会費 定時総会＆懇親会費　40名×7,000円（中止＝紙面総会） 0 1,734,000
懇親会費 賛助会員委員会・新年互礼会　40名×10,000円 400,000 2,134,000
懇親会費 BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1 100名×1,000円 100,000 2,234,000
セミナー会費 クリエイティブ委員会セミナー　1回開催　100名×1,000円 100,000 2,334,000
イベント費 その他イベント及び同好会・交流会参加費 100,000 2,434,000
協賛費 セミナー及びイベント協賛広告 200,000 2,634,000
雑入費 補助金・祝儀ほか 300,000 2,934,000

前年度繰越金 ●● ●●
合計 ●●

支出の部
項目 摘要 出金 合計

加盟費 CCDO中部デザイン団体協議会 100,000 100,000
会費 一般社団法人愛知広告協会 54,000 154,000
運営費 総会＆懇親会（中止＝紙面総会）資料＋印刷費＋通信費＋HP 250,000 404,000
運営費 経営委員会　事業活動費 150,000 554,000
運営費 会員増強委員会　事業活動費 150,000 704,000
運営費 クリエイティブ委員会　事業活動費 300,000 1,004,000
運営費 広報交流委員会・ポータルサイト構築　事業活動費 300,000 1,304,000
運営費 賛助会員委員会　事業活動費 100,000 1,404,000
運営費 育成サポート委員会　事業活動費 200,000 1,604,000
運営費 ビジネスデザインEXPO委員会　事業活動費 300,000 1,904,000
補助金費 CAC同好会　4同好会×20,000円 80,000 1,984,000
補助金費 CAC主催イベント費（ゴルフ、ボウリングなど） 200,000 2,184,000
広告費 協賛広告費（制作費＋掲載費） 50,000 2,234,000
広報費 CACサイト・サーバ費及び運営・管理費 143,000 2,377,000
広報費 CACサイト更新作業費 198,000 2,575,000
事務局費 事務局運営費 132,000 2,707,000
事務局費 事務局経費（通信費・事務用品・送金手数料・慶弔費など） 88,000 2,795,000
事務局費 会議費（ドリンク・資料作成費など） 39,600 2,834,600
租税公課 法人事業税 21,000 2,855.600
租税公課 理事・役員改選に伴う定款変更申請諸費用 30,000 2,885,600
予備費 保留金 48,400 2,934,000

次年度繰越金 ●● ●●

合計 ●●

第3号議案、2020-21年度事業計画（案）と事業予算（案）につきまして、ご質問・ご意義のある方は挙手願います。
これにてCAC一般社団法人中部広告制作協会、第5回定時総会を終了いたします。ありがとうございました。
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■2020年4月1日現在の会員数報告

■2020年4月1日付　新入会員
　2020年4月1日入会　  正 会 員　　株式会社アルゴ　　　　 CAC担当者／堀江　滋生
　2020年4月1日入会　  正 会 員　　マツモト印刷株式会社　  CAC担当者／松本　高武
　2020年4月1日入会　  賛助会員　　株式会社ビーハーフ　　  CAC担当者／二之湯弘一

