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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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　昨年、40年にわたる中小企業の経営者を卒業し、
次世代に事業を承継しました。それを機に「自分が
楽しめる時間」を基本に「ビジネス」「コンサルタ
ント」「地元貢献」の3つの柱を立てました。
　◆「100 年経営企業家倶楽部」の運営
　３年前に設立したファミリー企業の永続かつ革
新的な成長を目指す経営者のコミュニティ。中小企
業にとって、経営課題が増え続ける現状を、会友と
ともに前向きに捉えて、自社を客観視できる環境を
整えていきます。会員は、常に経営の４要素（①売
上・事業　②人・組織・風土　③財務・資金　④
統治基盤・コンプライアンス）を俯瞰し、総合的に
とらえられる経営者を目指します。
　今後は、自社の事業承継の成否もさることなが
ら、得意先、仕入先の事業承継もウォッチすること
も必須です。
　◆事業承継コンサルタント
　自社の事業承継の体験から、他企業の事業承
継の支援ができればと考え、7ケ月間の軍師アカ
デミー講座を受講しました。そこで最初に学んだこ
とは、「カウンセリングスキル」と「傾聴力」でした。
先代経営者や後継者との信頼の糸が結ばれること
で、本音の議論ができ、自己を客観視するチャン
スとなり、他者からの評価を受け入れることが可能
となってくるのです。それがないままにコンサルテー
ションを進めたとしても、良い結果が出せず、それ
ぞれが主体的な行動につながらないので、自責化
できない後継者を増やすことになってしまうのです。
　単なる自身の事業承継体験の切り売りではなく、
常に物事の本質から問題解決を行い、経営コンサ

ルとキャリアカウンセリングを統合した体系的アプ
ローチで経営者並びに後継者と並走しながら結果
を出せる軍師を目指します。
　◆地元貢献と次世代育成
　文京区に生まれ育った私は、地元町会活動を核
として、他町会、地域活動センターのサポート、氏
神である白山神社・町総代を通じ、地元の歴史の
語り部を目指します。
　既に３年前から地元町会
には参画しており、地域活
性化のサポートをしています
が、新年度からは、全く新
しい取り組みをすることで何
かヒントがつかめ、行政と地
元の橋渡しにつながるのでは
と、「リサイクル推進サポー
ター」と「傾聴ボランティア
講習会」を受講しました。
　この２つに共通するのは、参加者の多くが女性
であり、女性の意欲の高さを感じる反面、男性に
はハードルが高いのかとの疑問を持ちました。実際
に参加してみると現代社会の抱えた課題解決に欠
かせないものであり、男性の参加を促さなければな
らないと思うとともに、自分自身もビジネス視点だ
けで考える習慣を変える必要性を感じました。
　結びに、何をやるにも心身の健康が基本。まず
は健康寿命である72歳を第一目標に、「エブリディ
６㎞ウォーキング」と「週一ヨガ」そして「人一倍の
好奇心」で明るく・楽しく・元気よく生きて参ります！
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

◆巻頭言51

「セカンドステージを
満喫するために！」

関東複写センター協同組合
理事　米田和秀
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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 9 月 12 日午後
5 時から、東京・春日の
関複事務所で「令和元年
度 第 5 回定例理事会」
を開催した。理事、監
事、相談役の 9 人が参加した。
　審議に先立ち斎藤理事長は「9 月に入りいろい
ろな行事が開催されるので皆様の協力をお願い
したい」とあいさつ。細井武副理事長の司会で、
議事進行が行われた。

【報告事項＝各部会の活動】
▷総務部＝細井副理事長
　◆例年10月に実施している慰安旅行について、
恒例となっているバス旅行の予約が困難なため、
開催を 11 月に変更し、バス旅行にこだわらず企
画を練り直す。内容が決定しだい報告する。
▷事業推進部＝事務局
　◆ PP 維持・更新研修会の場所、開催日の報告。
東日本ＰＰ会（栃木 9 月 4 日、仙台 9 月 7 日）、
北海道地区 9 月 28 日（新規取得研修あり）、東
海地区 10 月 26 日、東京① 10 月 23 日、② 11
月 6 日（いずれも文京区シビックセンターで開催）
沖縄地区と九州地区の企業は東京開催に参加予
定。
　◆キヤノンコレモールの 7、8 月分の売上報告
があった。
▷広報企画部＝米田和秀部長
　◆本日午後 3 時から編集会議を開催した。７
月からメール会議の形で開催していたが、　出席
者から再開を求める声もあり、今後は 2 か月に 1
度招集し開催することになった。　
　◆「PP 認定企業の紹介」はしばらく休載してい
たが、維持更新研修会の各地区の実施報告や、

昨年度より新規取得企業も増えたので、同コー
ナーを復活させる。
▷教育情報部＝松岡豊部長
　◆関複セミナーについて
　7 月 23 日に開催した第一弾の「キヤノンマー
ケティングジャパン」セミナーの結果報告が行わ
れ、第二弾の 9 月 19 日「コニカミノルタジャパン」
セミナーの申込状況や内容の報告、第三弾の 11
月 8 日「富士ゼロックス」セミナーについて概要
などが話し合われた。
　◆新春トップセミナー講師の候補者へ講演依
頼交渉の進捗状況を説明した。

【ジャグラ活動について】
　9 月 13 日に開催される、印刷の月などのジャ
グラの行事や会議の予定が報告された。

【その他】
　◆ 9月8日の台風により水害被害の申告があっ
た会員社に見舞金を出すことが承認された。
　●月刊関複の編集会議
　理事会に先立ち 9 月 12 日午後 3 時から関複
事務局で月刊関複の編集会議が開かれ 10 月号
以降の進行状況などが話し合われた。
　出席者は関複から、米田広報企画部長、早坂
淳理事、細井副理事長、黒井事務局員、協賛
会員はリコージャパン加藤博之氏、君島政行氏、
キヤノン MJ 山崎研治氏、富士ゼロックス鈴木信
彦氏。
※次回の理事会は、10 月 10 日に開催予定。

関複 令和元年度 第5回関複定例理事会開催
PP 維持・更新研修会が各地で開催される

あいさつする斎藤理事長

月刊関複編集委員会

月刊関複2019年10月号 5

　約 40 年前に出版物関連会社を創業した株式

会社ダーツは、紙媒体の印刷物が縮小傾向にあ

り仕事内容が変化してきたことから、缶バッジを

はじめとするノベルティグッズや販促物の制作を

始めた。約10年前のことである。付加価値をつ

けての提案や、小ロット、急ぎの注文も受けるな

どで業績を上げ、今では出版関連の売上とほぼ

同じぐらいの売上までに成長したという。会社は

東京・文京区小石川の江戸時代から源覚寺（こ

んにゃくえんま）の門前町として栄えた“えんま通

り商店街”にあり、大根田利夫社長は商店街の

企画を担当。町内会も手伝うなど、地元に密着

した活動で地域発展に貢献している。

　7 年ほど前から志木市のゆるキャラ〝カパル〟
（志木市文化スポーツ振興公社の公式イメージ
キャラクター）の缶バッジ等を制作しており、大
根田社長は「たまたま運がいいことに昨年、カ
パルが〈ゆるキャラグランプリ〉を受賞して、そ

