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ようこそ、
可 能 性 。

商用印刷や企業内印刷の最前線では、あらゆるシーンに可能性がひそんでいます。

プロの現場の期待に応えるのは、さらなる高品質と用紙対応力を磨きあげたRICOH Pro C5200Sシリーズ。

この 1台から、新たな付加価値を生み出すステージが始まります。

※写真はRICOH Pro C5210Sにオプションを装着したものです。

RICOH Proをはじめ、プロダクション プリンティング ビジネスの新たなソリューションをご覧いただけます。またDTPセミナーも定期的に開催中。
※ご利用は予約制となっております。詳細につきましては、
担当営業または販売会社までお問い合わせください。

この広告は、リコーが提供する新しいクラウドサービスである
RICOH Clickable Paperサービス＊に対応しています。

＊ iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』（無料）をダウンロードし、
広告を撮影（クリック）すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

お問い合わせ：050-3534-2121ショールームスペース

〒105-8503  東京都港区芝 3-8-2
〒143-8555  東京都大田区中馬込 1-3-6

※iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ※AndroidはGoogle Inc.の商標です。
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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
〒 103-0007 中央区日本橋浜町 2-33-7

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

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 2-15-7 坂田ビル 2階

関東複写センター協同組合 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
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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

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

理　事

家令　光国

株式会社三千和商工
〒 105-0004 港区新橋 6-10-7 第三ミチワビル

関東複写センター協同組合

理　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

監　事

北島　雄二

株式会社共立工業社
〒 102-0073	 千代田区九段北 4-3-16
	 サンライン第 14 ビル 1階

関東複写センター協同組合

相談役

今村　行夫

富士リプロ株式会社
〒 101-0048 千代田区神田司町 2-14

関東複写センター協同組合

事務局

黒井 由美子

〒 113-0033 文京区本郷 4-24-5
	 春日ビル 7階

















月刊『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

本栖湖から見た富士山
黒井由美子氏（関東複写センター協同組合）

■今月号の掲載写真

『月刊関複』表紙掲載写真ご提供のお願い

10月号：米田 和秀氏
（株式会社日本工業社）
親子三代

11月号：黒井由美子氏
（関東複写センター協同組合）
銀杏並木

12月号：黒井由美子氏
（関東複写センター協同組合）
東京タワー

関東複写センター協同組合月刊誌

月刊関複　第 34号

平成30年 1月 1日発行

購読料／年間購読6,000円（消費税・送料込む）
　　　　1部 500円（税込み・送料別）

編集発行人：関東複写センター協同組合
　　　　　　広報企画部 月刊関複編集委員会
発　行　所：関東複写センター協同組合
	 住　所	 〒 113-0033
	 	 文京区本郷4-24-5 春日ビル 7F
	 T E L	 03-3815-4338
	 F A X 	03-3815-4357
	 Eメール	 info@kfcc.or.jp
	 U R L 	http://www.kfcc.or.jp

印　刷　所：株式会社ケーヨー

《本社移転》
株式会社リコー（新住所と電話番号）
新住所
 〒143－8555
 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 電話番号：050-3814-2806（広報室代表）
 業務開始日：2018年1月5日（金）

関複組合員情報



C6100広告【ページサイズ：A4、内罫サイズ（H）281×（W）194mm】

媒体名：月刊関複

印刷生産機としての実稼働率の向上、より高い品質の印刷物をより確実
に、安定して供給。そしてそれらをスキルレスでのオペレーションで実現
する。プロダクション印刷システムの基本性能向上に拘った真の生産機、
それが、AccurioPress C6100シリーズです。

真の
プロダクション
印刷システム

＊写真はC6100にオプションを装着したものです。

マシンの
生産稼働率
向上

スキルレス
オペレーション

高品質で
多彩な印刷物の

提供

新開発のインテリジェント
クオリティオプティマイザー

高水準の
画像品質を
安定供給

印刷物の
付加価値向上に

寄与

合理的な
出力環境の
構築

色管理・表裏見当調整を自動化

用紙厚によらず毎分100枚※1の高速出力

受注幅を拡大する400g/㎡の厚紙対応力

独自技術を駆使した高画質と色安定性

サービスの多様化を推進するフィニッシャー群
※1：C6100にて、A4ヨコ・52～400g/㎡紙時

●商品に関するお問い合わせは

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

70120-805039 受付時間／9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）
http://www.konicaminolta.jp








