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　平成が令和に改元されました。
　令和の新元号は万葉集の歌の中から出典され
ました。現代人として日本人のルーツを改めて
誇りに思います。730 年（天平 2 年）大伴旅
人が主催した梅香の宴で、白梅が美しく咲き心
地よい季節の時に心地よいお酒を酌み交わしな
がら、それぞれが満ち足りているこの心境を言
い表している詩歌だそうです。
　令和さんありがとうございます。
　令和が和やかな時代になることを感じさせて
くれる元号です。また、人生 100 歳時代になっ
て、陛下のご決断は元気なうちに区切りをつ
け、我が国の弥栄を考え、道を譲るご覚悟をさ
れた超高齢化社会の令和時代に向けたお手本で
もあります。

　令和元年、複写業も夢と希望と和やかな時代
に向かってスタートできました。
　私ども関東複写センター協同組合は、会員の
皆様や、協賛会員様、お得意様のご協力で活動
させていただく組合として継続が出来ました。
　複写事業は昭和時代、企業の設計図面の複写
加工で貢献してきました。平成に入ってメー
カー様の複写機械の機能向上で高速化が進み、
さらに設計図面の合理化と業務資料の加工作成
に貢献してきました。
　特に複写機械は高速化と高品質化が進み、お
客様に納期面、品質面、機密面、コスト面で信

頼される業界になりました。
　お客様の大切な情報図面と機密資料を扱う複
写業として、個人情報保護体制対策として情報
産業個人情報保護体制認定制度を組合として取
り入れました。
　お客様が安心して情報加工を任せられる事業
活動の強化を続けます。

　平成 31 年 4 月 1 日から働き方改革関連法が
スタートされました。雇用形態の見直しもあり
ます。
　また、同一労働同一賃金、最低賃金の全国一
律化など、会員事業主の皆様の課題解決対策と
して組合ができることを進めていきます。

　働くことは本来楽しいことです。働く活動行
動することで自分自身に喜びをもらえます。働
くことで多数の人とつながり、関係する人に貢
献できます。「働き方改革＝労働時間の短縮」
だけではありません。

　傍（はた、働く人）を楽にして、傍の方に喜
んでいただき、社会の役に立つ「傍を楽にする」
組合として実行できる令和元年の活動を目指し
ます。
　令和の元号の時代にふさわしい「和も取り入
れた」活動もしていきます。会員、協賛会員様
のご支援よろしくお願いいたします。

◆巻頭言47

新元号『令和』
に思うこと

関東複写センター協同組合
理事長　斎藤 隆正
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　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正理
事長）は5月16日午後5時から、東京・春日の
組合事務局で「令和元年度 第２回定例理事会」を
開催した。理事、監事、相談役の12人が出席した。
　審議に先立ち斎藤理事長は「5月10日に池田博
之監事、北島雄二監事によって滞りなく決算書類
の監査が終了した」と報告。細井武副理事長の司
会で、議事進行が行われた。
【報告事項】
１．東京しごと財団・第4期「団体別採用力ス　
 パイラル事業」について　　　
・前回のように3団体コンソーシアムの形では申
 し込めないため辞退する。
２．定款変更について
・ 第24条の理事の定数を7人から11人としたが、
 中央会から枠が広すぎると指摘を受け、定数
 を9人以上11人以内とした。
【審議事項】
１．平成30年度事業報告書及び決算関係書類
 について審議を行う
 ①平成30年度事業報告書（案）
 ②平成30年度決算関係書類（案）
 ③剰余金処分（案）
 ④監査報告
２．令和元年（平成31年）度事業計画書及び収支
 予算
 ①令和元年（平成31年）度事業計画書（案）
 ②令和元年（平成31年）度収支予算（案）
【確認事項】
１．第46期通常総会・運営について確認
▽総会開催日：令和元年6月13日（木）、開催場所：
 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター、午後2時
 半から理事会、午後3時 15分から編集会議、
 午後4時から総会、午後5時から懇親会。
２．各部会の活動について　

 各担当から以下の報告があり確認された
▽総務部　石毛健雄理事
　関複オープンゴルフは5月18日さいたまゴル
 フクラブで開催。参加人数は6組23人。
▽事業推進部　柴田昌彦理事
　キヤノンコレモールの4月売上は851,894円
 手数料27,600円。
▽PP認定・新規取得研修　黒井由美子事務局員
　新規取得研修会を5月27日に関複の事務局で2
 社が参加して開く。また9月28日の関複北海道
 地区研修時に、北海道から1社新規で受講する。
▽広報企画部　米田和秀理事
１．月刊関複
 今後の制作について進行状況が説明された。
２．組合まつり
 次回は年末開催の為、参加しない。
▽教育情報部　黒井事務局員
１．新春トップセミナー　
 オリンピック関係の講師を探しているが予算的に
 厳しく難航している。講師探しに協力を要請。
２．関複セミナー
 「働き方改革」をテーマにセミナー開催を予定。
【ジャグラ活動について】
　第61回ジャグラ文化典「栃木大会」が6月
 ７・8・９日に開催される。関複からは斎藤理事長、
 朝香雅文副理事長、細井副理事長が出席。

●月刊関複の編集会議
　理事会に先立ち5月15日の午後3時から、関
複事務局で月刊関複の編集会議が開かれ6月号以
降の進行状況について話し合われた。
　出席者は関複から、米田理事、早坂淳理事、黒
井事務局員、協賛会員はキヤノンM J山崎研治氏、
富士ゼロックス古屋淳氏、鈴木信彦氏、リコージャ
パン君島政行氏。