れからカパルの缶バッジや T シャツ、トートバッ
グの注文が殺到しました。やはり 2 位じゃなくて
1 位じゃないとダメなんですよね」と茶目っ気たっ
ぷりに笑った。
　缶バッジ等ノベルティが好調に推移している理
由として、①設備がすべて自社に整っている ②
出張缶バッジ制作を行っている ③付加価値を提
案 ④小石川のアクセスの良さを挙げる。自社で
作成していると、つくりたいといわれた時に最短
で翌日にサンプルが渡せる。ネット社会といえど
も、現物を前にしての商談のほうが早いそうだ。
出張缶バッジ制作はスマホとプリンターを用意し
ていき、イベントのロゴや文字をお客さまの写
真とともに画像構成し、その場で手渡している。
大型ショッピングモールのグランドオープンでは
代理店からの依頼で出張し、1日 2000 個、3日
間で約 6000 個作成した。また、小回りを効か
せた注文を受けている。例えば、木曜日頃に、

「週末イベントがあるのでそれに間に合わせたい」
など相談に来るお客さまの要望にも応える。さ
らに付加価値提案をするため、常にアンテナを
張り巡らせてギフトショーなどにも出かけてアイ
ディアを生み出している。

　缶バッジ用の撮影を最近は、360 度カメラで
行うこともある。360 度カメラは東京大学の研
究室でも介護施設利用者の脳の活性化を図るた
めに利用されており、思い出の地に行きたくて
も行けなくなった方々にバーチャル・リアリティ

（VR）画像を見せて脳の活性化を調べている。
大根田社長もその研究に参加している。旅行先
でVR 画像を撮影するのは、60 歳前後のアクティ
ブシニアだという。
　今後手がけたいことについては「これからは
360 度カメラを、うまく活用していきたいですね。
また現在、コンピュータでできる何かを模索して
おり、3D の勉強をしています。3D となると規
模が大きくなり設備も必要になってきますので、
他社と協力できるところは協力し合っていきま
す」と話す。

我が社の業務（特別篇5）

株式会社ダーツ
代表取締役 大根田 利夫 氏

〜缶バッジ制作が好調〜

主力の出版関連売上に
迫る缶バッジ制作
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我が社の業務（特別篇5）
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〜缶バッジ制作が好調〜

主力の出版関連売上に
迫る缶バッジ制作
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2019 年 10 月吉日
関東複写センター協同組合
組 合 員　各位

関東複写センター協同組合
理事長　　斎 藤  隆 正

教育情報部　　松 岡  　 豊

関複セミナー
ドキュメントソリューション最新動向セミナー

　日頃より関複の組合活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　さて、今回は当会協賛会員富士ゼロックス様のご協力により「ドキュメントソリューション最
新動向セミナー」を開催いたします。
　今回のセミナーは、オフィスの効率化や生産性向上を推進する RPA、AI-OCR、クラウド
連携、セキュリティ等についての技術やソリューション、事例を中心にご説明いただきます。
　セミナー第一部として、業務効率化・自動化を促進する RPA の実態と課題の詳細説明を、
セミナー第二部では、企業に求められるセキュリティ対策と脅威の最新動向についてご紹介い
ただきます。（詳細は、別紙ご覧ください）
　セミナー会場は、５０名程入れる部屋をご用意しておりますので従業員の方もお誘いの上、
皆様ふるってご参加ください。

以上
記

 日　時 １１月８日（金）　１５：００～１７：００（受付１４：３０～）
 場　所 富士ゼロックス株式会社　
  東京都港区六本木３－１－１　六本木ティーキューブ５階
  Document CORE Tokyo 「Patio（パティオ）C」

≪ 受付締切：１１月５日（火） ≫

＜参加申込＞　関複事務局　ＦＡＸ：０３（３８１５）４３５７

※切り取らずこのままＦＡＸをお送りください。

会 社 名

氏　  名
計　　　　名

ＴＥＬ／ＦＡＸ

Ｅメールアドレス
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富士ゼロックスの提案

ドキュメントソリューション最新動向セミナー
～スマートワーク実現に向けたドキュメントソリューションの最新動向を技術、事例からご紹介～

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて富士ゼロックスでは、「 （スマートワーク・イノベーション）」を策定、 （人工知能）
および （ ）・ （ ）技術を活用した様々なサービスを展開しております。
この度「ドキュメントソリューション最新動向セミナー」と題し、オフィスの効率化や生産性向上を推進する 、

、クラウド連携、セキュリティ等についての技術やソリューション、事例を中心にご紹介することで、業界に
おけるビジネス展開の可能性について探っていきたいと思います。
本セミナーが皆様の今後のビジネス拡大に向けて有益なヒントとなれば幸いです。

ご多用の折とは存じますが、何卒ご来場を賜りたくご案内申し上げます。 敬具

交通のご案内：

■ 東京メトロ 南北線
「六本木一丁目」駅 西改札より直結

■ 東京メトロ 日比谷線・都営地下鉄大江戸線
「六本木」駅 出口 より徒歩 分

■ 東京メトロ 銀座線・南北線
「溜池山王」駅 出口 より徒歩 分

セミナー プログラム ～ 定員： 名

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

富士ゼロックス株式会社 グラフィックコミュニケーションサービス事業本部 グラフィックコミュニケーションサービス営業部

販売促進グループ 担当：鈴木 / 古屋 Tel：03-3584-3728

＜ドキュメントソリューション最新動向セミナー お問合せ先＞

＜お申込み方法＞
別途ご案内の参加申込書に必要事項をご記入の上、関東複写センター協同組合事務局 FAX：03-3815-4357 宛てにお送り下さい

『業務効率化・自動化を促進する の実態と課題

～ドキュメント種類での適材適所な使い方～』
富士ゼロックス アドバンスドインダストリアルサービス事業本部

デジタルプラットフォーム部 三野 凡希

日 時： 2019 年 11 月 8 日 （金）15:00 ～ 17:00  ※受付開始14:30
会 場：富士ゼロックス株式会社

Document CORE Tokyo 「Patio（パティオ） C」

東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 5階

主 催：

グラフィックコミュニケーションサービス営業部

TEL：03-3584-3728

働き方改革ブームの中で、 （ロボティック・プロセス・オートメーション）

の導入が金融から製造・サービス業、大手企業から中小企業に至るまで、業種
・業界を問わず、様々な現場での利活用が進んでいます、しかしながら を導

入したが、期待したほどの効果が得られなかったという話を耳にすることも事
実です。
当講演では、ドキュメント業務における効率化・自動化に観点を置き、 の実

用化に向けた導入企業のチャレンジから、その導入プロセスや成果などを踏ま
え、適材適所な導入業務についてお伝えします。

セミナー プログラム ～ 定員： 名

『企業に求められるセキュリティ対策と脅威の最新動向』
富士ゼロックス エンタープライズドキュメントソリューション事業本部

スマートワークイノベーション推進部 川上 祐毅

近年、経済産業省の投げかけや法令の整備によって、セキュリティ対策の必要
性が認知されてきました。

ビジネスシーンの中で情報を取り扱う際、「当たり前」に知っていなければい
けないセキュリティ対策。実はそれは相手先のお客様によって異なる内容が求
められているのです。

