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　4 年に一度、日本での初めての開催 9 月 20
日から11 月 2 日まで 12 の地域で試合が行わ
れます。20 チームのバトルが始まります。
　チケットはやや高めですが、売れ行きはまず
まずらしい。

　私も高校・大学・社会人とラガーマンでした。
私たちの時代の有名選手は日本代表、松尾選
手・同期で言うと平尾選手です。　
　平尾選手は５３歳で亡くなりました。皆さん
もご存知スクールウォーズは伏見工業高校ラグ
ビー部の監督をドラマ化したフィクションドラ
マです。

　このドラマを観てラグビー部に入部してくる
者も多数いました。
　大学時代、ど素人が入部「お願いします」
と来ていたのを覚えています。
　平尾選手はラグビー界では相当な美男子と
言うか今で言うイケメンでした。
　ファッション業界のモデルもしていましてア
マチュア規定に抵触したことで日本代表から除
外されました。ラグビーしている者は皆この伝
説を知っています。
　現在、生きていたらラビグー協会の会長で
しょう。

　また、国立競技場を満員にする大学のスポー
ツはラグビーしか有りませんでした。
　 ワールドカップ では体 重 100kg 以上で
100m11 秒台がごろごろ居ます。
　日本の目標はベスト 8 と言っていますが、皆
さん応援して下さい。

　また、ワールドカップのお陰なのか分かりま
せんが、テレビドラマでもノーサイドゲームが
始まり大泉洋さん主役で視聴率も良い。少し
内容にも触れますが、一部リーグのラグビー部
が最下位で廃部にする内容ですが、結構リア
ルなドラマです。実際の企業がクラブチームを
存続するには大変な苦労があります。景気の
低迷やスポンサーの撤退、運営活動費の増大
で休・廃部はやむを得ません。セコムも廃部に
なるところ、地域が支えました。

　皆さんも９月からのワールドカップ、是非日
本を応援しご覧下さい。
　残念なのは五郎丸が出てないことです・・・・。
因みに全国からの応援団が 40 万人。TV での
視聴者数は 40 億人だそうです。
　ビールの消費量はかなり増えますので、居酒
屋での乱闘・トラブルにはお気を付けて下さい。

◆巻頭言49

ラグビーワールドカップ、
ついに日本上陸

関東複写センター協同組合
専務理事　森迫 隆正

キャプテン（本人前列左より３人目）をして
いた頃の社会人ラグビーチームの仲間達
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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 7 月 11 日午後 5 時から、東京・春日
の組合事務所で「令和元年度第 4 回定例理事会」
を開催した。理事・監事・相談役 12 人が出席。　　
審議に先立ち、斎藤理事長から先月の通常総会
が無事終了したことの報告と、進行に協力した各
理事に謝辞が述べられた。

Ⅰ【審議事項】

▷ PP 認定運営要領の改定について‐細井武副理
事長から一部文字の修正、追記事項および一部
項目の削除についての説明があり承認され、令
和元年 7 月 11 日より一部改定が適用となった。

Ⅱ【報告事項】各部の活動について

▷総務部　亀田真司部長‐6 月 13 日に開催され
た第 46 期通常総会の収支報告。

▷事業推進部＝森迫隆正専務理事‐PP 維持、更
新研修の開催日を報告。PP 東日本（個別研修）
栃木 9 月 4 日、東日本 PP 会 9 月 7 日、北海
道地区 9 月 28 日、東海地区 10 月 12 日、東
京地区① 10 月 23 日 ② 11 月 6 日、2 日間に
分け開催。

　柴田昌彦部長‐キヤノンコレモールの 6 月売上
報告。

▷広報企画部＝早坂淳理事‐月刊関複は現状のま
ま毎月発刊。 編集会議の持ち方、記事内容を
検討した。

▷教育情報部＝松岡豊部長‐関複セミナーの予定
を発表。・7 月 23 日：キヤノンマーケティングジャ
パン、・9 月 19 日：コニカミノルタジャパン、・11
月 8 日：富士ゼロックスで開催する。