■2020年4月1日付　個人会員になりました。
　社会保険労務士事務所その先へ／水谷　智成　　　　株式会社丸由製作所／澤田　匡希

CAC正会員名簿（2020年4月1日付）（50音順）（34社）
会社名 担当者名 E-mail TEL FAX

AsianLustre 株式会社 李　　振江 sales@asianlustre.co.jp 052-835-5550 052-846-9147
株式会社アドパブリシティ 安藤　禮市 reirei12321@adpub.co.jp 052-971-5005 052-971-0604
株式会社アルゴ 堀江　滋生 shigeo@argo-corp.net 052-841-5335 052-841-5009
株式会社 R.D.C. 村山　辰治 info@reduce-design.com 052-756-3538 052-756-3539
株式会社イチマルイチ 丹羽　　学 niwa@101maru.com 052-212-7218 052-212-7202
株式会社伊藤美藝社製版所 伊藤　公一 info@bigei.co.jp 052-991-2258 052-914-6064
株式会社インパクトたき 西脇　康雄 nisiwaki@impact-taki.co.jp 052-583-1666 052-583-1667
株式会社永昌堂印刷名古屋支店 松浦　敏行 matsuura_ns@eishodo.biz 052-541-0730 052-541-0732
株式会社エムアイシーグループ 亀岡　永二　 kameoka@micg.co.jp 0563-56-5111 0563-56-5166
株式会社エルコンパス 奥　　一郎 oku@elcompas.co.jp 052-841-4818 052-852-2497
株式会社オーディーエフ 大宮　正紀 omyx@odfjapan.com 052-931-7398 052-931-9783
カタリスト株式会社 松下　敦士 maz@catalyst.jp 052-228-0471 052-875-9696
株式会社くむ 向井　真人 mukai@qumu.co.jp 052-931-0015 052-931-0016
株式会社弘春堂 永井　達矢 t_nagai@koshundo.co.jp 052-323-3113 052-323-3167
ジャナク株式会社 鯉江　康平 koie@janac.co.jp 052-264-1616 052-241-2555
株式会社シンクスデザイニングプロ 佐波　敬司 saba@thinks-net.com 052-741-8008 052-741-8007
新日本印刷株式会社 竹内　　智 stakeuchi@s-pri.co.jp 052-832-6851 052-832-6989
株式会社スタジオ・マーク 羽賀　喜一 stmark@me.com 052-355-7250 052-355-7260
株式会社スタジオ・ワーク 安藤　理恵 rie@studiowork.co.jp 052-915-2152 052-916-2015
株式会社空空 梶田　　修 osamu@sorakoo.com 0587-21-6008 0587-81-5568
株式会社たきC1 清水　夏樹 n.shimizu@taki-c1.co.jp 052-265-7070 052-265-6644
株式会社ディ・スタイル西川 馬場　秀樹 h-baba@nishikawa.jp 052-979-0390 052-979-0334
株式会社Dual 家崎　眞誌 info@dual-web.jp 052-265-7666 052-265-7466
株式会社広瀬企画 広瀬　達也 hirose@hirose-kikaku.co.jp 052-265-7860 052-265-7861
藤成印刷株式会社 大島健太郎 oshima@fujinari.jp 052-841-0588 052-841-0664
株式会社ブレスト 澤野　幸司 sawano@bresto.co.jp 052-979-6651 052-979-6653
マグマ株式会社 中野　則秀 nakano@magma-inc.com 052-762-6025 052-763-2758
マツモト印刷株式会社 松本　高武 takamu@printing.co.jp 052-411-4863 052-413-0648
株式会社みどり 瀬古晋之祐 t_sseko@midori-na.co.jp 052-671-4123 052-679-1070
株式会社山崎デザイン事務所 山崎　　宏 h-yamasaki@yd-c.com 052-264-1533 052-263-1573
有限会社ラジカル 村田　正男 m.murata@cr-radical.com 052-241-3955 052-238-7119
リンコムアソシエーツ有限会社 黒岩　　歩 kuroiwa-a@lincom.co.jp 052-264-0924 052-264-0979
株式会社ルース 佐藤　　宏 sato@luz-inc.co.jp 052-253-5314 052-308-3138
株式会社ループ 堀　　正清 hori@loop-inc.net 052-485-4718 052-485-4719

CAC個人会員名簿（2020年4月1日付）（50音順）（2名）
社会保険労務士事務所その先へ 水谷　智成 info@sonosakie.com 052-990-2759 052-308-3964
株式会社丸由製作所 澤田　匡希 m.sawa@e-maruyoshi.co.jp 052-819-5777 052-819-5788

CAC正会員名簿（2020年4月1日付）（50音順）（8社・校）
広告デザイン専門学校 安藤誠一郎 koude@kdps.ac.jp 052-251-4610 052-251-7666
セントラル画材株式会社 中田　雅文 nakata@central-gazai.co.jp 052-951-8998 052-951-8997
株式会社東海シーオーエーエス 加藤　貴嗣 t.kato@tcoas.com 052-911-0100 052-911-0091
株式会社 Too 名古屋支店 前澤　良樹 y.maezawa@too.co.jp 052-238-0777 052-238-0778
名古屋学芸大学 榎　　隆浩 enoki@nuas.ac.jp / nhoso@nuas.ac.jp 0561-75-2012 0561-72-3568
株式会社ビーハーフ 二之湯弘一 ninoyu@behalf.jp 052-586-9631 052-589-2328
富士ゼロックス愛知株式会社 和田　健志 Takeshi.Wada@acx.fujixerox.co.jp 052-229-0513 052-201-8452
株式会社モリサワ 橿本　浩貴 hkashimoto@morisawa.co.jp 052-201-2341 052-201-2343
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定款変更（2020年4月1日、申請2020年6月30日）
第１章　　総　則
第１条（名称）
　当法人は、一般社団法人中部広告制作協会と称する。
第２条（主たる事務所）
　当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第３条（目的）
　当法人は、名古屋市を中心とする中部地域の広告制作関連企