それを理解し情報を取り扱うことによって、今まで以上にお客様からの信頼を
得て、基盤ビジネスの拡大にお役立ていただけるようなお話をいたします。
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販売促進グループ 担当：鈴木 / 古屋 Tel：03-3584-3728

＜ドキュメントソリューション最新動向セミナー お問合せ先＞

＜お申込み方法＞
別途ご案内の参加申込書に必要事項をご記入の上、関東複写センター協同組合事務局 FAX：03-3815-4357 宛てにお送り下さい

『業務効率化・自動化を促進する の実態と課題

～ドキュメント種類での適材適所な使い方～』
富士ゼロックス アドバンスドインダストリアルサービス事業本部

デジタルプラットフォーム部 三野 凡希

日 時： 2019 年 11 月 8 日 （金）15:00 ～ 17:00  ※受付開始14:30
会 場：富士ゼロックス株式会社

Document CORE Tokyo 「Patio（パティオ） C」

東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 5階

主 催：

グラフィックコミュニケーションサービス営業部

TEL：03-3584-3728

働き方改革ブームの中で、 （ロボティック・プロセス・オートメーション）

の導入が金融から製造・サービス業、大手企業から中小企業に至るまで、業種
・業界を問わず、様々な現場での利活用が進んでいます、しかしながら を導

入したが、期待したほどの効果が得られなかったという話を耳にすることも事
実です。
当講演では、ドキュメント業務における効率化・自動化に観点を置き、 の実

用化に向けた導入企業のチャレンジから、その導入プロセスや成果などを踏ま
え、適材適所な導入業務についてお伝えします。

セミナー プログラム ～ 定員： 名

『企業に求められるセキュリティ対策と脅威の最新動向』
富士ゼロックス エンタープライズドキュメントソリューション事業本部

スマートワークイノベーション推進部 川上 祐毅

近年、経済産業省の投げかけや法令の整備によって、セキュリティ対策の必要
性が認知されてきました。

ビジネスシーンの中で情報を取り扱う際、「当たり前」に知っていなければい
けないセキュリティ対策。実はそれは相手先のお客様によって異なる内容が求
められているのです。

それを理解し情報を取り扱うことによって、今まで以上にお客様からの信頼を
得て、基盤ビジネスの拡大にお役立ていただけるようなお話をいたします。
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 1 

 
多様なビジネスニーズに対応した“imagePRESS C165”を発売 

カラープロダクションプリンターのラインアップを拡充 
 

 

キヤノンは、プロダクションプリンター「imagePRESS（イメージプレス）」シリーズの新製品として、

“imagePRESS C165”を 2019 年 10 月上旬より発売します。 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

新製品は、商業印刷市場からオフィスまで幅広いニーズに応える印刷品位と用紙対応力を

備え、多様な制作物を促進するカラープロダクションプリンターです。オフィス向け複合機並

みに小さな設置面積でありながら、毎分 65枚（A4ヨコ）の高い生産性を有しています。パン
フレットや名刺、ポスターなどを必要な時にオンデマンドで出力することが可能になり、 
制作作業の効率化を図ることができます。 
	
	

＜imagePRESS C165 の主な特長＞ 

 
■ 新たに開発した紙搬送技術により印字位置のズレを抑制 
本体の給紙カセット内部に搭載した用紙位置を一定に保持するガイド機構、および独自に

開発した紙搬送速度の制御技術により、大量印刷時にも、用紙の種類やサイズを問わず、

印字位置のずれを抑制します。例えば、両面のチラシのように表裏で印刷位置の正確性を

求められる両面印刷において効力を発揮し、高品位な成果物を提供します。	

	

	

■ 1,300mm の長尺紙や 350g/m2 の厚紙など幅広い用紙に対応 

最長 1,300mmまでの長尺紙に対応しており※1、店舗装飾用の長尺 POPやポスターなどの出力が可
能です。350g/m2までの厚紙に対応しており、名刺やグリーティングカードなど、重厚で高級感のあ

る成果物を制作できます。また、大判プリンター「imagePROGRAF」シリーズで採用されている簡単
ポスター作成ソフトウエア「PosterArtist Lite」（無償ダウンロード）に対応しています。一般オフィス、小
売、流通、サービスなど幅広い業種に応じた基本テンプレートを選択できるため、長尺POPやポスターの制作
に関するスキルがなくても、手軽に企業内で制作することが可能です。 

 
※1	 片面印刷のみ可能 

  
 

 

  

imagePRESS C165 
＊オプション装着時 
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 1 

 
多様なビジネスニーズに対応した“imagePRESS C165”を発売 

カラープロダクションプリンターのラインアップを拡充 
 

 

キヤノンは、プロダクションプリンター「imagePRESS（イメージプレス）」シリーズの新製品として、

“imagePRESS C165”を 2019 年 10 月上旬より発売します。 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

新製品は、商業印刷市場からオフィスまで幅広いニーズに応える印刷品位と用紙対応力を

備え、多様な制作物を促進するカラープロダクションプリンターです。オフィス向け複合機並

みに小さな設置面積でありながら、毎分 65枚（A4ヨコ）の高い生産性を有しています。パン
フレットや名刺、ポスターなどを必要な時にオンデマンドで出力することが可能になり、 
制作作業の効率化を図ることができます。 
	
	

＜imagePRESS C165 の主な特長＞ 

 
■ 新たに開発した紙搬送技術により印字位置のズレを抑制 
本体の給紙カセット内部に搭載した用紙位置を一定に保持するガイド機構、および独自に

開発した紙搬送速度の制御技術により、大量印刷時にも、用紙の種類やサイズを問わず、

印字位置のずれを抑制します。例えば、両面のチラシのように表裏で印刷位置の正確性を

求められる両面印刷において効力を発揮し、高品位な成果物を提供します。	

	

	

■ 1,300mm の長尺紙や 350g/m2 の厚紙など幅広い用紙に対応 

最長 1,300mmまでの長尺紙に対応しており※1、店舗装飾用の長尺 POPやポスターなどの出力が可
能です。350g/m2までの厚紙に対応しており、名刺やグリーティングカードなど、重厚で高級感のあ