▷教育情報部＝松岡豊部長‐来年の新春トップセミ
ナーについては、9 月ごろ講師と打ち合せをする
予定。

Ⅲ【ジャグラ活動について】

　今後の会議予定と該当する出席者の報告があっ
た。

Ⅳ【その他】

　来年の新春トップセミナーの進行について。
　
　理事会終了後、場所を移し「暑気払い会」 が
行われた。
　※次回の理事会は 9 月 12 日開催予定。（8 月
は休会）

関複

令和元年度第 4回定例理事会開催
関複セミナー、PP維持・更新研修会の開催日報告

理事会の様子

暑気払いでリフレッシュ
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我が社の業務

（株）ケーヨー
代表取締役 早坂 淳氏

『山谷ブルース』

◆「完成図書」「竣工図書」を作成

　私の会社は『完成図書』『竣工図書』と

いう製品を商いにしています。公共工事にお

いて、ビルや道路の工事で必要な資料や完

成時の現況を、資料や図面として役所の仕

様通りに作成します。

　公共工事では、建造物の竣工後、ちゃん

と施工されているかどうかの確認や、その後

の維持管理のための資料を、仕様に基づい

た型で作成したものを『完成図書』『竣工図

書』といいます。誰でも作成・理解できる物

ではなく、中身やインデックスの仕分けは建

設業の方でも理解できず、相談を受けます。

◆「山谷ブルース」のごとく

　当社の仕事の 9 割は、工事現場へ飛び込

み開拓をして受注を取ります。

　岡林信康の『山谷ブルース』の歌詞の中

に『工事終ればそれっきり　おはらい箱の俺

たちさ　いいさいいさ山谷の立ちん坊　世間

うらんでなんになる』とありますが、工事が

完成すれば、当社の仕事もそれで終わりです。

その現場の所長が必ずしも次の工事現場の

決定権者になるとは限りませんので、皆さん

の言う『顧客』とはちょっと意味が違います。

そして次の飛び込み開拓に動きます。

◆縁の下の力持ち

　さらに歌詞に『人は山谷を悪くいう　だけ

ど俺たちいなくなりゃ　ビルもビルも道路もで

きゃしねえ　だれもわかっちゃくれねえか』と

あります。

　当社の仕事は公共工事の影の部分で、陽

があたることはありません。でも公共工事は

この現況図などの図書がなければ、補修や

維持管理ができません。我々の仕事がなけれ

ば、ビルも道路も形ができても、それを完成

とはいえません。あまりにも特殊な仕事なの

で、誰からも分かってもらうのは難しいんです

…、『山谷ブルース』を聴くと私とは遠い世

界と思えないんです。
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リコージャパンの提案　36

リコー独自インクジェット技術のご紹介

オートボディプリンターは、車のボディや様々な素材（凹凸、
湾曲面）へダイレクトプリントを施す画期的なシステムで
す。従来は印刷されたラッピングシートを貼付ける施工方法
が一般的で、メディア代や加工、貼り手間がかかりますが、
オートボディプリンターによる施工は、従来のシート貼りに
比べ格段に安くなります。また安価な特殊液を用いることに
より、何度でも描き替えが可能です。レース自動車について
は軽量化も図れる有用な装飾手段になるでしょう。
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キヤノンMJの提案　○36
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キヤノンMJの提案　○36
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コニカミノルタジャパン