関複 令和元年度第２回定例理事会開催
平成30年度総会報告書、決算関係書を精査
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我が社の業務 27 株式会社研美社
代表取締役 中田 逸郎氏

プラスチックカード印刷通販で業績回復
毎月ボーナス支給をめざして

　プラスチックカード印刷の株式会社研美社（本社・

大阪市都島区片町1-5-13、中田逸郎社長）は、大

阪本社の他に、 東京・中央区八丁堀に東京営業所が

ある。大阪本社は、プラスチックカードにバーコードを

入れたり、 磁気エンコードするなど、情報加工する工場

をもっている。中田社長は現在、社員が活き活き働け

る会社作り、とくに社員教育に力を入れており、 大阪

と東京の社員交流も頻繁に行っている。社員が働きや

すい会社作りに注力し、月次決算で経常利益率が5%

を上回れば、上回った分は社員に還元すると話す。

◆中期ビジョンは売上10億円、従業員50名

　同社はもともと中田社長の父が1986年に設立した
印刷の営業会社で、2007年に社長を引き継いだ。
　社長就任前から将来を見据えて、インターネットが
盛んになった2001年にいち早くサイトを立ち上げ、は
がきや名刺の通販印刷を始めた。その後、プラスチッ
クカード商材の情報を得て、その印刷通販を始めると、
業績がアップ。そこで、プラスチックカード印刷の通販
会社に業態転換し、会社を成長させてきた。10年前
の売上は2億円強、現在では5億円になった。
　業績が伸びている要因について中田社長は、「プラ
スチックカード印刷事業を始めたのは後発ですが、そ
の通販サイトを立ち上げたのは一番早かったと思いま
す。立ち上げと同時に注文が入り、驚きました。先行
者利益は、今も続いています」と話す。また、（ネット
を窓口としているため）スピードと確かなスキル、人材
育成に注力することで、他社との差別化を図っている。
　プラスチックカード印刷市場の今後について、しば
らくは横ばいで推移するとみており、売上高10億円、
従業員50名（現在、社員19名、パート10名）を
目指している。しかし、現在の事業展開では8億円止

まりと判断しており、あとの2億円は新規事業を考え
ていくという。
◆財務情報も共有

　社員が活き活き働ける会社を実現するために、経営
ビジョンを掲げ、社員の行動指針を定めている。その
行動指針は「目標意識」（行動する）、「目的意識」（思
考する）、「問題意識」（変化する）というもの。また、
毎年スローガンを策定している。
　社員は経営ビジョンやスローガンを共有することで、
同じ目標を持ち一体感を生みだす。それが、働き甲斐
につながっていく。財務情報（月次決算）もオープン
にしており、もう少し業績が安定してきたら、毎月ボー
ナス（経常利益率5％を上回った分）を出したいと社
員に話しているという。残業減、有給取得推奨、会
議のやり方を工夫するなど、働き方改革も進めており、
生産性向上をつねに意識している。
　大阪と東京の社員交流も積極的に取り組んでおり、
会議室には大型モニターを設置して大阪と東京を結ん
での会議を行うほか、月に1度、シャッフルランチを開
いている。
 「持たざる経営のため、人の力で勝負したいと思って
います。売上10億円、従業員50名という目標が達
成できたときに、後継者育成がきっちりできていることが
“夢”です」と語る中田社長は、人との出会いを大
切にしており、異業種交流会や組合には人と出会う場
として今も積極的に参加している。



月刊関複2019年6月号4

　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正理
事長）は5月16日午後5時から、東京・春日の
組合事務局で「令和元年度 第２回定例理事会」を
開催した。理事、監事、相談役の12人が出席した。
　審議に先立ち斎藤理事長は「5月10日に池田博
之監事、北島雄二監事によって滞りなく決算書類
の監査が終了した」と報告。細井武副理事長の司
会で、議事進行が行われた。
【報告事項】
１．東京しごと財団・第4期「団体別採用力ス　
 パイラル事業」について　　　
・前回のように3団体コンソーシアムの形では申
 し込めないため辞退する。
２．定款変更について
・ 第24条の理事の定数を7人から11人としたが、
 中央会から枠が広すぎると指摘を受け、定数
 を9人以上11人以内とした。
【審議事項】
１．平成30年度事業報告書及び決算関係書類
 について審議を行う
 ①平成30年度事業報告書（案）
 ②平成30年度決算関係書類（案）
 ③剰余金処分（案）
 ④監査報告
２．令和元年（平成31年）度事業計画書及び収支
 予算
 ①令和元年（平成31年）度事業計画書（案）
 ②令和元年（平成31年）度収支予算（案）
【確認事項】
１．第46期通常総会・運営について確認
▽総会開催日：令和元年6月13日（木）、開催場所：
 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター、午後2時
 半から理事会、午後3時 15分から編集会議、
 午後4時から総会、午後5時から懇親会。
２．各部会の活動について　

 各担当から以下の報告があり確認された
▽総務部　石毛健雄理事
　関複オープンゴルフは5月18日さいたまゴル
 フクラブで開催。参加人数は6組23人。
▽事業推進部　柴田昌彦理事
　キヤノンコレモールの4月売上は851,894円
 手数料27,600円。
▽PP認定・新規取得研修　黒井由美子事務局員
　新規取得研修会を5月27日に関複の事務局で2
 社が参加して開く。また9月28日の関複北海道
 地区研修時に、北海道から1社新規で受講する。
▽広報企画部　米田和秀理事
１．月刊関複
 今後の制作について進行状況が説明された。
２．組合まつり
 次回は年末開催の為、参加しない。
▽教育情報部　黒井事務局員
１．新春トップセミナー　
 オリンピック関係の講師を探しているが予算的に
 厳しく難航している。講師探しに協力を要請。
２．関複セミナー
 「働き方改革」をテーマにセミナー開催を予定。
【ジャグラ活動について】
　第61回ジャグラ文化典「栃木大会」が6月
 ７・8・９日に開催される。関複からは斎藤理事長、
 朝香雅文副理事長、細井副理事長が出席。