る成果物を制作できます。また、大判プリンター「imagePROGRAF」シリーズで採用されている簡単
ポスター作成ソフトウエア「PosterArtist Lite」（無償ダウンロード）に対応しています。一般オフィス、小
売、流通、サービスなど幅広い業種に応じた基本テンプレートを選択できるため、長尺POPやポスターの制作
に関するスキルがなくても、手軽に企業内で制作することが可能です。 

 
※1	 片面印刷のみ可能 

  
 

 

  

imagePRESS C165 
＊オプション装着時 

月刊関複2019年10月号 9 2 

	

 
■ 安定した色味により高品位で高精細な印刷が可能 
「imagePRESS」シリーズは「Multi-D.A.T.（Multi-Density Adjustment Technology）」を

共通で搭載しており、印刷中にリアルタイムで濃度補正を行います。大量印刷時も生産性を

保ちながら色味の変動を抑え、高品位な成果物を安定して印刷します。また、190線や 170線
など多彩なスクリーン線数を用意し、高品位で高精細な画質を実現します。粒状感が目立たない

滑らかな人肌の表現や、読みやすいくっきりとした文字の印刷が可能です。	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

・24本の赤色マルチレーザーを照射するレーザースキャナー「R-VCSEL
ヴ ィ ク セ ル

（Red-Vertical Cavity 
Surface Emitting Laser）」を搭載することにより、プリント解像度2,400dpi×2,400dpiの
高精細な画質を実現します。 

 
 

■ 業務効率向上に貢献する基本性能 
・毎分65枚（A4ヨコ）の高速出力。 
・「imagePRESS C910／C810／C660／C660CA」と共通のフィニッシャー（別売り）、
および出力した用紙をそろえるジョガー機能※2を用意。排紙した用紙を手でそろえ

直す必要がなくなり、断裁や製本、箱詰め時の手間を軽減します。	
	

※2	 フィニッシャーに「ジョガーキット・A1」（別売り）の装着が必要です。	

	

製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。 

粒状感が目立たない滑らかな人肌の表現（イメージ） 

テキスト/写真などを変更するだけで手軽にポスターを作成可能

■オフィス/一般 ■サービス ■小売/流通

業種に応じた約1 0 0種類の基本テンプレートをご用意

テンプレート例
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脱炭素社会の実現

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、
両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や
管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。
使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

以下の機種は、再生可能エネルギー由来の電力100%の
工場で組み立て生産しています。
RICOH MP C8003/C6503、RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C2500/C2000、RICOH MP C4503RC/C3003RC
RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/
2555/1601/1301、
RICOH SP C841/ C840/C352、RICOH SP 6450/6440/6430/
6420/6410

循環型社会の実現

●消費電力を抑える人感センサー

人感センサーの搭載により、スリープモード時も操作パネルを
タッチしてから約1秒で操作可能。
環境にやさしい設定のまま快適にお使いいただけます。
※ RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C2500/C2000の場合

●マシンの軽量化で省資源化に貢献

リコーはマシン重量を軽減することで、省資源化に取り
組んでいます。

imagio MP C5001 SP/C4001 SP

110kg以下
RICOH IM C5500/C4500

89kg以下

imagio MP C3301 SP/C2801 SP

110kg以下
RICOH IM C3500/C3000

87kg以下約21％削減！

約19％削減！

●植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来樹脂
パーツを採用。ライフサイクルでのCO2排出量を大幅に削減して
います。また、バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得
しています。

●市販回収材を用いた再生プラスチックの搭載

マテリアルリサイクルの一環として、プラスチックの市販回収材
（建材シート等）を原材料にし、独自に開発した繰り返し使え
る再生材を製品の一部に採用しています。市販回収材活用に
より新規投入資源使用量を削減し、さらに、その再生材の繰り
返し利用を実現することで、環境負荷低減に貢献します。

●インフォメーション画面

●再生可能エネルギー由来の電力100%工場で生産

リコージャパンの提案 38

リコーはA3複合機の組み立て生産に使用する全ての電力の
１００％再生可能エネルギー化を達成しました！

リコーは19年度から中国・タイ3工場および国内2工場で使用する
全ての電力を再生可能エネルギー100％にすることを達成。
これに伴い全てのA3複合機の組み立て生産が再生可能エネルギー
100％由来の電力になります。

【対象工場】
Ricoh Asia Industry , Ltd. （深圳）、 Shanghai Ricoh Digital Equipment Co., Ltd.（上海）*、Ricoh Manufacturing  Ltd.（タイ）、リ
コーインダストリー㈱ 東北事業所*、株式会社リコー リコー環境事業開発センター（御殿場）
脱炭素社会の実現

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、
両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や
管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。
使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

以下の機種は、再生可能エネルギー由来の電力100%の
工場で組み立て生産しています。
RICOH MP C8003/C6503、RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C2500/C2000、RICOH MP C4503RC/C3003RC
RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/
2555/1601/1301、
RICOH SP C841/ C840/C352、RICOH SP 6450/6440/6430/
6420/6410

循環型社会の実現

●消費電力を抑える人感センサー

人感センサーの搭載により、スリープモード時も操作パネルを
タッチしてから約1秒で操作可能。
環境にやさしい設定のまま快適にお使いいただけます。
※ RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C2500/C2000の場合

●マシンの軽量化で省資源化に貢献

リコーはマシン重量を軽減することで、省資源化に取り
組んでいます。

imagio MP C5001 SP/C4001 SP

110kg以下
RICOH IM C5500/C4500

89kg以下

imagio MP C3301 SP/C2801 SP

110kg以下
RICOH IM C3500/C3000

87kg以下約21％削減！

約19％削減！

●植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来樹脂
パーツを採用。ライフサイクルでのCO2排出量を大幅に削減して
います。また、バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得
しています。

●市販回収材を用いた再生プラスチックの搭載

マテリアルリサイクルの一環として、プラスチックの市販回収材
（建材シート等）を原材料にし、独自に開発した繰り返し使え
る再生材を製品の一部に採用しています。市販回収材活用に
より新規投入資源使用量を削減し、さらに、その再生材の繰り
返し利用を実現することで、環境負荷低減に貢献します。

●インフォメーション画面

●再生可能エネルギー由来の電力100%工場で生産

リコージャパンの提案 38

リコーはA3複合機の組み立て生産に使用する全ての電力の
１００％再生可能エネルギー化を達成しました！

リコーは19年度から中国・タイ3工場および国内2工場で使用する
全ての電力を再生可能エネルギー100％にすることを達成。
これに伴い全てのA3複合機の組み立て生産が再生可能エネルギー
100％由来の電力になります。

【対象工場】
Ricoh Asia Industry , Ltd. （深圳）、 Shanghai Ricoh Digital Equipment Co., Ltd.（上海）*、Ricoh Manufacturing  Ltd.（タイ）、リ
コーインダストリー㈱ 東北事業所*、株式会社リコー リコー環境事業開発センター（御殿場）
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脱炭素社会の実現

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、
両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や
管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。
使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

