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　前回の巻頭言（2016 年の 18 巻）から 4 年
が過ぎ、何を書いたのか見直し振り返り事を書
いてあり「あれから 35 年」とのタイトルでした。
　来年は当社も設 立 40 年・・・早いなぁ～。
ただこの 4 年の間に元号が変わるとは！ 令和
に変わり何となく新しい時代が来たのかなぁ？ 
と思いつつも「昭和・平成・令和」えらく歳を取っ
たと感じるのは私だけでしょうか？
　来年は東京オリンピックです。開催国の選手
が強くなるのを目の当たりにしていますが、日
本も同様ですね。特に若い年代の強い選手が
矢鱈と出て来て頼もしい事です。
　バトミントン、卓球、バレー、野球、サッカー、
ゴルフ、アイススケートなど、特に女子は全英
オープンゴルフで優 勝！ ビックリ！ また、日
本初の PGA でタイガーが優勝！ これまたビッ
クリ！ それと何と言ってもラグビーのワールド
カップですね。日本中が盛り上がりました。
　私もチケットを頂き試合 会 場の「エコパス」
にスコットランド×ロシア戦を見に行きました。

田舎の小さな駅の愛野駅が、人・人・人ですご
いことになっていました。試合結果は 62 対 0
でスコットランドの圧勝。私が観戦した後ろが
VIP 席でスコットランドの選手らしき人達が観
戦していました。
　翌朝のラジオ放 送でレギュラーの選手達を
温存していたのが VIP 席の人 達だったと分か
り、これでは日本は勝てないと思っていました
が、その試合の 3 日後、日本×スコットランド
戦が始まり大接戦の末、日本の勝利！ スゴイ！ 
ビックリ！ テレビに噛り付いて応援。全身に力
が 入り、 試 合
が 終 っ た 後、
疲 れ た～酒 が
美味しい～♪ 
　 日 本 中 が 一
つになったよう
な一日でした。
　ただ喜んでばかりではないですね。今回の
台風 15 号、19 号、21 号は、今まで考えられ
ない程の被害を与え、風・雨で各地寸断！ 風
の力、水の力に驚きでした。
　来年は東京オリンピック、パラリンピックで
す。今年のような災害がオリンピック開幕中に
来ない事を祈ると伴に、来年は今年以上により
良い年になりますように。

　『ガンバレ！ 日本！ 』

◆巻頭言53

スポーツの秋 元年！

関東複写センター協同組合
理事　柴田昌彦
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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
11 月 7 日午
後 5 時から、
東京・春日の関複事務所で「令和元年度 第 7 回
定例理事会」を開催した。理事、監事、相談役
の 8 人が参加した。
　冒頭、あいさつに立った斎藤理事長は「下期に
むけ行事も多くあるが協力のほどよろしくお願い
したい」と要望した。
　森迫隆正専務理事の司会で、議事が進行した。

【報告事項Ⅰ＝組合事業について】
◆斎藤理事長が神田幸男氏の組合事業の提案に
ついて説明し、事業に参加することを報告。

【報告事項Ⅱ＝各部会の活動】
　①総務部＝亀田真司部長
　◆ 11 月 30 日に予定されていたボウリング大会
は参加申込者が少ないため、中止にする。
　◆ 12 月 12 日の理事会終了後に納会を行う。
　◆関複新春賀詞交歓会
　令和 2 年 1 月 21 日（火）東京・水天宮のロイ
ヤルパークホテルで午後 4 時からトップセミナー、
午後 5 時から賀詞交歓会を開催。

　②事業推進部＝事務局
　◆今年度 PP 維持・更新研修会がすべて終了
したと報告があった。
　◆キヤノンコレモールの 10 月分の売上報告が
あった。

　③広報企画部＝事務局
　◆月刊関複 11 月号の完成報告と 1 月号の内
容、進行予定などを説明。
　◆月刊関複の編集について「我が社の業務」
の取材先探しに協力を要請した。