●月刊関複の編集会議
　理事会に先立ち5月15日の午後3時から、関
複事務局で月刊関複の編集会議が開かれ6月号以
降の進行状況について話し合われた。
　出席者は関複から、米田理事、早坂淳理事、黒
井事務局員、協賛会員はキヤノンM J山崎研治氏、
富士ゼロックス古屋淳氏、鈴木信彦氏、リコージャ
パン君島政行氏。

関複 令和元年度第２回定例理事会開催
平成30年度総会報告書、決算関係書を精査

月刊関複2019年6月号 5

我が社の業務 27 株式会社研美社
代表取締役 中田 逸郎氏

プラスチックカード印刷通販で業績回復
毎月ボーナス支給をめざして

　プラスチックカード印刷の株式会社研美社（本社・

大阪市都島区片町1-5-13、中田逸郎社長）は、大

阪本社の他に、 東京・中央区八丁堀に東京営業所が

ある。大阪本社は、プラスチックカードにバーコードを

入れたり、 磁気エンコードするなど、情報加工する工場

をもっている。中田社長は現在、社員が活き活き働け

る会社作り、とくに社員教育に力を入れており、 大阪

と東京の社員交流も頻繁に行っている。社員が働きや

すい会社作りに注力し、月次決算で経常利益率が5%

を上回れば、上回った分は社員に還元すると話す。

◆中期ビジョンは売上10億円、従業員50名

　同社はもともと中田社長の父が1986年に設立した
印刷の営業会社で、2007年に社長を引き継いだ。
　社長就任前から将来を見据えて、インターネットが
盛んになった2001年にいち早くサイトを立ち上げ、は
がきや名刺の通販印刷を始めた。その後、プラスチッ
クカード商材の情報を得て、その印刷通販を始めると、
業績がアップ。そこで、プラスチックカード印刷の通販
会社に業態転換し、会社を成長させてきた。10年前
の売上は2億円強、現在では5億円になった。
　業績が伸びている要因について中田社長は、「プラ
スチックカード印刷事業を始めたのは後発ですが、そ
の通販サイトを立ち上げたのは一番早かったと思いま
す。立ち上げと同時に注文が入り、驚きました。先行
者利益は、今も続いています」と話す。また、（ネット
を窓口としているため）スピードと確かなスキル、人材
育成に注力することで、他社との差別化を図っている。
　プラスチックカード印刷市場の今後について、しば
らくは横ばいで推移するとみており、売上高10億円、
従業員50名（現在、社員19名、パート10名）を
目指している。しかし、現在の事業展開では8億円止

まりと判断しており、あとの2億円は新規事業を考え
ていくという。
◆財務情報も共有

　社員が活き活き働ける会社を実現するために、経営
ビジョンを掲げ、社員の行動指針を定めている。その
行動指針は「目標意識」（行動する）、「目的意識」（思
考する）、「問題意識」（変化する）というもの。また、
毎年スローガンを策定している。
　社員は経営ビジョンやスローガンを共有することで、
同じ目標を持ち一体感を生みだす。それが、働き甲斐
につながっていく。財務情報（月次決算）もオープン
にしており、もう少し業績が安定してきたら、毎月ボー
ナス（経常利益率5％を上回った分）を出したいと社
員に話しているという。残業減、有給取得推奨、会
議のやり方を工夫するなど、働き方改革も進めており、
生産性向上をつねに意識している。
　大阪と東京の社員交流も積極的に取り組んでおり、
会議室には大型モニターを設置して大阪と東京を結ん
での会議を行うほか、月に1度、シャッフルランチを開
いている。
 「持たざる経営のため、人の力で勝負したいと思って
います。売上10億円、従業員50名という目標が達
成できたときに、後継者育成がきっちりできていることが
“夢”です」と語る中田社長は、人との出会いを大
切にしており、異業種交流会や組合には人と出会う場
として今も積極的に参加している。



月刊関複2019年6月号6

第6回関複オープンゴルフがさいたまＧで開催
優勝は朝香（貴裕）氏、準優勝に井上（一美）氏

　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正理
事長）は5月 18日、埼玉県入間郡毛呂山のさい
たまゴルフクラブで「第6回関複オープンゴルフ」
を開催した。初夏を思わせる晴天の中、参加 23
人の 6組で熱戦を繰り広げた。
　9時過ぎのスタートに合わせて関複理事でゴル
フ設営の担当を受け持った石毛健雄氏からルール
説明があり、9時 17分にOUT、INに分かれそ
れぞれ3組ずつスタートした。
　18ホールで戦いを終えた23人は、ふろ場で汗
を流しパーティ会場に入った。乾杯後に軽い食事
をしながら成績発表があった。

　優勝は朝香貴裕氏（シー・アンド・アール）に
輝き、斎藤理事長から優勝トロフィーと賞品が手
渡された。準優勝は井上一美氏（丸星コピーセン
ター）が獲得。その他ベストグロス賞、ドラコン
賞、ニアピン賞、飛び賞など協賛会社からの賞品
もあり参加者全員にもれなく手渡された。