以下の機種は、再生可能エネルギー由来の電力100%の
工場で組み立て生産しています。
RICOH MP C8003/C6503、RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C2500/C2000、RICOH MP C4503RC/C3003RC
RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/
2555/1601/1301、
RICOH SP C841/ C840/C352、RICOH SP 6450/6440/6430/
6420/6410

循環型社会の実現

●消費電力を抑える人感センサー

人感センサーの搭載により、スリープモード時も操作パネルを
タッチしてから約1秒で操作可能。
環境にやさしい設定のまま快適にお使いいただけます。
※ RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C2500/C2000の場合

●マシンの軽量化で省資源化に貢献

リコーはマシン重量を軽減することで、省資源化に取り
組んでいます。

imagio MP C5001 SP/C4001 SP

110kg以下
RICOH IM C5500/C4500

89kg以下

imagio MP C3301 SP/C2801 SP

110kg以下
RICOH IM C3500/C3000

87kg以下約21％削減！

約19％削減！

●植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来樹脂
パーツを採用。ライフサイクルでのCO2排出量を大幅に削減して
います。また、バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得
しています。

●市販回収材を用いた再生プラスチックの搭載

マテリアルリサイクルの一環として、プラスチックの市販回収材
（建材シート等）を原材料にし、独自に開発した繰り返し使え
る再生材を製品の一部に採用しています。市販回収材活用に
より新規投入資源使用量を削減し、さらに、その再生材の繰り
返し利用を実現することで、環境負荷低減に貢献します。

●インフォメーション画面

●再生可能エネルギー由来の電力100%工場で生産

リコージャパンの提案 38

リコーはA3複合機の組み立て生産に使用する全ての電力の
１００％再生可能エネルギー化を達成しました！

リコーは19年度から中国・タイ3工場および国内2工場で使用する
全ての電力を再生可能エネルギー100％にすることを達成。
これに伴い全てのA3複合機の組み立て生産が再生可能エネルギー
100％由来の電力になります。

【対象工場】
Ricoh Asia Industry , Ltd. （深圳）、 Shanghai Ricoh Digital Equipment Co., Ltd.（上海）*、Ricoh Manufacturing  Ltd.（タイ）、リ
コーインダストリー㈱ 東北事業所*、株式会社リコー リコー環境事業開発センター（御殿場）
脱炭素社会の実現

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、
両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や
管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。
使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

以下の機種は、再生可能エネルギー由来の電力100%の
工場で組み立て生産しています。
RICOH MP C8003/C6503、RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C2500/C2000、RICOH MP C4503RC/C3003RC
RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/
2555/1601/1301、
RICOH SP C841/ C840/C352、RICOH SP 6450/6440/6430/
6420/6410

循環型社会の実現

●消費電力を抑える人感センサー

人感センサーの搭載により、スリープモード時も操作パネルを
タッチしてから約1秒で操作可能。
環境にやさしい設定のまま快適にお使いいただけます。
※ RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C2500/C2000の場合

●マシンの軽量化で省資源化に貢献

リコーはマシン重量を軽減することで、省資源化に取り
組んでいます。

imagio MP C5001 SP/C4001 SP

110kg以下
RICOH IM C5500/C4500

89kg以下

imagio MP C3301 SP/C2801 SP

110kg以下
RICOH IM C3500/C3000

87kg以下約21％削減！

約19％削減！

●植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来樹脂
パーツを採用。ライフサイクルでのCO2排出量を大幅に削減して
います。また、バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得
しています。

●市販回収材を用いた再生プラスチックの搭載

マテリアルリサイクルの一環として、プラスチックの市販回収材
（建材シート等）を原材料にし、独自に開発した繰り返し使え
る再生材を製品の一部に採用しています。市販回収材活用に
より新規投入資源使用量を削減し、さらに、その再生材の繰り
返し利用を実現することで、環境負荷低減に貢献します。

●インフォメーション画面

●再生可能エネルギー由来の電力100%工場で生産

リコージャパンの提案 38

リコーはA3複合機の組み立て生産に使用する全ての電力の
１００％再生可能エネルギー化を達成しました！

リコーは19年度から中国・タイ3工場および国内2工場で使用する
全ての電力を再生可能エネルギー100％にすることを達成。
これに伴い全てのA3複合機の組み立て生産が再生可能エネルギー
100％由来の電力になります。

【対象工場】
Ricoh Asia Industry , Ltd. （深圳）、 Shanghai Ricoh Digital Equipment Co., Ltd.（上海）*、Ricoh Manufacturing  Ltd.（タイ）、リ
コーインダストリー㈱ 東北事業所*、株式会社リコー リコー環境事業開発センター（御殿場）
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最終選考結果記者発表会を開く
大賞は岡村氏（高知市）作品が受賞

　日本グラフィックサービス工業会（ジャグラ、
中村耀会長）が主催、日本自費出版ネットワーク

（中山千夏・河合信良代表理事）が主管、関東複
写センター協組が後援している「日本自費出版文
化賞」の第 22 回最終選考会が 9 月 4 日午後 2
時から、東京・吉祥寺の東急 RIE ホテルで行わ
れ、入選作品の記者発表会が同ホテルで午後 5
時から開催された。
　選考は選考委員長の鎌田慧氏をはじめ中山代
表理事、佐藤和夫氏、秋林哲也氏、藤野健一氏、
小池一子氏、成田龍一氏の 7人によって行われ
た。
　今年の募集は 3 月末に締切り、昨年とほぼ同
数の 508 点の応募作品があった。一次審査、二
次審査を経て 71 点が入選候補作品として選出
され、当日の選考会で大賞（1 点）、部門賞（7 点）、
特別賞（７点）が決定した。
　鎌田委員長を皮切りに、各選考委員から各部
門賞と特別賞の発表と、受賞作品へのコメント
があり、内容紹介や受賞理由を語る中にも優れ
た作品への敬意が感じられた。
　発表会の冒頭でジャグラの中村会長は、選考
委員、日本自費出版ネットワーク NPO や関係ス
タッフに謝辞を述べた後、「今日はどんな作品が
選ばれるか楽しみにしている」とあいさつ。
　なお表彰式は 10 月 13 日に東京千代田区のア
ルカディア市ヶ谷で行われるが、今回初めての
試みとして自費出版即売会を併催する。いまま
での日本自費出版文化賞受賞作品から 34 点販
売する。手に入りづらい貴重な本が著者とともに
登場する。