　④教育情報部＝松岡豊部長
　◆ 11 月 8 日（金）に開催する関複セミナーにつ
いて出席者数などを報告。
　 ◆新春トップセミナー講師の成田真由美氏と
11 月 27 日に事前打ち合わせを行う。

【ジャグラ活動について】
　○ 11 月 15 日、16 日に東京ドームホテルで開
催するジャグラ全国協議会などが話し合われた。

【その他】
　○ジャグラから自費出版文化賞の後援依頼が
きたが、昨年同様に後援する。
　
※次回の理事会は 12 月 12 日開催予定

●月刊関複編集会議を開催
　11 月 14 日午後 4 時から、東京・春日の関複
事務所で編集会議を開催した。関複からは米田
和秀広報企画部長、黒井由美子事務局員、協賛
会社はキヤノンM J 山崎研治氏、富士ゼロックス
鈴木信彦氏、リコージャパン君島政行氏が参加。　　　

　12月号の
台割の確認
や、次号以
降の編集内
容などを検
討した。

関複 令和元年度 第7回関複定例理事会を開く
新春賀詞交歓会スケジュール発表

理事会の模様

協賛会社 3 社と共に編集会議
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　尾久橋通りと交差する環七通り、その通り
沿いにある青い三階建ての㈱アイワコピー本社
ビルに伺った。

　アイワコピーは、工業用及び建設用図面の
電子化（スキャニング）や製本を行っている。
昭和６２年に、大型図面やＣＡＤデータの印
刷といった情報の「複写」を主力事業として創
業した。時代とともに複写業から複写情報加
工業へと変化をしてきた。

　周辺技術の進展によるプリンターの普及・
高度化、環境問題への対応強化等によって、
顧客ニーズや競争環境が大きく変化してきた
業界である。図面も、従来は紙への出力が中
心業務で、その早さと質がポイントだった。し
かし、近年の情報の電子化や紙を使わない情
報の利用が進み、顧客のニーズも変化した。

実際に、アイワコピーでも図面をスキャンして
データとして納品している。時代は変化しても、
アイワコピーの提供する価値の本質は、「情報
を利用しやすいかたちとして提供すること」で
あり、創業から近年ＩＴの進展によって、「利
用しやすいかたち」がさらに大きく変化してい
く。
　アイワコピーは兄隆司氏（現会長）とともに
創業、以来二人三脚で経営にあたり、豊氏は
数年前に社長を引き継いだ。兄弟の硬いパー
トナーシップが現在のアイワコピーをつくった。

　アイワコピーは風通しがよく、新事業への挑
戦も進んでいる。実際に従業員の柔軟な発想
が商品を生み出している。２階には大型のプ
ロ仕様の１０色の色紙が使えるセルフコピー機
が並ぶ。そして、オリジナル商品であるメッセー
ジカード「こころ花」。従業員のアイデアを既
存設備のみを活用して開発した。もらった側は
うれしくなる可愛いデザインで、宝塚歌劇団か
ら発注があったほど。

　松岡氏の同友会入会のきっかけは、兄であ
る隆司氏が千葉県同友会の市川浦安支部で活
動していたことによる。千葉は遠いからと足立
支部に入会した。市川浦安支部での学びには

我が社の業務

（株）アイワコピー
 代表取締役 松岡 豊氏

学びと挑戦で
激変する時代を生き抜く
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東京都足立区西新井本町2-27-15
設　　立	1985	年
資	本	金	1300	万円
従業員数	 28	名
事業内容	印刷、セルフコピー、製本加工、スキャニング、
	 図面の電子化、下水完了図、
	 メッセージカード「こころ花」
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大きな刺激があり、今でもその親交は続いて
いる。

　足立支部では支部長として３年間支部運営
に取り組んだ。氏の例会報告をきっかけに入
会してくれた方がいたときはとても嬉しかった
と言う。会社の事業承継と同じように、支部
でも自分の学んだことを後進に引き継ぎたい
と語る。