優勝の朝香〈貴裕〉氏（右）と斎藤理事長

ルール説明する石毛氏（左端）

OUT3組、左から菊池氏、吉見氏、
中村〈保〉氏、君島氏

OUT1組、左から井上〈正〉氏、井上〈信〉氏、
山崎氏、石毛〈健〉氏

IN1 組、左から中村〈毅〉氏、斎藤氏、武田氏

OUT2組、左から柴原氏、柴田氏、
朝香〈貴〉  氏、駒橋氏

準優勝の井上〈一美〉氏（右）
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第6回関複オープンゴルフがさいたまＧで開催
優勝は朝香（貴裕）氏、準優勝に井上（一美）氏

　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正理
事長）は5月 18日、埼玉県入間郡毛呂山のさい
たまゴルフクラブで「第6回関複オープンゴルフ」
を開催した。初夏を思わせる晴天の中、参加 23
人の 6組で熱戦を繰り広げた。
　9時過ぎのスタートに合わせて関複理事でゴル
フ設営の担当を受け持った石毛健雄氏からルール
説明があり、9時 17分にOUT、INに分かれそ
れぞれ3組ずつスタートした。
　18ホールで戦いを終えた23人は、ふろ場で汗
を流しパーティ会場に入った。乾杯後に軽い食事
をしながら成績発表があった。

　優勝は朝香貴裕氏（シー・アンド・アール）に
輝き、斎藤理事長から優勝トロフィーと賞品が手
渡された。準優勝は井上一美氏（丸星コピーセン
ター）が獲得。その他ベストグロス賞、ドラコン
賞、ニアピン賞、飛び賞など協賛会社からの賞品
もあり参加者全員にもれなく手渡された。

優勝の朝香〈貴裕〉氏（右）と斎藤理事長

ルール説明する石毛氏（左端）

OUT3組、左から菊池氏、吉見氏、
中村〈保〉氏、君島氏

OUT1組、左から井上〈正〉氏、井上〈信〉氏、
山崎氏、石毛〈健〉氏

IN1 組、左から中村〈毅〉氏、斎藤氏、武田氏

OUT2組、左から柴原氏、柴田氏、
朝香〈貴〉  氏、駒橋氏

準優勝の井上〈一美〉氏（右）
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ジャグラ「第30回SPACE－21」総会を開く
全国から49人が集い、青年部活性化に注力

　日本グラフィックサービス工業会（ジャグラ）
の青年部組織 SPACE － 21（本村豪経代表幹事）
は 4 月 13 日午後 4 時半すぎから、東京・六本
木の富士ゼロックス・グラフィックコミュニケー
ションサービス東京で「第 30 回総会」を開いた。
　全国から 49 人が集い、全国各地域青年部の
活性化に注力することを決めた。本村代表幹事
は 1年間で組織運営の在り方に努めてきた経緯
を振り返るとともに、今後も全国の声が反映さ
れるよう「より実りある事業の実現に努めてい
きたい」と語った。
　本村代表幹事は代表幹事あいさつとして立
ち、昨年代表幹事に就任後 1年間をかけて会議
の在り方など会議の運営手法で改革に努めてき
て、その形が見えてきたと報告。次に 1年間で

全国青年部の意見・要望を幹事会に吸い上げ、
SPACE － 21 活動の形になるようにしていきた
いと述べた。
　さらに、議案審議では令和元年度の事業計画
の説明に触れ、2020 年に SPACE － 21 が設立
30 周年を迎えるにあたって我々は「先人の訓を
学び、これからのあるべき姿を見出す」ことを
モットーに、より一層活動しやすい SPACE －
21 になるように努めていきたいと語った。

《黒井由美子事務局員の参加報告》

　お手伝いで 2 度目の参加をさせていただき
ました。今回は、パーティでの景品を 1 つひ
とつのリストにそって並べて準備しました。参
加された皆様へ景品がいくよう手配されてお
り、ゴルフをしない私にはユーモアな賞もあ
り、受けとる側の立場になりワクワクしてしま
いました。
　参加された協賛会員よりご提供いただいた品
物を特別賞にあて、当日賞（18 日にちなんで
18 位）、ラッキー 7 賞（7 位）、飛賞（5 位、10 位、
15 位、20 位）と、パーティ前の慌ただしさの

中、幹事の石毛理事の機転は素晴らしいもので
した。
　順位発表では、ニアピン賞なども含めば、順
位によっては数個？の景品を手にされた方々の
笑顔は嬉しいものです。
　またゴルフを終え、パーティ会場へ集まる皆
様方の笑顔が素晴らしく、コースでの盛り上が
りがそのまま懇親の場に延長されていると思い
ました。昨年に増して、皆様が楽しまれている
姿は、嬉しいものです。
　また来年もお会いしましょう。

IN2 組、左から池田氏、喜納氏、北島氏、古屋氏
IN3 組、左から井上〈一〉氏、
古賀氏、石毛〈博〉氏、加藤氏
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リコージャパンの提案　34
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キヤノンMJの提案　○34

新製品新製品新製品
新製品新製品

薄コート紙 85g/㎡に対応し、パンフレットや、
折り込みチラシの、オンデマンド印刷が可能です。
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キヤノンMJの提案　○34

新製品新製品新製品
新製品新製品

薄コート紙 85g/㎡に対応し、パンフレットや、
折り込みチラシの、オンデマンド印刷が可能です。
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マネージド・セキュリティー・サービスでJBサービスと協業
コニカミノルタジャパン