情報機器事業方針説明会を行う
事業進化戦略で２０１９年度も増収増益へ

　コニカミノルタジャパン（ＫＭＪ）は６月 21日午
後２時から、東京・浜松町の同社本社で『情報機
器事業方針説明会』を開いた。ＫＭＪ取締役副社
長情報機器事業管掌の大須賀健氏、同取締役マー
ケティング本部長の杉本孝一氏、同上席執行役員
マーケティング本部プロダクション事業統括部長の
須田徹氏の３氏が出席した。
　はじめに大須賀副社長が「情報機器事業のＦＹ
18レビューとＦＹ19 事業方針」について語った。
それによると、２０１８年度業績では“増収増益に
していく転換の年”と位置付けた結果、増収増益
を達成した。情報機器事業ではＫＭＪ発足後初の
増収に転じ、３期連続の増益をあげたと報告。とく
にＩＴＳ／マーケティングサービス／ＩＰの大幅増益
で、ＭＦＰ役務下落をカバーした。
　そのうちオフィス事業ではＭＦＰ事業は厳しさ増
すも、ＩＴＳ／マーケサービス増収で伸びがあった。
プロダクション事業では高速生産機へシフト、社内
高ＤＶ用途をオフィスに移管したことで販売台数は
前年比減だったが、チャージ請求台数・ＤＶは増加
した。請求単価は引き続き下落も下落幅は縮小傾
向だと報告。ＩＰ拡大およびＰＰ役務により増収へ

転換し増益となった。
　２０１９年度方針では①既存事業のさらなる収益
性の改善、②事業進化戦略による増収増益、③い
いじかん設計自社実践による質的転換と労働価値
の向上―の３点を挙げ、いいじかん設計シナリオか
ら、顧客メリットを最大化するWorkplace hub の
活用を訴求し、複合機（i-Series）や Workplace 
hub のオフィスサービスインフラを活用した新たな
サービス展開（セキュリティサービスなど）を行う。
さらにWorkplace hubプラットフォームの価値訴求
で、新たなチャネル（Ｓｌｅｒなど）を開拓すると述
べた。これらの事業進化戦略で増収増益を目指す。
　杉本本部長は「オフィス事業の近況と今年度の活
動について」語った。
　須田統括部長は「ＦＹ19 プロダクション事業の
近況と今年度の活動について」の中で、印刷業界
におけるいいじかん設計のソリューションとしてプリ
ント作業工数の削減、プリントワークフローの効率
化をコニカミノルタの提供価値とし、顧客ビジネス
の拡大を図ると語った。同ビジネス拡大では甲南堂

（神戸）との戦略的提携、デジタル加飾のプリント
価値創造をあげた。

大須賀副社長 須田統括部長
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価値創造をあげた。

大須賀副社長 須田統括部長
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10 回目を迎えた「PHOTONEXT 2019」
新規 25 社を含む119 社が 284 小間に出展
「体感×プロフェッショナル写真力」をテーマに開く

　プロメディアが主催し、写真感光材料工業会
などの 3 つの写真関連団体が協賛した日本最
大のプロ写真機材ショーとして第 10 回を迎えた

「PHOTONEXT 2019」が 6月18日、19日の2日間、
横浜みなとみらいのパシフィコ横浜で開催された。
　フォトグラファー、写真店、写真館、メーカー、
商社など 119 社が 284 小間に出展した。
　東京ラミネックスはベストセラー機の「SDX‐
400」、フルオートPP ラミネーター「Z'D」や大ロッ
ト加工に威力を発揮する新製品の A3 ワイドフル
オートラミネーター「ZD-PET」を展示。また傷が
つきやすかったマットフィルムの概念をくつがえす、
傷のつきにくい「ハードコートPP マットフイルム」を
アピール。また同ブース内には昨年に続き沖縄県の
ラミネックスセンターが「赤ちゃん手形 足形額」を
特別展示。来場者の注目を集めていた。

　石川特殊特急製本は、プロ写真家向けの定評あ
るブライダルフォトブック、子供用フォトブックや建
築竣工アルバムを展示。またスマートフォンから簡
単にフォトブック＆カレンダーが作成できる無料アプ
リ「MagsInc.」を利用した「MagsInc.for Business」
を紹介。カメラマンやフォトスタジオなどで運用コス
トを全くかけずに新しいフォトビジネスが始められ
るという。
　富士フイルムと富士フイルムイメージングシステム
ズは、近年人気の高い「ニューボーン」 や「キッズ」
をテーマに、新たな撮影手法や、アルバム類の販売
に繋げるためのセミナ一を開催。また写真店向けの
新たなプリントビジネスとして今夏、店頭受付開始予
定の「PhotoZINE BOOK」や「プレミアムプリント」
などの高付加価値商材 • サービスを提案。
　三菱製紙・ダイヤミックのブースでは、コストパ
フォーマンススに優れだカラー ID カードプリンタの