　業種は違っても同じ経営者という立場で、
切磋琢磨し成長していけるところが同友会の
よいところで、誰かが何かに挑戦して結果を出
したら、「自分も負けてられるか」となるとこ
ろがいい。優しく語る笑顔の裏に負けん気の
強さが隠れていた。刺激を受け合いながら成
長していける環境が同友会にはある。

　松岡氏は事業承継も念頭に置いている。後
継者になるものには現場での柔軟な発想に加
え、環境の変化にも対応していける経営力が

必要で、それを身につけるためには、十分な
教育をしてからだと考えている。この辺りにも
同友会らしさが見受けられる。

　今後も大きく変化する競争環境下において
も、アイワコピーは、社長の意志を引き継ぎ、
学びと挑戦で、「お客様に頼りにされる会社・
オフィスパートナー」として成長を続けていく
だろう。

本稿は「月刊中小企業家」10 月号に掲載さ

れたものを、東京都中小企業家同友会のご好

意で転載させていただきました。

プロ仕様のコピー機が並ぶ店内

自由に使える紙の棚

自社開発した手書き文字の
メッセージカード「こころ花」
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富士ゼロックスの提案

印刷創世研究会第 期生 募集のご案内

拝 啓 時下ますますご清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、弊社では様々な教育コースのご提供を通して印刷企業の皆様に人材育成の支援を行っております。

中でも『印刷創世研究会』は、次期経営者への事業継承支援や、ミドルマネジメント力の強化を目的と

した研修プログラムで、半年間にわたって開催します。

研修の内容は『経営の見える化、数値化』を軸とした経営戦略の立案です。本プログラムを学ぶことに

より、自社または自部門の課題を理論的に分析し、あるべき姿を実現できる戦略を立案・展開できるよ

うになります。

また、貴社の中長期経営方針に沿って指導させていただくことで、若手幹部による具体的な方針の策定

や、自部門の指針展開を実践できるカリキュラムとなっております。

印刷業界活性化のため 年に発足した『印刷創世研究会』は、このたびお陰様で第 期を迎えます。

今では 名の卒業生が、各企業の経営の第一線でご活躍されております。

是非とも次頁をご一読いただき、事業継承の戦略を立案し、不退転の意志で実行する人を育成できる

『印刷創世研究会』へのご参加を、ご検討をいただければ幸いです。
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印刷企業様にとって、いま必要とされているものは、
事業継続に向けた「人材育成」です。

つまり「経営力と人間力」にあふれる次世代経営者の育成です。

■印刷創世研究会の つの狙い、 つの特徴

経営のプロになる
戦略に基づく決断力を持ち、信念に裏打ちされた
実行力を発揮する。
自社または自分の戦略を策定する
自社または自部門の課題を論理的に分析し、ある
べき姿を実現化できる戦略を立案し、展開する。
実行力を持った爽やかなリーダーになる
夢を自分の言葉で熱く語り、社員一人ひとりを活
かすマネジメント力を発揮する。
中長期経営計画を策定でき、会社全体を巻き込み
実現に向かって邁進する。

3つの狙い 6つの特徴
富士ゼロックス、富士フイルムグループのナレッジ
の提供
富士ゼロックスが導入している ※を中心に据え
た富士フイルムグループの経営戦略立案ノウハウ
を全面提供します。
確立されたメソッドを採用
数多くの企業が採用している戦略立案ツール ※

手法を活用し約 か月間で自社、自部門の戦略立案
をお手伝いします。
新創業への経営戦略実践
戦略を実践するために必要な人間力を養えます。
事務局と弊社の営業部門がチェックアンドフォロー
を行い、戦略策定と目標達成のお手伝いをします。
回目の研修終了後に担当トレーナーが個別に企業
訪問をして各社の戦略策定を一緒に考えます。
同期の絆で明日を語る
同じ世代の受講生間で印刷業界の未来を語り、生
涯続く関係性を築くことができます。
一流の講師陣
外部講師活用、社内外の実践型講師の布陣で運営
します。
※ ：組織変革フレームワークである の略