業の団結と活性化を図り、参加企業の地位の向上とビジネスの
繁栄を目指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業
を行う。 

　⑴交流会、研修会、セミナー及び講演会の企画運営 
　⑵広告制作に関する事業、技術のマネジメント及びサポート業務 
　⑶情報誌の制作及び発行 
　⑷前各号に附帯関連する一切の事業
第４条（公告）
　当法人の公告は、官報に掲載する方法またはホームページへの

掲載により行う。
第２章　　会　員
第５条（入会）
　当法人の目的に賛同する広告制作関連事業を営む会社・学校・

個人で、入会した会社・学校・個人を会員とする。 
　２　会員となるには、理事会の承認を得るものとする。
第６条（経費等の負担）
　会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支

払う義務を負う。 
　２　会員は、会員総会の決議により別に定める会費を納入しな

ければならない。
第７条（除名）
　当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目

的に反する行為をし、または会員としての義務に違反したとき
は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一
般法人法」という。）第４９条第２項に定める会員総会の特別決
議によりその会員を除名することができる。

第８条（会員の資格喪失）
　会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を

喪失する。 
　⑴退会したとき 
　⑵登録代表者が成年被後見人または被保佐人になったとき 
　⑶会員会社が失踪宣告を受け、または解散したとき 
　⑷２期以上会費を滞納したとき 
　⑸除名されたとき 
　⑹総会員の同意があったとき
第９条（退会）
　会員は、いつでも退会することができる。ただし、１か月以上前に

当法人に対して予告をするものとする。
第１０条（会員名簿）
　当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿

を作成する。
第3章　　会員総会
第１１条（構成）
　会員総会は、すべての会員をもって構成する。
第１２条（会員総会）
　当法人の会員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会

は、毎年６月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第１３条（開催地）
　会員総会は、主たる事務所または公の所在地において開催する。
第１４条（招集）
　会員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事

会の決議に基づき、理事長が招集する。
第１５条（議決権）

　正会員は、各１個の議決権を有する。
第１６条（会員総会の決議）
　会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会

員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決
権の過半数をもってこれを行う。

第１７条（招集）
　会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録

を作成する。 
　２　議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名または記名

押印する。
第４章　　役　員
第１８条（役員）
　当法人に、次の役員を置く。 
　⑴理事　３名以上１０名以内 
　⑵監事　１名 
　２　理事のうち、１名を理事長とする。
第１９条（役員の選任）
　理事及び監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。 
　２　理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
　３　理事のうち、理事のいずれかの１名と次の各号で定める特

殊の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えては
ならない。 

　⑴当該理事の配偶者 
　⑵当該理事の三親等以内の親族 
　⑶当該理事と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情にある者 
　⑷当該理事の使用人 
　⑸前各号に掲げる者以外の者で、当該理事から受ける金銭そ

の他の資産によって生計を維持している者 
　⑹前３号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者また

は三親等以内の親族
第２０条（役員の任期）
　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げ
ない。 

　２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を
妨げない。 

　３　補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の
任期の満了する時までとする。 

　４　理事及び監事は、辞任または任期満了後において、定員を
欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、
その職務を行う権利義務を有する。

第２１条（役員の解任）
　理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができ

る。ただし、監事を解任する決議は、一般法人法第４９条第２項
に定める特別決議によらなければならない。

第２２条（役員の報酬等）
　理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法

人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第２３条（取引の制限）
　理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会におい

て、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けな
ければならない。 

　⑴自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属す
る取引 

　⑵自己または第三者のためにする当法人との取引 
　⑶当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の

者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引 
　２　前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引

についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
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第２４条（責任の一部免除）
　当法人は、一般法人法第１１４条第１項の規定により、理事または

監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定す
る額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第５章　　理事会
第２５条（構成）
　当法人に、理事会を置く。 
　２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
第２６条（権限）
　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 
　⑴業務執行の決定 
　⑵理事の職務の執行の監督 
　⑶理事長の選定及び解職
第２７条（招集）
　理事会は、理事長が招集する。
第２８条（決議）
　理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に

加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。

第２９条（議事録）
　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を

作成する。 
　２　出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名

押印する。
第6章　　計　算
第３０条（事業年度）
　当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１