『Javelin DNA Pro』を展示。またピクトリコは最高
品質インクジェット用紙を展示。
　10 周年の特別企画として設けられ「ミラ－レスカ
メラ体感コーナー」のテーブルエリアにキヤノンＭＪ
は「フルサイズ」ミラーレス EOS R、同ＲＰを展示。
富士フイルムイメージングシステムズは FUJIFILM 
GFX 50Rと豊富なレンズ群を陳列した。

石川特殊特急製本の成果品展示ブース

東京ラミネックスブースでは新製品など
関心の高い製品群を出展した

キヤノンブースのフルサイズミラーレスカメラ
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第10期年度総会＆第1回研究会
PAM研

「進化」でプリントビジネス拡大を
更なる拡大と新事業領域への推進図る

　リコージャパンの有力複写ユーザーで構成され
る POD アプリケーション＆マーケティング研究会

（PAM 研、会長＝山田修三サンコー会長〈北海道〉）
は 6 月 28 日午後 1 時から、東京・港区三田のベ
ルサール三田 Room 1で「2019 年度（第 10 期）年
度総会＆第 1 回研究会」を開いた。全国から 33
社 46 人が参加した。総会は 2018 年度を総括する
とともに 2019 年度は「進化」をテーマに掲げ、デ
ジタルプリントビジネスの更なる拡大と新たな事業
領域への推進を図ることを決めた。

　今回の PAM 研は年度総会と研究会の 2 部構成
で行われた。まず年度総会でははじめに山田会長
があいさつに立った。山田会長は今年で10 周年を
迎えた PAM 研の活動を振り返った。前期（第 9 期）
の基本方針として「挑戦」のテーマで 3 項目の目
標を掲げて活動を展開した結果を具体的に報告し、
今年の 2 月に仙台で開催の第 4 回研究会の模様に
触れて、関東一円の同業の方々にも声をかけ「新会
員になるべく人たちに過去一番の出席を頂いた。（基
本方針の 3 項目すべてで成果をあげて）盛り上がっ
た活動ができた 1年であった」と総括した。
　さらに山田会長は今期の第 10 期活動に言及し、

「挑戦したことをさらに進化させていこう」と語った。  
　また山田会長は会員名簿の第1弾が完成したこと
を受けて、「（名簿の活用で）会員交流を図り、地域
を超えた事業領域の拡大で社業の発展を図り、共々
の繁栄を」と強調した。
　その後総会は山田会長を議長に選出し、すべて
の議案を原案通り可決承認した。
　正会員50 社でスタートした第10期テーマは、「『進
化』～デジタルプリントビジネスの更なる拡大と新
たな事業領域への推進～」と決めた。
　第 2 部の第 1 回研究会では PAM 研賛助会員
代表あいさつとして、リコージャパン取締役常務執
行役員産業ソリューション事業本部の武田健一事
業本部長が立った。武田氏は国連が進める SDGs
について触れ、全国の地方自治体で加速する同運
動を紹介した。また、SDGs の本当の目的は CSV

（Creating Shared Value、共通価値の創造）にあ
るとした。それは、社会貢献と事業収益の有機的
関係に及ぶ発言をした市村清リコー創業者の三愛
精神と相通じるものがあると紹介した。
　その後、2 社の会員実践報告とリコージャパンか
らの情報提供、トレンドセミナーが行われた。会場
を移して懇親会も。