■印刷創世研究会における期待効果

●論理的な戦略策定手法が貴社内に定着する ●顧客に対する視線が変わり、信頼関係強化と競合各社との
新たな視点で事業戦略が明確に打ち出すことが 差別化が図れる
できます。 戦略が可視化（見える化）されて各種施策が変化します。
●中間管理者、一般社員に対するリーダーシップ ●同世代の研究生が集合し、研修期間中に同じ志を持つ絆が
が発揮され、意識改革が進む 生まれる
社員相互にモチベーション向上が図られ、 将来のビジョンを語り合う事でお互いに刺激しあい、そし
（従業員満足度）と （顧客満足度）向上にも て次世代の経営者として修了後も交流していく人間関係

貢献します。 が構築できます。

印刷創世研究会カリキュラムの構成
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を全面提供します。
確立されたメソッドを採用
数多くの企業が採用している戦略立案ツール ※

手法を活用し約 か月間で自社、自部門の戦略立案
をお手伝いします。
新創業への経営戦略実践
戦略を実践するために必要な人間力を養えます。
事務局と弊社の営業部門がチェックアンドフォロー
を行い、戦略策定と目標達成のお手伝いをします。
回目の研修終了後に担当トレーナーが個別に企業
訪問をして各社の戦略策定を一緒に考えます。
同期の絆で明日を語る
同じ世代の受講生間で印刷業界の未来を語り、生
涯続く関係性を築くことができます。
一流の講師陣
外部講師活用、社内外の実践型講師の布陣で運営
します。
※ ：組織変革フレームワークである の略

■印刷創世研究会における期待効果
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リコージャパンの提案 40

KICK START2019を全国で開催！
KICK START = 今すぐ始まる
「複写印刷会社×リコー」で、今すぐに取り組めるクライアント様への
価値提供を体感いただくことができる個別プレゼン型イベントです。

※東京・大阪は開催済。福岡12月、宮城1月、広島2月開催予定

□ 複写印刷会社様のクライアントへの付加価値提案

□ 複写印刷会社様の事業領域拡大

□ 複写印刷会社様の得意なこと
×

□ リコージャパンの得意なこと の掛け合わせ

複写印刷会社とリコージャパンがコラボすると、クライアントにこんな提案ができます！

リコージャパンと”KICK START＝すぐはじめて”みませんか？
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BUSINESS TREND NEWS 

優れた経済波及効果で 

今、注⽬を集める“MICE”ってご存知ですか？ 

 

 

MICE 編 
Meeting 

Incentive Travel 

Convention 

Exhibition/Event 

インバウンド施策の⼀つとして政府が国をあげて推進する*MICE（マイス）。世界から多くの⼈々が 

来⽇するビジネスインベントは宿泊・飲⾷・観光等の経済、消費活動の活性化が期待されています。 
*Meeting（会議・研修）、Incentive（招待旅⾏）、Conference（国際会議・学術会議）または Convention、Exhibition（展⽰会） 

または Event（イベント）の頭⽂字から名付けられたビジネスイベントの総称です 
 

■イベントを成功に終わらせるためには 顧客満⾜度の向上とセキュリティの確保がポイント！ 

皆様がお役に⽴てる⼀例をまとめてみました。私共の製品・サービスでビジネスをひろげてみませんか 

 
 