　【文化賞大賞】▽グラフィック部門からの選出　

書名「NO NUKES　ビキニの海は忘れない」
= 著者名・岡村啓 佐氏（高知県高知市）、NO 
NUKES（核はいらない）プロジェックト・高知新
聞総合印刷

　【部門賞】▽地域文化部門、書名「朝日人―
ふるさとの心を伝える―」= 著者名・齋藤幸子氏

（山形県鶴岡市）、アイスリー・JA 印刷▽個人誌
部門、書名「サクラサク 青春の記憶」=著者名・
本間淑子氏（東京都江東区）▽小説部門、書名

「教室の座敷童子」= 著者名・にむらのりよし氏
（長野県松本市）クラフト舎、電算印刷　▽エッ
セー部門、書名「BUNJI 劇場」= 著者名・酒匂
鶴子氏（山形県新庄市）奇人館出版・吉野敏充
デザイン事務所　▽詩歌部門、書名「小山榮治
歌集　流離」= 著者名・小山榮治氏（東京都多
摩市）清水工房　▽研究評論部門、書名「中・
近世における寺社造営と様式に関する建築史的
研究」= 著者名・東野良平氏（大阪府吹田市）、
アドコム　▽グラフィック部門、書名「大蛇の住
む森　私のアマゾン」= 著者名・陣内すま氏（東
京都千代田区）、( 株 ) 啓正社

ジャグラ　第 22 回日本自費出版文化賞

大賞の「NO NUKES ビキニの海は忘れない」を手にする鎌田委員長
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　リコー（山下良則社長）は８月26日午後 1 時半から、
東京・渋谷区のシダックスカルチャーホールで宇宙航
空研究開発機構（JAXA）と共同開発した宇宙空間
で 360°の全方位を一度に撮影できる小型全天球カメ
ラの発表会を開催した。
　冒頭あいさつに立った山下社長は「リコーの持つイ
メージング技術は 80 数年の歴史の中、カメラや複写
機、複合機など多様な光学技術を礎に様々な未来視
点で価値を提供してきた」と述べ、「これからは IoTと
社会インフラとの融合を果たす役割がもとめられてお
り、その要請に対し光学技術とデジタル画像処理技
術とを応用し、これまでにない価値を提供した」この
カメラは「いままでの空間の一部をきりとるだけの写
真技術から、空間のすべてをそのまま写し取る空間記
録装置であり、新たな産業社会のインフラとなる可能
性を秘めている」と期待を語った。
　同カメラは小型衛星光通信実験装置「SOLISS」の
2 軸ジンバル部の動作確認のためのモニタカメラとし
て採用された。9 月11日に打ち上げ予定の宇宙ステー

ション補給機「こうの
とり」8号機で国際宇
宙ステーション（ISS）
へ送り届けられ、「希
望」日本実験棟の船外
実験プラットフォーム
から 360°の全天球静止画・動画を撮影し、地上に送
信する予定。民生品の 360°カメラが宇宙船外で全天
球型の撮影を行うのは国内初という。
　同カメラは JAXA 宇宙探査イノベーションハブ主任
研究員沢田弘崇氏からの提案で「RICHO THETA

（シータ）」をベースに、リコーと JAXA が共同で、宇
宙空間の温度、放射線など、宇宙の過酷な環境に耐
えるための様々な処置を施し完成させたもの。360°全
方位の同時撮影が可能なため、カメラのサイズ・重量
を抑えながら多くの視覚情報を得ることがきるという。
　リコーは 360°カメラおよび関連するサービスを交
通インフラ、自動車の自動運転、防犯カメラなどの様々
な産業分野や用途に展開していくとしている。

　 情 報ビジネスリコー
会（細井武会長）は８月
２日午後３時半から、東
京・港区 芝公園にある
リコージャパン本 社会
議 室で「JBR オペレー

ターセミナー」を開催した。スイッチの鷹野雅弘社
長が「Illustrator ユーザーのための InDesign 入門」
と題し講演を行った。本来オペレーター向けのセミ
ナーではあるが、参加者には経営者の姿も散見され、
InDesign に対する関心の高さがうかがわれた。
　鷹野氏は illustrator ユーザーが初めて InDesign に

触れた際、戸惑うポイントとして InDesign にはエリ
ア内文字しかないため、クリックしただけでは文字入
力ができないこと、テンキーを使った全体表示、拡大・
縮小が効かないが Mac なら「FILL InDesign」を入
れることで解決できることや、InDesign にしかない
機能としてアンカー付きオブジェクトの使用法などを
解説。特に InDesign の特徴であるマスターページの
作成の説明には時間が割かれた。また最後に Excel
や.gsheet でつくられた画像入りの個別データを CSV
ファイルに変換し、InDesign を使って結合ドキュメン
トを作成する手順が文字化けの防止法や、元データ
の行列の変換法も交え、懇切丁寧に説明した。

宇宙仕様全天球カメラを共同開発

オペレーターセミナーを開催

リコーと JAXA

JBR

小形全天球カメラ「THETA」をベースに宇宙空間で使用可能に

IllustratorユーザーにInDesignの基礎を

右から2 番目がリコー山下社長　
3 番目がJAXA 澤田氏

鷹野講師
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　キヤノンマーケティングジャパ
ン（キヤノンMJ）は９月 10 日午
後 2 時から、東京・品川のキ
ヤノン S タワーでキヤノン iP カ
レッジ in 品川「経営者のため
の採用力向上セミナー〜中堅・

中小企業が人材採用市場で勝つために〜」のタイトルで、
タナベ経営の大森光二部長を講師に招き開催した。
　大森氏は始めに新卒採用市場のトレンドとして「超早期
化により 3 月 1 日前までに認知してもらうことが必要であ
る」ことや、中小ではあまりなじみのない「インターンシッ
プは必須であり、他社との差別化が必要となっている」
と述べた。また、中途採用市場のトレンド解説では、「採
用側が年齢、国籍、性別などに拘らずに対象者の範囲を
広げている」という。また今までの「有料求人広告のみに

依存した戦略からの脱却が求められている」と述べた。
　大森氏は最後にこれからの採用において取り組むべき
こととして①自社のPRポイントやPR 方法の再整理をし、
自社サイトに応募者が欲しい情報を盛り込むなどする。
②限定正社員、主婦、外国人、シニアなどの採用の可
能性を再検討し、採用後は社内における育成体制を強
化してフォローする。③リファラルリクルーティング（縁
故など自社の人脈を通じて採用すること）やインターシッ
プなどの新たな採用手法を積極的に活用する。④働き
やすい会社、働きがいのある会社など魅力ある会社づく
り、の4 点をあげた。
　第 2 部は 11 月 11日から13 日まで京都のみやこメッセ
で開催予定の「TSF（Think Smart Factory）2019」をホ
リゾンインターナショナルコーポレートデザイン部の池本
親明課長が紹介した。

　キヤノンシステムアンドサポート（キヤノンS&S）は8月
29日午後3時から東京・千代田区神田の同社神田セミナー
ルームで「働き方改革関連セミナー」を開催した。「『人手
不足×働き方改革関連法』の危機を乗り切るための労務
リスク対応」のタイトルで、柏労務サポートの堀田真紀子
社会保険労務士と、よつば総合法律事務所の三井伸容
弁護士が講演した。
　最初に堀田氏は４月から施行を開始した働き方改革関
連法の概要を説明し、その中の「有給休暇の５日間取得
義務」「労働時間法令の見直し」2 つのポイントを解説し
た。4 月から施行されている有給休暇の取得義務では、
５日間の取得のために、半休制度の活用や、労使協定に
基づく「計画的付与」制度の活用などをアドバイス。また、
中小企業には来年の４月から施行される時間外労働の上
限規制では、「労働時間の適正な把握、実際の残業時間
の分析、36 協定の準備、見直しから残業削減プロジェク
トの発足さらに賃金制度、評価制度の再構築が必要」と
述べた。