山田PAM研会長 リコージャパンの武田取締役常務執行役員
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　リコーグループ（リコー・リコージャパン・リコー
販売会社・リコージャパンビジネスパートナー）
が主催した「RICOH Value Presentation 2019」
が 6 月 25 日と 26 日の２日間、東京・有楽町の
東京国際フォーラムで開催された。
　今年のテーマは「令和元年：新時代の企業生
産性を革新するＩＣＴと働き方改革」。ユーザーが
抱える様々な課題の解決に貢献するソリューショ
ンをこの展示会でリコーグループが総力をあげて
提案した。
　入場口のコンセプトステージではリコージャパ
ンが取り組んでいる『働き方改革』の実践事例を
紹介した。また、セキュリティ強化ゾーン（企業
の情報・資産をいかに守り効率的に運用するか）、
働き方改革ゾーン（限られた時間で最大限の成果
を出すための解決策）、業務生産性ゾーン（基幹
業務の効率化につながるソリューション）、業種
課題解決ゾーン（様々な業種の“現場”が抱える

課題解決をサポート）などの各ゾーンではそれぞ
れの専門職担当者が多くの来場者に細かく説明、
その解決策を提案した。

▶新社名＝ホリゾン・ジャパン株式会社
▶変更日＝2019 年７月 21 日
▶所在地＝〒 101-0031
　東京都千代田区東神田 2-4-5
　東神田堀商ビル５階
　ＴＥＬ　03-3863-5361
　ＦＡＸ　03-3863-5360

▶新体制（敬称略）
　代表取締役会長　堀 英二郎
　代表取締役社長　宮﨑 進
　取締役東京支社長　藤原 和明
　取締役京都支社長　西林 宏泰
　営業本部長　青山 秀行
　監査役　洲崎 篤史

「ＲＩＣＯＨ Ｖａｌｕｅ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ 2019」を開く

ホリゾン・ジャパンに社名変更

リコージャパン

ホリゾン東テクノ／ホリゾン西コンサルが統合し

企業が抱える課題解決に取り組む

新社長に宮﨑進氏が就任

　ホリゾン東テクノおよびホリゾン西コンサルはこの７月 21日付で両社を統合し、「ホリゾン・ジャパン」へ、社
名変更することとなった。これに伴い役員改正を行った。
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　富士ゼロックスは、信用金庫向けにクラウド型
営業プロセス支援ソリューションの提供を開始し、
初めて、大阪商工信用金庫（本店：大阪市中
央区、多賀隆一理事長）の全 20 店舗に導入し
た。
　クラウド型営業プロセス支援ソリューションは、
サイボウズ（本社：東京都中央区、青野慶久社長）
のクラウド型 Web データベース「Kintone（キ
ントーン）」と、同社のクラウド名刺管理サービス
「SkyDesk Cards R」 を連携、 営業情報を一
元管理し、報告書などの作成業務工数を削減す
ることで、働き方改革や営業生産性向上を支援
するとしている。
　具体的には、営業日誌や 「SkyDesk Cards 
R」 でスマートフォンから読み込んだユーザーの
情報を「Kintone」 のアプリと呼ばれるフォル
ダーで企業や案件ごとに共有化、上司がコメン
トを加えることなどにより情報の有効活用や営業
活動の見える化を実現して生産性を高める。ま
た、様々な書類を参照して各種報告書を作成し
ている場合、日報をベースに作
成することでプロセスが効率化さ
れ、大阪商工信用金庫では主要
な報告書作成時間を大幅に削減
した。
　 また、 同 ソリュー ションは、
FISC 安全対策基準に準拠して
おり、外出先からフォルダーにア
クセスしてユーザーの情報をイン
プットしたり確認するモバイルワー
クを可能にし、 働き方改革も支
援するという（図参照）。