個別対応 

顧客 

サービス 

今やビジネスに⽋かせない⽂

書の電⼦化。かさばる書類を

PDF にするサービスをイベン

ト会場で提供し、顧客満⾜度

向上を実現しましょう。 

紙や冊⼦を電⼦⽂書に 

電⼦化サーピス 

ネットワークスキャナー 

ご来場されるお客様のニーズを捉え、 

利便性や感動を提供しませんか 

視認性に優れたはがきサイ

ズから、携帯性に優れたク

レジットカードサイズに対

応。顔写真⼊りのスタッフ

パスや記念カードを 1 枚か

らオンデマンド発⾏。 

イベント⽤スタッフパスの 

オンデマンド発⾏ 

CARD PRINTER 

タイムリーな情報発信や多品種⼩ロットの印刷など、 

伝えたい時、伝えたい相⼿に応じた最適なアプローチを提供しませんか 

アルバムタイプやページ

数などを個別対応。残し

たいイベント⾵景をフォ

トブックにしてお届けし

ましょう。 

イベント⾵景を美しく形に残せる 

フォトブック作成サービス 

フォトブック 

費⽤対効果の⾼さから、

媒体として注⽬されて

いるパスラッピング広

告。鮮明かつ耐久性に優

れたプリントで、効果的

なイベント告知をご提

供しましょう。 

効果的なイベント告知をサポート 

バスラッピングサービス 

RAPPING PRINT 
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わかりやすいピクトグラムや

多⾔語表⽰の標識な印刷を、デ

ザインから⼤判プリンターで

の印刷までワンストップでご

提供しませんか。 

短期間使⽤の標識をデザイン＆印刷 

サイネージ印刷 

サイネージ印刷 
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月刊関複2019年12月号 11

FXの協力で「ドキュメントソリューション最新動向セミナー」開催
RPAとセキュリティがキーワード

　関東複写センター協同組合（関複、斎 藤隆
正理事長）は 11 月 8 日午後 3 時から、東 京・
六 本 木ティーキューブの富士 ゼロックス（FX）
Document CORE Tokyo 「Patio ( パティオ )
C」で、今年度の関複セミナー第 3 回目となる「ド
キュメントソリューション最新動向セミナー」を
FX の協力を得て開催した。関複はじめ東京グ
ラフィックス、東京ドキュメントサービス（TDS）
から約 30 人が出席した。
　 オープニングのあ
いさつ に 立った FX
グラフィックコミュニ
ケーションサービス
営業部青木稔部長は
セミナーの紹介をす
るとともに、5 日に発
表した「富士フイルム
ホールディングスが FX を完全子会社化」との
報道について触れ「いままで何かと制約の多かっ
た状態が改善され、例えば海外展開、M&A な
どがスピードよくできるようになった」と制約か
ら解放されたメリットを強調した。また「従来と
変わることなく皆様にサービスを提供していくの
でこれからもよろしくお願いしたい」と述べた。

　 続 い て 関 複 副 理
事長 細井武氏は「今
年 も TDS 会 員 と と
もに受 講することと
なったが、最 近はわ
れわれ複写が携わっ
てきた図面系の部分
などを中心としたセ

ミナーはなかなかないので本当にいい機会であ
る」と謝辞を述べ、また「FX も大変な時だと思
うが、青木部長の説明を聞いてとりあえずは一

安心した」と先の説明に一定の理解を示した。
　また関複教育情報部長松岡豊氏は「今日は関
複、東グラ、TDS の 3 団体から出席しているが
この機会に参加者同士積極的な名刺交換し交
流を深めてもらいたい」とセミナーの聴講だけで
なく、「場の力」を有効活用するよう訴えた。
　第 1 部は「業 務 効率化・自動化を促 進する
RPA の実態と課題～ドキュメント種類での適材
適所な使い方～」のタイトルで FX 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
ラットホーム部三野凡希氏が講演した。
　「RPA（Robotics Process Automation）」
とは、人間が担当していたルール化できる仕事
をソフトウェアロボットに代替することで、業務
の自動化を実現するシステムやソフトウェアのこ
と。人間はより付加価値の高い業務に集中でき
るようになるという。
　 三 野氏は RPA の対 象となる業 務を 4 つの
コースに分け説明し、実際の導入事例をもとに、
RPA のメリットを詳細に説明した。
　第２部のセミナーでは「企業に求められるセ
キュリティ対策と脅威の最新動向」のタイトルで
FX ソリューションサービス推進部川上祐毅氏が
講演した。
　最後に TDS 森下修至理事長のあいさつがあ
り終了となった。