中小企業のセキュリティーの課題解決を目指して
　コニカミノルタジャパン（KMJ、原口淳社長）
は 4月25日、同社が提供する各種サービスのセ
キュリティー運用ビジネスの領域で、JB サービス
（三星義明社長）と協業することを明らかにした。
　KMJ は、これまで複合機“bizhubシリーズ”
をはじめ、オフィスにおける様々な課題を解決す
る IT 管理サービス“IT‐Gurdians（アイティー
ガーディアンズ）”を提供してきた。さらに 4月
からは、中小企業向けの総合サービスプラット
フォームとして“Workplace Hub（ワークプレイ
スハブ）”の発売を開始し、企業のオフィス向け
各種アプリケーションやサービスの拡充を進めて
いる。このような中で、特に中小企業のセキュリ
ティー管理に関しては、専門技術者の確保が難
しい企業が多く、複合機を含む各種 IT 基盤と
合せた統合的なサービス提供のニーズが高まっ
ている。
　今回、KMJ は、かねてからIoT 時代を見据え
た 24 時間×365日サービス“SMAC（ソリュー
ションマネージメントアンドアクセスセンター）”
や、認定ホワイトハッカーをコアにした“SOC（セ
キュリティオペレーションセンター）”を提供して
きた、JB サービスと提携することで、複合機、
Work place Hub を含むプラットフォームと IT
サービス、さらには、IoTデバイスのセキュリティー
までを視野に、統合的なセキュリティー運用サー
ビスを共同で企画・開発および提供を進めていく
としている。
〈協業内容〉

・KMJ が提供する複合機やWork place Hub
 などのセキュリティーサービスを JB サービスの
 SMAC、SOCなどの機能と連繋
・国内顧客向けセキュリティー関連サービスの共
 同での企画・開発

■ SMAC（Solution Management and Access 
Center）とは
　顧客に代わって 24 時間×365日システム基盤
の監視と運用を行うサービス。
　サービスメニューは以下の通り。
・ITインフラ運用サービス
・セキュリティー運用サービス
・IoT 運用サービス
・ヘルプデスクサービス
・コールセンターサービス
■ SOC（Security Operation　Center）とは
　日々多様化するサイバー攻撃から防御するた
めのシステムを監視。軽微な警告も含まれる膨
大な量のアラートの中から、実際の攻撃を見つ
け出し、認定ホワイトハッカー“CEH（Certified 
Ethical Hacker）”を中心としたセキュリティー
専任のチームが、インシデントからの復旧を支援
し顧客の重要な情報資産を守る。

記者会見に臨んだ原口KMJ社長（左）と
三星 JBサービス社長
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2019年「Japan IT Week春・後期」展示会
リコー、キヤノン、ニッセイエブロが出展

　リードエグジビションジャパン主催の「Japan IT 
Week 春・後期」展示会（５月8～10日、東京・
有明の東京ビックサイトで開催）に関東複写セン
ター協組の協賛会員・組合員の3 社が出展した。
　「第16 回情報セキュリティEXPO」の会場にリ
コージャパンとキヤノンマーケティングジャパンが
出展した。リコージャパンはソフォス社のブース内
で、パソコンのセキュリティ問題を解決する『RICOH　
サイバーセキュリティパック』を展示し、その特徴

は、機器+AI+サポートをパッケージにしたセキュ
リティの基本メニューで、外部からの脅威を次世
代型UTMでブロックし、AIによる自動検知・修
復までをユーザーに代わって自動対応すると、そ
の提供の詳細をアピール。キヤノンマーケティング
ジャパンは、サイバーセキュリティフレームワークを
基にしたセキュリティ対策を「5つの備え」でトー
タルに解決し、メールやWebの漏えい対策とエン
ドポイント・マルウェア対策で法人の IT 環境を同

「第52期定時総会」を開く
関東イメージ情報業連合会

「公文書館事情とビジネスチャンス」をテーマに講演も
　関東イメージ情報業連
合会（KIU、廣岡潤会長）
は 5月15日午後 3 時半
から、東京・浜松町のビジョ
ンセンター浜松町で「第
52期定時総会」を開いた。

すべての議案を原案通り承認可決した。総会終了
後、講演が行われ、会場を移して東京会館で懇親
会も行われた。
　総会は議案審議に先立って廣岡会長があいさつ
に立った。廣岡氏は日頃のKIU活動への協力に感
謝したいと述べ、これからの5件の議案審議を慎
重にお願いしたいとあいさつした。
　総会は議長に廣岡会長を選出し、議案審議に入っ
た。第52期事業報告、同決算報告、監査報告な
ど 3議案を一括して上程し満場一致で原案通り可
決。第53 期事業計画案、同収支予算案など 2議
案も一括上程し、満場一致の拍手で原案通り可決
した。廣岡氏は第53 期事業計画の中の ISU（日
本イメージ情報業連合会）全国大会が今秋の10月

11日に、東京・浜松町の東京会館で開催されるこ
とについて触れ、会員数減少の中、身の丈に合っ
た開催規模とその運営に協力を要請した。
　午後4時10 分から、同会場で長井勉 KIU理事
が「今問われる公文書…公文書館を取材して見えて
きたビジネスチャンス」のテーマで講演を行った。
　長井氏は公文書館の置かれた実情と公文書管理
法関連の説明、現用文書管理と市民の財産となる
アーカイブズの管理を担う専門職アーキビストの養
成、コンテンツ所在の明確化・データ提供機関への
アクセス促進・データ利活用の促進・データ提供機
関への支援・新規ビジネスとサービスの創出などを
図るジャパンサーチ（仮称）構築などを語った。