期とする。
第３１条（事業計画及び収支予算）
　当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始

日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て会員総
会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様
とする。

第３２条（事業報告及び決算）
　当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会
の承認を経て、定時会員総会に提出しまたは提供しなければな
らない。 

　⑴事業報告書及びその附属明細書 
　⑵貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書 
　２　事業報告については、理事長がその内容を定時会員総会に

報告しなければならない。 
　３　貸借対照表及び損益計算書については、定時会員総会の

承認を受けなければならない。
第３３条（剰余金の不分配）
　当法人は、剰余金の分配を行わない。
第７章　解散及び清算
第３４条（解散）
　当法人は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会

員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議その他法令に
定める事由によって解散する。

第３５条（残余財産の帰属）
　当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会

の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法
人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第８章　　附　則
第３６条（最初の事業年度）
　当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3

月31日までとする。
第３７条（設立時役員）
　当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次の

とおりとする。
　設立時理事／鯉江康平、安藤禮市、奥一郎、澤田　匡希、原田

良樹、佐波敬司
　設立時理事長／鯉江康平
　設立時監事／黒岩あゆみ
第３８条（設立時会員）
　当法人の設立時の会員の氏名及び住所は、次のとおりである。 
　鯉江康平　名古屋市名東区猪子石三丁目303番地 
　安藤禮市　愛知県海部郡蟹江町大字須成字藤丸2000番地9 
　奥　一郎　愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地 
　澤田匡希　名古屋市千種区東明町一丁目10番地の3 
　原田良樹　愛知県岡崎市戸崎町字牛転10番地120 
　佐波敬司　名古屋市千種区星が丘元町12番21号
　　　　　　（フォレスト東山パークハウスA-303号） 
　黒岩あゆみ　名古屋市千種区東山元町5丁目51番地の2
第３９条（法令の準拠）
　本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令

によるものとする。
第４０条（役員変更）2018年4月1日
　当法人の理事、理事長及び監事は、次の通りとする。 
　理事／鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、馬場秀樹、村山辰治、
　　　　廣瀬達也 
　理事長／鯉江康平 
　監事／黒岩あゆみ
　2020年4月1日
　当法人の理事、理事長及び監事は、次の通りとする。 
　理事／鯉江康平、佐波敬司、奥一郎、廣瀬達也、大宮正紀、
　　　　佐藤宏、向井真人、安藤理恵 
　理事長／鯉江康平 
　監事／澤田匡希
第４１条（役員住所）2018年4月1日
　鯉江康平　名古屋市名東区猪子石三丁目303番地 
　佐波敬司　名古屋市千種区星が丘元町12番21号
　　　　　　（フォレスト東山パークハウスA-303号） 
　奥　一郎　愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地 
　馬場秀樹　名古屋市緑区東神の倉三丁目1508番地 
　村山辰治　名古屋市中村区上米野町１丁目9番地の2 
　廣瀬達也　名古屋市千種区南明町二丁目34番地
　　　　　　（パークハウス南明町401号） 
　黒岩あゆみ　名古屋市千種区東山元町5丁目51番地の2
　2020年4月1日
　鯉江康平　名古屋市名東区猪子石三丁目303番地 
　佐波敬司　名古屋市千種区星が丘元町12番21号
　　　　　　（フォレスト東山パークハウスA-303号） 
　奥　一郎　愛知県尾張旭市柏井町弥栄235番地
　廣瀬達也　名古屋市千種区南明町二丁目34番地
　　　　　　（パークハウス南明町401号） 
　大宮正紀　名古屋市名東区高針五丁目1204番地の1 
　佐藤　宏　名古屋市千種区揚羽町1丁目23番地の1
　　　　　   （茶屋ヶ坂公園ハイツB− 506号）
　向井真人　名古屋市中川区高畑四丁目１５番地
　　　　　　（ＴＫフレンディ１０１号）
　安藤理恵　岐阜県土岐市土岐津町高山１５４番地
　澤田匡希　名古屋市千種区東明町一丁目10番地の3
第４２条（事務局住所）2018年4月1日
　〒460-0008　名古屋市中区栄四丁目16番24号
　　　　メーゾンオザワビル7F　ジャナク株式会社内 
　TEL.052-264-1616　FAX.052-241-2555　E-mail: 

info@chubu-ac.com
2020年4月1日上記の定款作成人
一般社団法人中部広告制作協会　理事長／鯉江康平