関複セミナー第 3 弾

FX 青木部長

細井副理事

ほぼ満席のセミナー会場



月刊関複2019年12月号12

「キヤノン iP カレッジ in 品川」開催
“新規事業への挑戦！印刷会社のはじめてのWeb戦略”テーマに

　キヤノンマーケティングジャパン（キヤノン
MJ）は 11 月 15 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」を開催した。テーマは“新規事業への挑戦！
印刷会社のはじめての Web 戦略”。
　第 1 部ではバリューマシンインターナショナ
ル河島弘司社 長が『印刷 会社のための“はじ
めての”Web 顧客獲得戦略～印刷ビジネスの
Web 活用には特有のコツがある！』のタイトル
で SEO 対策を考える上で最重要テーマである、
コンテンツ内容をどう作るかという点を実例をま
じえて説明した。
　会社案内の制作会社が、会社案内を何に使う
か、例えば新規採用の際や顧客獲得などに使う
などの場面ごとに考えるだけでなく、さらに新規
採用向けなら大学生、高校生向けのコンテンツ
を提案するなどきめ細かいフォローによって、有
力顧客を獲得出来たという。また間接競合まで
含めたライバル会社と徹底的に比較検討し、自
社の強みをサイト上でアピールすることが重要で
あるなど、目からうろこのエピソードを交えた講
演は数々のヒントを受講者に与えた。
　「全力で自分たちの強みを生かして貢献できる
方法を探して、どのキーワードでお客さんに来て
もらうのか、来てもらったお客様に対して次にな
んの商材、技術を持って貢献できるかを考える
事が重要である」との言葉には説得力があった。
　第 2 部はワイシードキュメントの朝香貴裕取

締役が『10 万円で運用できる EC サイトの構想
から立ち上げまでの軌跡～印刷通販サイト「コス
プレミアム」の取組のご紹介』のタイトルで講演
をした。
　朝香氏は Web 頁を
作成・編集できる人材
が社内で一人もいない
中、自身で様々な課題
をクリアーし、安価か
つ低リスクで印刷通販
サイトコスプレイヤー
のための冊子やブロマイドなどを作成する「コス
プレミアム」を立ち上げた。
　EC サイトの初期費用、月次費用を抑えるた
めにサイトの作成は SaaS 型 EC サイトプラット
フォーム「FutureShop（フューチャ－ショップ）」
を用い、またデータ送信システムは「SECURE　
DELIVER（セキュア　デリバー）」を使い費用
の低減に成功した。朝香氏は、これらにかかっ
た費用の実数字を公開したうえ、「FutureShop」
の長所、短所も詳細に説明し、受講者には大変
参考になったようだ。
　また、顧客対象のコスプレイヤー特有の性癖
のためか EC サイト「コスプレミアム」事業自体
は失敗に終わったとのことだが、EC サイトの立
ち上げにより、・EC 事業のノウハウを手に入れ
ることができる・営業エリアを全国に拡大でき、
新規獲得が容易になった・自由に情報を更新で
きるのでテストマーケティングが可能・顧客の動

向や世の中の流
行などに興味を
持つようになっ
たなど、 様々な
メリットがあった
と語った。

キヤノンマーケティングジャパン

河島社長

朝香氏

セミナー会場
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フルカラー IJ プリンタ新製品発表会を開く

THINK SMART FACTORY 2019

ミヤコシフルカラーIJ輪転プリンタ「MJP20AXS」を販売

京都みやこめっせで盛大に開催

　キヤノンマーケティングジャパン（キヤノン MJ）
とキヤノンプロダクションプリンティングシステムズ

（キヤノンン PPS、井崎孝社長）は 10 月 31 日午
後 2 時から、キヤノン MJ 青葉台事業所でミヤコ
シ製フルカラーインクジェット（IJ）輪転プリンタ