　続いて登壇した三井弁護士は「残業時間規制未対応企
業には今後、過重労働の責任が追及されやすくなったり、
部下の残業抑制によって管理職が残業を強制したり、管
理職自身が長時間労働を行う」などの様々なリスクが予想
されると述べた。
　また、2021年 4月から改正される労働契約法で盛り込
まれる「同一労働同一賃金の実現」については「今後は
待遇ごとに趣旨、目的、理由、背景事情等の整理を行い、
それらを考慮の上、パート・有期であることを理由とした
待遇差ならば認められず、待遇差が職務の内容、変更の
範囲などできちんと説明がつく場合は認められる」と述
べ、問題があった場合の賃金体系の見直しなどの具体的
な対処法は、判例
などに精通してい
る社労士、弁護士
などの専門家の手
助けが必要になる
と語った。

キヤノンMJが経営者のための採用力向上セミナーを開催

キヤノンS&Sが働き方改革関連法セミナーを開催
実例にもとづき様々な対策をアドバイス

〜中堅・中小企業が人材採用市場で勝つために〜

講師の大森部長

セミナー会場
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デジタル紙器ラベル印刷ソリューションセミナー

サイン＆ディスプレイショウ2019 開催

デジタルが広げる可能性訴求

インクジェットプリンタとLED関連機器が目立つ

　コニカミノルタジャパン（KMJ）は 8 月 8 日午後 1 時か
ら、東京・八王子市のコニカミノルタ東京サイト八王子
Customer  Engagement  Center（CEC）で「デジタル
紙器・ラベル印刷ソリューションセミナー」を開いた。紙
器印刷会社、商業印刷会社関係者を対象にデジタルが
広げる紙器・ラベル印刷の可能性を、セミナー、Digital　
Smart  Factory の同社関係実機実演を通して訴求した。
　セミナーでははじめにコニカミノルタプロフェッショナ
ルプリント事業本部産業印刷事業部の植村利隆事業部
長があいさつに立った。植村氏は開発段階としてはすで
に以前から取り組んできたが、産業印刷事業部として発
足したのは 2017 年、3 年目の事業部となると紹介し、
ラベル印刷領域、テキスタル、パッケージ領域への事業

拡大を目指す部署に
なると説明した。ま
た植村氏はラベル業
界の、ある分野の中
価格帯では世界 No.1 のシェアを占めることや海外メー
カー買収効果もあって後発ながら、それぞれの領域でポ
ジションを占めているとアピールした。
　KMJ 上席執行役員情報機器事業本部 PPG 営業統括
部長の須田徹氏は産業印刷ビジネスのワールドワイドの
実績に触れながらも、産業印刷を含めた PPG ビジネス
でのミッションは「共に印刷の未来を創る」という標語に
象徴されるように、お客様のお客様も対象に業界に貢献
していくと語った。

　東京屋外広告美術協同組合（東広美）が主催するサ
イン・ディスプレイの広告資材展「第 61 回サイン & ディ
スプレイショウ」が 8 月 29 日から 31 日までの 3 日間、
東京・江東区青海の東京ビッグサイト青海展示棟で開
催され、サイン・ディスプレイに関する資材、加工機器、
工作車両などが一堂に展示された。
　関複の協賛会員も積極的に出展している。

　 桜 井は、 売 場 や打
合せ場所に強いインパ
クト空間をつくれるコ
ミュニケーション用大
型モニター（118 インチ）

「Dynamic A2.5」、 色
温度を調整できる薄型導光板広告掲示用パネル「サク
ライトパネル（新）」や、ナノダイヤモンド系プロジェクター
用透過型スクリーン「Dialumie」を出展した。
　ダイヤミックはプロジェクター用スクリーンフィルム「彩
美ｓSaiVis」の中から、持ち運びが可能なため、短期イ
ベントやウインドウサイネージ向けの「80 インチモバイ

ルスクリーン」や、低コス
トの「手動巻き上げスク
リーン」を出展。また参
考出品ながら、昇華式プ
リンタで大サイズ出力を
可能とする、「幅 3.2 ｍの
トランスファーペーパー 

（糊無・中厚手）」を展示。
　日本 HP は先ごろ販売
され た「Stitch S プ リン
ター」を出展。同機はユー
ザーによる交換可能なプリントヘッドを初搭載したこと
で、製品のダウンタイムとサービス費用が削減され、ま
たはじめて採用された内蔵分光測色器で色情報を保存
することができるので、オペレーターが変わっても、別
の機械でも同じ色で印刷が可能としている。これから急
速に市場が拡大すると言われているテキスタイル分野の
デジタル印刷市場を取り込む同社の戦略機種を中心に
展示した。

桜井

ダイヤミック

日本 HP

コニカミノルタジャパン
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ラベル印刷領域、テキスタル、パッケージ領域への事業

拡大を目指す部署に
なると説明した。ま
た植村氏はラベル業
界の、ある分野の中
価格帯では世界 No.1 のシェアを占めることや海外メー
カー買収効果もあって後発ながら、それぞれの領域でポ
ジションを占めているとアピールした。
　KMJ 上席執行役員情報機器事業本部 PPG 営業統括
部長の須田徹氏は産業印刷ビジネスのワールドワイドの
実績に触れながらも、産業印刷を含めた PPG ビジネス
でのミッションは「共に印刷の未来を創る」という標語に
象徴されるように、お客様のお客様も対象に業界に貢献
していくと語った。

　東京屋外広告美術協同組合（東広美）が主催するサ
イン・ディスプレイの広告資材展「第 61 回サイン & ディ
スプレイショウ」が 8 月 29 日から 31 日までの 3 日間、
東京・江東区青海の東京ビッグサイト青海展示棟で開
催され、サイン・ディスプレイに関する資材、加工機器、
工作車両などが一堂に展示された。
　関複の協賛会員も積極的に出展している。

　 桜 井は、 売 場 や打
合せ場所に強いインパ
クト空間をつくれるコ
ミュニケーション用大
型モニター（118 インチ）

「Dynamic A2.5」、 色
温度を調整できる薄型導光板広告掲示用パネル「サク
ライトパネル（新）」や、ナノダイヤモンド系プロジェクター
用透過型スクリーン「Dialumie」を出展した。
　ダイヤミックはプロジェクター用スクリーンフィルム「彩
美ｓSaiVis」の中から、持ち運びが可能なため、短期イ
ベントやウインドウサイネージ向けの「80 インチモバイ