　 富 士ゼロックスは、 価 値 提 供 戦 略 「Smart 
Work Innovation」 の提供価値である「制約
からの解放」「専門性の解放」「クリエイティブ
な働き方」を実現するため、同ソリューションを
信用金庫に提供している。 今後は信用金庫だけ
でなく様々な金融機関に提供し、事務効率化や
顧客満足度向上、事業の成長に貢献していくと
している。
　一方、大阪商工信用金庫は、将来のさらなる
飛躍に向け、2018 年度に創設 100 周年に向け
た第 1 次中期経営計画「GENKI100」のスター
トを切り、職員 1 人ひとりの目利き力、コンサル
ティング能力の研鑽に努め 「課題解決型金融機
関」として地域№ 1 の信用金庫を目指している。
同ソリューション導入で、営業の日報作成、報告
業務や顧客情報入力業務が効率化され、管理
部門では各営業店の実績集計や見込み実績の
集計がリアルタイムに把握できるようになり、より
適切なマネジメントが可能になるほか、経営判断
の迅速化を図ることができるという。

信用金庫向けにクラウド型営業プロセス支援ソリューション
を提供開始、第 1弾は大阪商工信用金庫に

富士ゼロックス
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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）

労働問題　働き方改革　

1．「働き方改革」の背景と課題
１．働き方改革の背景にある「3つの事情」

　「働き方改革」に本当に必要なことは、労働生産性と知的生産性の両方をバランスよく向上させることです。それ
を理解するためには、背景にある「3つの事情」を知らなければなりません。

働き方改革の背景にある「3つの事情」

人口の減少 テクノロジーの進化 人生100 年時代

「1億総活躍」が必要 「イノベーション」
が求められる

「3ステージ」から
「マルチステージ」

・2025年
　団塊の世代が75歳
　以上に突入
・2050年
　人口の4割が65歳
　以上に
・2060年
　生産年齢人口は現在
　の6割に

（1）人口は減少の一途

　・2025年問題：団塊の世代が75歳以上（後期高齢者）になり、人口の3割が65歳以上になります。
　・2050年問題：人口の約4割が65歳以上になります。
　・2060年問題：働き手となる15歳～65歳（生産年齢人口）は、人口の約半分までに減少します。
　平成28年版「通信情報白書」（総務省）によれば、日本の人口は2060年には3割減の8674万人になると予
測されています。就業して生産活動の中核をなすとみなされる「生産年齢人口」にいたっては、4割減の4418万
人まで落ち込む見通しです。
超高齢化社会に備えるためには、女性や若者、高齢者などの労働力が必要で、これが「一億総活躍」が唱えられ
る所以です。
　企業は、多彩な働き方を戦略的に整備し、優秀な人材の確保と離脱防止に努める必要があります。

・2025年
　機械が人間の仕事を
　代筆
・2050年
　産業構造が変わる
・2060年
　新たなビジネスモデル
　の台頭

・2025年
　健康寿命の増進
・2050年
　日本は世界のどこの国も経験
　したことの無い高齢社会へ
・2060年
　日本では2007年に生まれ
　た子の50％は、107歳
　まで生きる
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複写を考える○56　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

・石硯・砥石・墨丸　Fig　112
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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

黒井由美子氏（関東複写センター協同組合）
東京ドーム

■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

5月号：北田 博章氏
白糸の滝

6月号：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）

7月号：北田 博章氏
浅草雷門

関東複写センター協同組合月刊誌

月刊関複　第 53号

令和元年8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
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【組合員】
　《代表者の変更》
　　（有）プレテスタジオ
　　荻野 認 様 ⇒ 木村 一二 様
　《住所の変更》
　　（株）サーバ
　　〒 210-0005　川崎市川崎区東田町 2-1
　　※電話及び FAX 番号の変更はございません

【協賛会員】
（株）ホリゾン東テクノ、（株）ホリゾン西コンサルの
統合に伴い 7 月 21 日よりホリゾン・ジャパン（株）
に社名変更いたしました。（詳細は本誌 13 頁に掲載）

【組合員】
（有）プレテスタジオ 取締役 荻野認様が
令和元年 6 月 7 日ご逝去されました。（享年 64 歳）
謹んでお悔やみ申し上げます。

関複会員情報

訃　　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



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。