廣岡会長
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「第27回製本システムショー」開く
ホリゾングループ

自動化技術で多品種少量生産対応をアピール
　ホリゾン東テクノとホリゾン西コンサルの両社は
5月15～17日の3日間、東京・北の丸公園の科
学技術館で「第 27回ホリゾン製本システムショー」
を盛大に開いた。これは、ホリゾングループが毎
年 5月に行う恒例の展示会で、日頃の営業活動の
成果が発揮されたものとなっている。
　展示会場内では自動化技術で実現する多品種
少量生産への対応、プリセット時間の短縮化を
図った新鋭製本関連機器・システムの展示をアピー
ル。ワイドな給紙棚を採用し、幅 350×長さ610
㎜までの用紙の給紙を可能にしたエアーロータ丁
合機「VAC-L600H」、自動無線綴機1クランプタ
イプ「BQ-270V」の周りに印刷関連企業関係者の
人だかりができ、それらの実演を熱心に見学した
り、質問するシーンが見られた。
　ペラ丁合鞍掛け中綴製本システム「StitchLiner 
Mark Ⅲ」、1冊ずつ厚みの異なるバリアブル製本

を最高で時間1350 冊で処理することが可能な自
動無線綴機 4クランプタイプ「BQ-480」などに
も関心が高かった。小ロット・バリアブル生産の
オフセット印刷後の処理に最適な機器が、来場者
の関心を呼んだ。
　ホリゾングループが総力をあげて取り組む春の
恒例の展示会だけに、出展機種への現場に即した
質問があちこちで見られ、その流れは商談コーナー
でも活発に見られた。

社のセキュリティソリューションが提供すると紹介。
　「第 13 回 Web ＆デジタルマーケティング
EXPO」には、複写・印刷業で75 年の歴史があ
るニッセイエブロ（亀田修平社長）が、ベトナム進
出支援サービス事業「Nam-Nam」を開始したと
紹介。そのサービス事業には、テストマーケティン
グやプロモーション支援、輸出支援の3つを軸に
ベトナムの市場調査から輸出入の手続きなど、現
地における事業戦略までトータルでサポートし、日

本の海外進出したい企業にバックアップする体制
を整えているとアピールした。

リコー ニッセイエブロ

キヤノン
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　リコージャパンのユー
ザーで組織される情報ビ
ジネスリコー会（JBR、細
井武会長）は4月25日午
後 3 時半から、東京・田
町のリコージャパンプリン

ティングイノベーションセンター（PIC）で「平成
31年（令和元年）度第 44 期第 1回経営セミナー」
を開催した。
　はじめにあいさつに立った細井会長は「現在の
業界では業態を変えていくような変革をしなけれ
ば生き残れない」と述べ「新しい考え方がなぜ
事業に結びつかないかを本セミナーで指摘しても
らい、事業に反映させたい」と同セミナーの内容
に期待した。
　続いてリコージャパン販売事業本部首都圏担
当執行役員の斉藤邦夫氏は、リコーの売り上げ
について触れ「国内リコーは 3 年連続の計画達
成、増収増益となった」と報告。また「元号が
かわると市場が大きく変わる。消費増税などの不
確定要素もあるが変化に対し準備をすることが
得策」と述べた。
　次にあいさつに立ったリコージャパン産業ソ
リューション事業本部 PP（プロダクションプリン
ティング）事業部長の高橋卓也氏は、自らが所
属する事業本部名を今までの新規事業本部から
産業ソリューション事業本部へと名称を変更した
ことに触れて、ユーザー目線でより的確に事業を
運営していくためであると報告。また高橋事業部
長は、３カ月ごとに調査しているリコーの POD
機器の販売シェアについても言及し、最新デー
タで 42％に達したと好調さをアピール。また、
PAM 研 (PODアプリケーション＆マーケティン
グ研究会 )を紹介し、同会への参加を呼びかけ

ると共に、今回開催される「平成最後のセミナー
が令和の時代の皆様の業態変革の一助になれ
ば」と結んだ。
　第１部ではブレイン・デザイン代表の佐々木雅
志氏が「『仕事を創る会社』になるには～変わら
ない業界の中で業界変革を実現する考え方～」
と題し講演した。
　佐々木氏は IBM、アドビシステムズ、外資系
印刷機材メーカーなどでマーケティング、営業、
経営実務を経験したのちコンサルタントとして独
立。その講演の中で佐々木氏は現在の中小企業
の問題点をあげ、多すぎる競合相手、消費市場
の縮小、生産性の低さだと具体的に指摘。「これ
らを解決しないと成長基調に持っていけない」と
したうえで、今後の業態変革の必要性を説いた。
また今後の営業の軸として、「守る」、「変える」、
「共に創る」をあげそれぞれ具体的な事例を示し
ながら変革のヒントを紹介した。
　第 2 部のリコータイムでは、リコージャパン・
ICT 事業本部スクラム企画センターの隅野健司
氏が「人手を増やさず売り上げ拡大！～今のホー
ムぺージが 24 時間働く営業マンに変身～」のタ
イトルで講演。リコージャパン製のクラウド型グ
ループウェアサービス「JobMagic」を紹介し、
HPと顧客管理システムの見直しを提案した。