「MJP20AXS」の新製品発表会を行った。
　冒頭あいさつに立ったキヤノン PPS 井崎社長
は「国内デジタル印刷市場においてはデータープ
リントサービスの各種通知物のカラー印刷化、追
い刷り業務のカラー化がすすんでいるが（それに
対応するだけでなく）1200dpi の高解像度を生か
しマニュアル、DM 印刷などの新たな印刷分野を
取り込み、業務の拡大をはかりたいとする日本国
内の顧客の要望に応えるためミヤコシと協業して
MJP20AXS を販売することとなった」と語った。

　この 12 月から発
売し、販売目標は
3 年間で 20 台を目
指すと発表した。
　つづいてキヤノン
PPS マーケティング本部／小島康晴上席執行役員
は MJP20AXS の主な３つの特徴として「１. 印刷
速度は 1200dpi ×1200dpi の解像度で最大毎分
100 メートル。２. 最新のヘッドとインクの供給シ
ステムでヘッドのリフレッシュレスを実現。独自の
乾燥ユニットの採用によりアンカーコートなしでオ
フセットコート紙に印刷可能。3. ミヤコシの開発
した頑健な信頼性の高いハードウエアにキヤノン
PPS が開発したソフトウエアを連携することで生
産性の向上を目指した」と語った。

　TSF2019 実行委
員会が主催し、ホ
リゾン・インターナ
ショナルが運営する
THINK SMART 

FACTORY 2019 IN KYOTO（TSF2019）が11 月
11日から13 日の 3 日間、京都市・左京区のみや
こめっせで開催された。
　11日午前 10 時 40 分から出展社のための開催
セレモニーが開会に先立ち行われた。
　実行委員会を代表してあいさつに立ったホリ
ゾン・インターナショナルの堀英二郎 社長は、
THINK SMART FACTORY（TSF）のコンセプト
に賛同してくれた協賛企業 14 社と協力企業に謝
辞を述べた後「これから 3 日間いろいろな経営課
題を抱えたトップの方がくるが、是非新しいコンセ
プトを提案して、ディスカッションを交えて、これ

から目指すべきソリューションをともに考えて行き
たい」と述べた。
　TSF2019 実行委員会はキヤノンマーケティング
ジャパン、富士フイルムグローバルグラフィックシ
ステムズ、日本 HP、コニカミノルタジャパン、リ
コージャパン、リョービ MHI グラフィックテクノロ
ジー、SCREEN グラフィックソリューションズなど
デジタルプレス関連のトップ企業 14 社で構成され
ている。
　印刷工場に見立てた会場内では、TSF 実行委
員会メンバー各社で上流から後加工まで連携し、
ホリゾンのポストプレス機器を中心に全体構築さ
れたワークフローによるデモンストレーションが行
われた。 また特 設された「SMART FACTORY 
ZONE」では印刷業界で成功を収める国内外の
ユーザーを招いての事例紹介や、協賛メーカー各
社の最新技術を紹介するセミナーを開催した。

キヤノンMJ ／キヤノンPPS

印刷産業の未来を考える

MJP20AXS

あいさつする堀社長
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プレミアパートナープログラム年次大会＆ワークショップを開催

「2019年全国発表大会」を開く

「成長を重ねて未来を築く」をテーマに

真茅取締役「M&A、技術提供など自由に」

　富士ゼロックス（FX）が展開するプレミアパート
ナープログラムの年次大会とワークショップが 10
月15～17日と 3日間にわたり開催された。85
社205人が参加した（日本会員26社49人含む）。
　プレミアパートナープログラムとは FXおよび
ゼロックスがグローバルに展開するロイヤルユー
ザー向けのプログラム。FXの製品を活用し、デ
ジタルプリントの先進的な取り組みに挑戦する
ユーザー企業の経営者層が参加するもので日本
の33 社を含めアジア・パシフィック地域で 91社
という会員数を誇る。
　年次大会は16日午前 9 時から千葉県・浦安市
のヒルトン東京ベイで開催された。
　FXグラフィックコミュニケーションサービス事
業本部長木田祐士氏が基調講演を行った。
　木田氏は様々な業界で起こっているデジタルト

