
精進湖から見たご来光（写真提供：朝香雅文氏　株式会社エフ・アイ・エス）

2016 年 1月  発行
No.10

関東複写センター協同組合
月刊関複

■　年頭所感　斎藤理事長

■　各部長　新年の抱負

■　平成 27 年度第 8回定例理事会

■　企業訪問⑩　イコープリント

■　PP制度取得企業紹介　小樽トレース／アーサ

■　PDF ／ Acrobat 活用・実践セミナーを開催

月刊関複 2016 January

No.10 1



完成図書・デジタル化総合サポート情報処理のエキスパート

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-1-6　　 03-3242-0191　FAX  03-3242-0167
URL：http://www.keyo.co.jp   E-mail：info@keyo.co.jp

確かな信頼と実績

工事完成図書作成
各種納品要領に沿った的確なサポート

電子納品・建設CALS/EL

高水準コピー｜最新技術導入のDTP

総合複写・総合印刷
プランニングからトータルにサポート

企画・デザイン制作

関複のホームページが
変わりました!

●関複ニュースをブログ形式にして、より簡単に
更新とアクセスができるようになりました。

●トップページにプライバシーポジションの案内
バナーをつくりました。
●会員企業名簿も更新されて、各社のホームペ
ージにもアクセスできるようになりました。

















関東複写センター協同組合

理事長

斎藤　隆正

株式会社ワイシー・ドキュメント
〒 231-0015　横浜市中区尾上町 3-35　有楽ビル

関東複写センター協同組合

副理事長

朝香　雅文

株式会社エフ・アイ・エス
〒 140-0001　品川区北品川 3-6-6 品川御殿山ビル 5階

関東複写センター協同組合

副理事長

細井　 武

亜細亜工業写真株式会社
〒 221-0021　横浜市神奈川区子安通 2-275

関東複写センター協同組合

専務理事

森迫　隆正

国際写真株式会社
〒 100-0004　千代田区大手町 2-4-15

関東複写センター協同組合

理　事

米田　和秀
株式会社日本工業社
〒 104-0033　中央区新川 2-26-3
	 住友不動産茅場町ビル 2号館 5階

関東複写センター協同組合

理　事

亀田　真司

チヨダクレス株式会社
〒 101-0041　千代田区神田須田町 1-32　NS ビル４階

関東複写センター協同組合

理　事

池谷　正俊

株式会社コーエスト
〒 101-0047　千代田区内神田 1-3-5

関東複写センター協同組合

理　事

後藤　 眞

株式会社ヤエス
〒 162-0843　新宿区市谷田町 2-17　八重洲市谷ビル

関東複写センター協同組合

理　事

柴田　昌彦

有限会社ブックセンタークリエイト
〒 104-0033　中央区新川 2-15-12　吉田ビル

関東複写センター協同組合

理　事

國井　洋一

株式会社ジェー ･ イー ･ シー
〒 105-0014　港区芝 1-4-7　ニチガビル 2階

新年明けましておめでとうございます



関東複写センター協同組合

理　事

越山　健男

青山プリント工業株式会社
〒 107-0062　港区南青山 1-15-2

関東複写センター協同組合

理　事

石毛　健雄

株式会社  丸石
〒 151-0053　渋谷区代々木 2-18-5

関東複写センター協同組合

理　事

井　 寛明

株式会社アイワ
〒 243-0003　厚木市寿町 1-12-2

関東複写センター協同組合

理　事

早坂　 淳

株式会社ケーヨー
〒 103-0023　中央区日本橋本町 4-1-6

関東複写センター協同組合

理　事

平澤　健一

株式会社芝浦研究所
〒 105-0012　港区芝大門 2-8-5　　芝研ビル

関東複写センター協同組合

監　事

池田　博之

有限会社東京コピー・サービス
〒 102-0072　千代田区飯田橋 2-1-5　CR 第 2ビル 7階

関東複写センター協同組合

監　事

松岡　 豊

株式会社アイワコピー
〒 123-0845　足立区西新井本町 2-27-15

関東複写センター協同組合

相談役

杉山 金太郎

幸和技研株式会社
〒 160-0004　新宿区四谷 3-9　光明堂ビル

関東複写センター協同組合 関東複写センター協同組合

相談役 事務局

今村　行夫 大西　 茂

富士リプロ株式会社
〒 101-0048　千代田区神田司町 2-14

〒 112-0002　東京都文京区小石川 1-6-1
	 春日スカイハイツ 206 号

















企画広報部では当組合機関誌である月間『関複』を今春より正式に発刊致しました。月間『関複』では
毎月、表紙の掲載写真を理事の皆様の協力で投稿頂いております。今後は会員同士のコミュニケーショ
ンも含め多くの会員皆様からの投稿をお願いしたいと思います。

題　　材：フリー
撮影機材：一眼レフ〜スマホ全て可能
※タイトル又は簡単な説明を 30 文字程度付

けて下さい
送 付 先：メールにて以下へ送付して下さい
     kjun@keyo.co.jp
※写真は横長タイプを推奨します

『月刊関複』表紙掲載写真ご提供のお願い

関東複写センター協同組合の　　Facebookページに
アクセスして、グループに参加しよう！

関東複写センター協同組合
広報企画部

※スマートフォン以外の携帯電話からでも http://mfacebook.com にアクセ
スすることで登録は可能です。詳細は別途お問い合わせください。

「Facebook ログイン」を検索するか、
http://www.facebook.com/ にアクセスします。

「アカウント登録」画面が表示されたら、「姓」「名」等必
要事項を入力してアカウント登録ボタンをクリックします。

「友達を検索」画面に進みますが、後からでも追加できる
ので、とりあえずスキップしておきます。

以降は「プロフィール情報を入力」→「趣味・関心を選択」
画面へと進むので、適宜入力をしたら、「スキップ」もしく
は「保存して続行」をクリックします。

「プロフィール写真を設定」に進むので画面の指示に従い
自分の写真を設定したら「保存して続行」をクリックします。
（とりあえずスキップすることも可能です）

初期の設定は以上で終了ですが、最初に登録したメール
アドレスに確認メールが届いています。そのメールの指示
にしたがい、リンクをクリックして登録が完了となります。

「Facebook ログイン」を検索するか、
http://www.facebook.com/ にアクセスします。

ログイン画面が表示されたら、画面下方のこちらからアカ
ウント登録をタップすると「アカウント登録」画面が表示
されます。「姓」「名」等必要事項を入力してアカウント登
録ボタンをタップします。

「アカウント確認」画面に切り替わったら、先ほど登録した
メールアドレスに届いているコード番号を入力して、「送
信」をタップします。

氏名の漢字、およびカナの入力画面に進むので、入力し
て「送信」をタップします。

以降、公式アプリの紹介、友達の検索、プロフィール写真
の設定と進むので、適宜実行、もしくはスキップをくり返
し登録を完了させます。
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▼  パソコンからの登録方法 ▼スマートフォンからの登録方法

Facebook 上で、関東複写センター協同組合を検索

関東複写センター協同組合の Facebook ページにアクセスしたら「グループに参加」をクリック！

12 月号：滝谷登攀
（井 寛明氏 株式会社アイワ）

11 月号：草深の森 森の音楽会
（大西 茂氏  関東複写センター協同組合）

10 月号
関複秋の慰安旅行 富岡製糸場

精進湖から見たご来光
（朝香雅文氏　株式会社エフ・アイ・エス）

■今月号の掲載写真
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