ルスクリーン」や、低コス
トの「手動巻き上げスク
リーン」を出展。また参
考出品ながら、昇華式プ
リンタで大サイズ出力を
可能とする、「幅 3.2 ｍの
トランスファーペーパー 

（糊無・中厚手）」を展示。
　日本 HP は先ごろ販売
され た「Stitch S プ リン
ター」を出展。同機はユー
ザーによる交換可能なプリントヘッドを初搭載したこと
で、製品のダウンタイムとサービス費用が削減され、ま
たはじめて採用された内蔵分光測色器で色情報を保存
することができるので、オペレーターが変わっても、別
の機械でも同じ色で印刷が可能としている。これから急
速に市場が拡大すると言われているテキスタイル分野の
デジタル印刷市場を取り込む同社の戦略機種を中心に
展示した。

桜井

ダイヤミック

日本 HP

コニカミノルタジャパン
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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　

（2）テクノロジーが進化

　働き手かすると、今は空前の売手市場です。だ
が、安心してはいられません。RPA や AIなどテ
クノロジーの進化は目覚ましく、「大手企業の正社
員＝安泰」という働き方はすでに崩壊しつつありま
す。また、テクノロジーの進化により、労働環境
のみならず産業構造が大きく変わる局面を迎えて
います。

【テクノロジーの進化による代表的な変化】

・機械に仕事を奪われる、仕事の内容が変わる
（RPA、AI）
・産業構造が変わる（ブロックチェーン、スマート
コントラクト）
・デジタルディスラプチャーの台頭、シェアリングエ
コノミーの発展

　つまり人口減少を背景とした、テクノロジーの活
用で業務効率化をはかるという意味での「働き方
改革」だけではなく、事業やビジネスモデルその
ものを見直して新たな付加価値を創出するという
イノベーションが求められています。

　政府主導の労働生産性向上にだけ焦点を当てた
「働き方改革」では、改革を起こすことはできま
せん。知的生産性向上をともなうことが、企業が
イノベーションを起こせる鍵となります。

（3）人生 100 年時代の到来

　いま医療やヘルスケア、新薬の分野が目覚まし
く発展しており、健康寿命は飛躍的に伸びると予
測されています。内閣府の発表によれば、日本は
「世界のどの国も経験したことのない高齢社会」
を迎えるそうです。
　『ライフシフト』著者のひとりであるリンダ・グラッ
トン氏が提出した資料によると、日本で 2007 年
に生まれた子供の 50％は、107 歳まで生きるとあ
ります。
　超高齢化社会を迎え社会保障システムの見直し
も迫られているいま、70 歳、80 歳まで現役とし
て働く人生が現実味を帯びてきています。

【人生 100 年時代への対策として求められる行動】

・学校に行って、就職して定年まで働いて、引退、
という3ステージの脱却
・マルチステージ型の人生への転換
・生涯学び続けること、大人の学び直し
　このような大変革の時代に現役期間が伸びると
いうことは、決められた事後を効率よくこなすだけ
では生き残れません。個人個人が自己研鑽し、知
的生産性の向上を目指すほうが懸命です。副業
やNPO への積極的な参加も検討すべきです。
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複写を考える○58　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

　落とし噺が入りいささか脱線しそうなので閑話休題

　松煙墨は煤の粒子が粗いため光沢が少なく、濃淡を調節することで色の幅を表現しやすいのが特徴で

す。油煙墨は煤の粒子が細かく均一で、松煙墨よりも艶やかで光沢のある文字が書けるのが特徴です。

淡く磨った場合には原料となった植物に応じて赤・黄・茶などの色味を帯びることから、茶墨と呼ばれ

ることもあります。　

　また、「墨が枯れる」という表現があります。墨の種類を問わず、年月を経るごとに膠に含まれるタ

ンパク質の分解が進み、墨が持つ粘度や伸びが変化します。

　これによって紙に書いたときの滲み（にじみ）具合や立体感など表現の自由度が広がり、特に淡墨を

重視する作品にとっては価値が高くなります。

　明（みん）の時代になると製墨業も隆盛を極め、墨の外観に模様や絵柄を表現するための墨型彫刻師

や、墨匠と呼ばれる墨職人も生まれました。

　彼らが作製した墨を収録した墨譜（墨のカタログ）も数多く発刊され、優れた名墨は鑑賞や収集の対

象としても取引されるようになります。　

　中でも程君房（ていくんぼう）が作成した程氏墨苑（ていしぼくえん）、方于魯（ほううろ）が作成

した方氏墨譜（ほうしぼくふ）が有名。二人は同年代で師弟だったとも言われておりますが、相当なラ

イバルでもあり同時代の代表的墨匠です。

　下図は方氏墨譜の一部で国会図書館デジタルコレクションより引用したもので詳しくは　http://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592386　を参照くださると良いでしょう。

墨譜の一例　方氏墨譜（作者　方于魯（ほううろ）作成　明　萬歴11 年　国立国会図書館）　Fig 115

複写を考える 原稿 NO58 
 
 
 
 
 
 

落とし噺が⼊り いささか脱線しそうなので 閑話休題 
松煙墨は煤の粒⼦が粗いため光沢が少なく、濃淡を調節することで⾊の幅を表現しやすいの
が特徴でし 油煙墨は煤の粒⼦が細かく均⼀で、松煙墨よりも艶やかで光沢のある⽂字が書
けるのが特徴です。 淡く磨った場合には原料となった植物に応じて⾚・⻩・茶などの⾊味
を帯びることから、茶墨と呼ばれることもあります。  
 また、「墨が枯れる」という表現があります。墨の種類を問わず、年⽉を経るごとに膠に
含まれるタンパク質の分解が進み、墨が持つ粘度や伸びが変化します。 
これによって紙に書いたときの滲み（にじみ）具合や⽴体感など表現の⾃由度が広がり、特
に淡墨を重視する作品にとっては価値が⾼くなります。 
 
 明（みん）の時代になると製墨業も隆盛を極め、墨の外観に模様や絵柄を表現するための
墨型彫刻師や、墨匠と呼ばれる墨職⼈も⽣まれました。 
彼らが作製した墨を収録した墨譜（墨のカタログ）も数多く発刊され、優れた名墨は鑑賞
や収集の対象としても取引されるようになります。  
 中でも 程君房（ていくんぼう）・が作成した程⽒墨苑（ていしぼくえん） ⽅于魯（ほ
ううろ）が作成した⽅⽒墨譜（ほうしぼくふ）が有名。 ⼆⼈は同年代で師弟だったとも
⾔われておりますが相当なライバルでもあり 同時代の代表的墨匠です。 
 
下図は⽅⽒墨譜の⼀部で 国会図書館デジタルコレクションより引⽤したもので 詳しく
は http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592386 を参照くださると良いでしょう。 
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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）
東京タワー

■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

7月号：北田 博章氏
浅草雷門

8月号：黒井由美子氏
東京ドーム

9月号：北田 博章氏
七里ヶ浜
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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