第44期 第1回経営セミナーを開く
情報ビジネスリコー会

「仕事を創る会社」をテーマに業態変革を促す

細井会長
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について触れ「国内リコーは 3 年連続の計画達
成、増収増益となった」と報告。また「元号が
かわると市場が大きく変わる。消費増税などの不
確定要素もあるが変化に対し準備をすることが
得策」と述べた。
　次にあいさつに立ったリコージャパン産業ソ
リューション事業本部 PP（プロダクションプリン
ティング）事業部長の高橋卓也氏は、自らが所
属する事業本部名を今までの新規事業本部から
産業ソリューション事業本部へと名称を変更した
ことに触れて、ユーザー目線でより的確に事業を
運営していくためであると報告。また高橋事業部
長は、３カ月ごとに調査しているリコーの POD
機器の販売シェアについても言及し、最新デー
タで 42％に達したと好調さをアピール。また、
PAM 研 (PODアプリケーション＆マーケティン
グ研究会 )を紹介し、同会への参加を呼びかけ

ると共に、今回開催される「平成最後のセミナー
が令和の時代の皆様の業態変革の一助になれ
ば」と結んだ。
　第１部ではブレイン・デザイン代表の佐々木雅
志氏が「『仕事を創る会社』になるには～変わら
ない業界の中で業界変革を実現する考え方～」
と題し講演した。
　佐々木氏は IBM、アドビシステムズ、外資系
印刷機材メーカーなどでマーケティング、営業、
経営実務を経験したのちコンサルタントとして独
立。その講演の中で佐々木氏は現在の中小企業
の問題点をあげ、多すぎる競合相手、消費市場
の縮小、生産性の低さだと具体的に指摘。「これ
らを解決しないと成長基調に持っていけない」と
したうえで、今後の業態変革の必要性を説いた。
また今後の営業の軸として、「守る」、「変える」、
「共に創る」をあげそれぞれ具体的な事例を示し
ながら変革のヒントを紹介した。
　第 2 部のリコータイムでは、リコージャパン・
ICT 事業本部スクラム企画センターの隅野健司
氏が「人手を増やさず売り上げ拡大！～今のホー
ムぺージが 24 時間働く営業マンに変身～」のタ
イトルで講演。リコージャパン製のクラウド型グ
ループウェアサービス「JobMagic」を紹介し、
HPと顧客管理システムの見直しを提案した。

第44期 第1回経営セミナーを開く
情報ビジネスリコー会

「仕事を創る会社」をテーマに業態変革を促す

細井会長
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４．勤務間のインターバル制度

１．勤務間インターバル制度とは

　勤務間インターバル制度とは、勤務終了時刻か
ら翌日の勤務開始時刻までの時間を一定以上確保
する制度をいいます。これにより、労働者が十分な
生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バ
ランスを保ちながら働き続けることを可能にする制
度です。
　このため、労働時間等設定改善法を改正し、事
業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に
一定時間の休息の確保に努めなければならない旨
の努力義務を課すことになりました。なお、実際の
終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定
めていない場合は、この制度には該当しません。
　この制度の下では、前日の勤務終了時刻から一
定の時間を空けなければ翌日の勤務を開始すること
ができないものとされますので、勤務禁止時間が翌
日の始業時刻にかかる場合には、始業時刻を繰り
下げるといった対応が必要になります。
　このような制度は、EUで採用されており、EU
加盟諸国では、1993 年に制定され、2000 年に改
訂されたEU労働時間指令に基づき、24 時間につ
き最低連続 11 時間の休息時間を付与することや、
7日ごとに最低連続 24 時間の休息を付与すること
など義務付けられています。

２．実務上の留意点

　勤務間インターバルを導入するための手続きとし
ては、まず、インターバルの期間としてどのくらの
時間を設定するのか、就業制限を伴うものか、就
業制限までは伴わないものにするのか、を決める必

要があります、また、実例等を見ると、具体的な手
法としては、「始業時刻と終業時刻の双方をスライ
ドさせる方法」と「始業時刻のみを繰り下げる方法」
の２つに分かれます。
（1）始業時刻と終業時刻の双方をスライドさせる
　方法
　就業制限としての勤務間インターバルを設ける場
合には、前日の残業時間如何では、翌日の就業時
刻を変更する必要が生じます。これに対応する最も
簡便な方法としては、始業時刻をスライドさせた場
合には、それに応じて終業時刻をスライドさせる方
法です。
　この場合には、始業時刻と終業時刻の双方をス
ライドさせるだけですから、就業規則上に、勤務間
インターバル制度について特段の定めが存在せずと
も、以下のような一般的な定めがあれば、法的問
題はありません。

（2）始業時刻のみを繰り下げる方法
　労働組合などが強く主張している方法ですが、
始業時刻のみをスライドさせ、終業時刻は変更し
ないという方法もあります。
　この場合には、所定の始業時刻からインターバ
ルによってスライドされた始業時刻までの間につい
ては、会社が一方的に就業義務の一部を免除し
ているだけとすれば、特段就業規則上の根拠は不
要となります。また、単に会社が翌日の就労義務
の一部を免除しているだけであるとすれば、所定
の終業時刻まで働けば所定労働時間の労働をした
ものとして扱われ、賃金の控除はなされてないこ
とになります。ただし、会社が就労義務の一部を
一方的に免除しているのではなく、会社と労働者
が就労していないことを合意しただけであるとすれ
ば、就労しない分の給与の扱いについて定めてお
く必要があります。

株式会社コンサルティング・
オフィス

代表取締役　神田幸男
（中小企業診断士）

（始業・就業時刻の変更）
第〇条 業務上必要があるときは、所定労働時

間を超えない範囲内で、始業及び終業
時刻を変更することができる。

労働問題　働き方改革　
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複写を考える○54　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

　原始的な硯との違いは、石板・石臼がほぼ無
加工の天然状態であったのに対し、唐以降の石
製硯は墨を磨るための「鋒鋩（ほうぼう）」と
呼ばれる凹凸が加工してあることです。

　鋒鋩とは元来は「刃物の先端」という意味で、
固形墨を少しずつ削っていく「おろし金」のよ
うな役割を果たします。　　
　原石に含まれる粘土質の軟らかな部分を削り
落とし、硬い部分である石英・鉄・銅などの細
かな結晶を程よく露出させることで鋒鋩が完成
します。（これを「鋒鋩の目を立てる」といい
ます。）
　優れた鋒鋩の硯は磨り心地が良いだけでな
く、墨が持つ本来の発色や特性を引き出すこと
が出来ると言われています。
　また鋒鋩は永久的なものではなく、墨を磨り
重ねることにより徐々に摩滅しますので、摩滅
して墨が磨りにくくなった時、鋒鋩を立たせる
為に砥石をかけて手入れをします。

　読書の話になりますが、皆さんも読んだであ
りましょう、夏目漱石の「坊ちゃん」にも、松
山に初めて教師として赴任した主人公に下宿屋
（山嵐が紹介した）の主人（いか銀 ) が、すず
り（硯）を勧めに来るシーンがあります。　
　主人公の初任給が 40 円のところに、端渓の
大硯を「15 円でどうですか」　などと勧める一
文があり、その時、端渓という硯があるのだと
いう事をおぼえました。
　同時に、眼が 3 つとは何だろうとは思いま
したが、今考えるとどうも眼というのは石紋の

事だったのでしょうね。
　蛇足ですが過去の読書記憶から。

硯石の双璧、端渓（たんけい）と歙州（きゅう

じゅう）

　中国各地で採掘された硯用の石の中でも、特
に有名なのが端渓（たんけい）と歙州（きゅう
じゅう）です。広東省で採れる端渓石は、火山
からの噴出物が水中や地上で堆積・凝縮してで
きた凝灰岩で、軟らかく加工しやすいのが特長
です。
　江西省（旧安徽省）で採れる歙州石は、粘土
が固く凝結してできた粘板岩で、薄い形状の硯
に向いています。また、端渓や歙州は採石坑と
しては既に枯渇しており、新たな入手が困難な
こともこれらの硯の希少性が高まる一因となっ
ています。
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複写を考える○54　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

　原始的な硯との違いは、石板・石臼がほぼ無
加工の天然状態であったのに対し、唐以降の石
製硯は墨を磨るための「鋒鋩（ほうぼう）」と
呼ばれる凹凸が加工してあることです。

　鋒鋩とは元来は「刃物の先端」という意味で、
固形墨を少しずつ削っていく「おろし金」のよ
うな役割を果たします。　　
　原石に含まれる粘土質の軟らかな部分を削り
落とし、硬い部分である石英・鉄・銅などの細
かな結晶を程よく露出させることで鋒鋩が完成
します。（これを「鋒鋩の目を立てる」といい
ます。）
　優れた鋒鋩の硯は磨り心地が良いだけでな
く、墨が持つ本来の発色や特性を引き出すこと
が出来ると言われています。
　また鋒鋩は永久的なものではなく、墨を磨り
重ねることにより徐々に摩滅しますので、摩滅
して墨が磨りにくくなった時、鋒鋩を立たせる
為に砥石をかけて手入れをします。

　読書の話になりますが、皆さんも読んだであ
りましょう、夏目漱石の「坊ちゃん」にも、松
山に初めて教師として赴任した主人公に下宿屋
（山嵐が紹介した）の主人（いか銀 ) が、すず
り（硯）を勧めに来るシーンがあります。　
　主人公の初任給が 40 円のところに、端渓の
大硯を「15 円でどうですか」　などと勧める一
文があり、その時、端渓という硯があるのだと
いう事をおぼえました。
　同時に、眼が 3 つとは何だろうとは思いま
したが、今考えるとどうも眼というのは石紋の

事だったのでしょうね。
　蛇足ですが過去の読書記憶から。

硯石の双璧、端渓（たんけい）と歙州（きゅう

じゅう）

　中国各地で採掘された硯用の石の中でも、特
に有名なのが端渓（たんけい）と歙州（きゅう
じゅう）です。広東省で採れる端渓石は、火山
からの噴出物が水中や地上で堆積・凝縮してで
きた凝灰岩で、軟らかく加工しやすいのが特長
です。
　江西省（旧安徽省）で採れる歙州石は、粘土
が固く凝結してできた粘板岩で、薄い形状の硯
に向いています。また、端渓や歙州は採石坑と
しては既に枯渇しており、新たな入手が困難な
こともこれらの硯の希少性が高まる一因となっ
ています。

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

第6回 関複オープンゴルフコンペ
（於：さいたまゴルフクラブ）

■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

3月号：早坂 淳氏（株式会社ケーヨー）
バービー人形と梅

4月号：北田 博章氏
多摩川 ガス橋

5月号：北田 博章氏
白糸の滝
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【組合員】
　《住所の変更》
　　桜工業写真（株）
　　　〒141-0031
　　　品川区西五反田2-10-8
　　　ドルミ五反田ドゥメゾン611
　　※電話番号及びFAX番号は変更ござ
　　　いません

　《代表者の変更》
　　（株）アイワコピー
　　　松岡 隆司 様 ⇒ 松岡　豊 様

　　ムサシ・イメージ情報（株）
　　　小野 丞 様 ⇒ 栃木 眞司 様
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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





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。