ランスフォー
メーションの
流れを紹介し
た後「将来の
成功にはデジ
タルトランス
フォーメーションに戦略的に舵を切ることが重要
だ」と述べ、FXの戦略として「お客様のデジタル
トランスフォーメーションの実現を強力に支援する
ために FXは 3 つの柱を立てている。1つ目はデ
ジタルプロダクションプロセスの実現。デジタル
プリントだけでなくデジタル化の効果を最大限に
引き出していく。2つ目はデジタル起点の新しい
デマンドジェネレーションによるエコシステムの実
現。3つ目はデジタル印刷ならではの価値創成、
アドバリューを実現していく」と語った。

　富士ゼロックス（FX）の
ユーザー組織であるドキュ
メント・サービス・フォー
ラム（DSF、白橋明夫会
長）は 11月 8 日午後 1時
20 分から、東京・六本木
の FXグラフィックコミュニ
ケーションサービス（GCS）東京で「2019 年全国
発表大会」を開いた。24 社 47人が参加し1年間
の活動の成果を活発に報告した。
　大会の冒頭あいさつに立った白橋会長は「我々
を取り巻く環境が動いている感じがした。（それ
に対して）我々が流されることなく、我々が自分の
流れを創っていく努力をする必要がある。また我々
DSF がドキュメントの出力価値を創っていくこと

が必要だ」と述べた。
　つづいて FXの GCS 事業管掌担当で取締役
専務執行役員である真茅久則氏があいさつに立
ち、富士フイルムホールディングスが米ゼロックス
コーポレーションから同社が保有するFX 株を取
得しFXを100％子会社化するニュースが話題に
なっていることに触れて、「米ゼロックスとの合弁
の中では細かい契約があり、いろいろな制約が
あった。今回その制約が取れ、いろいろな投資、
技術提携が自由にできるようになった。M&A、
技術提供が広範囲により深く提供できるように
なった。皆様のご期待に沿えるように、さらに頑
張っていきたい」と語った。真茅氏はより自由によ
り柔軟にスピーディに経営を、技術開発を速く進
めていくと強調した。

富士ゼロックス

ドキュメント・サービス・フォーラム

年次大会会場

白橋会長
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「成長を重ねて未来を築く」をテーマに
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ナープログラムの年次大会とワークショップが 10
月15～17日と 3日間にわたり開催された。85
社205人が参加した（日本会員26社49人含む）。
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という会員数を誇る。
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のヒルトン東京ベイで開催された。
　FXグラフィックコミュニケーションサービス事
業本部長木田祐士氏が基調講演を行った。
　木田氏は様々な業界で起こっているデジタルト
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メーションの
流れを紹介し
た後「将来の
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ために FXは 3 つの柱を立てている。1つ目はデ
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プリントだけでなくデジタル化の効果を最大限に
引き出していく。2つ目はデジタル起点の新しい
デマンドジェネレーションによるエコシステムの実
現。3つ目はデジタル印刷ならではの価値創成、
アドバリューを実現していく」と語った。

　富士ゼロックス（FX）の
ユーザー組織であるドキュ
メント・サービス・フォー
ラム（DSF、白橋明夫会
長）は 11月 8 日午後 1時
20 分から、東京・六本木
の FXグラフィックコミュニ
ケーションサービス（GCS）東京で「2019 年全国
発表大会」を開いた。24 社 47人が参加し1年間
の活動の成果を活発に報告した。
　大会の冒頭あいさつに立った白橋会長は「我々
を取り巻く環境が動いている感じがした。（それ
に対して）我々が流されることなく、我々が自分の
流れを創っていく努力をする必要がある。また我々
DSF がドキュメントの出力価値を創っていくこと

が必要だ」と述べた。
　つづいて FXの GCS 事業管掌担当で取締役
専務執行役員である真茅久則氏があいさつに立
ち、富士フイルムホールディングスが米ゼロックス
コーポレーションから同社が保有するFX 株を取
得しFXを100％子会社化するニュースが話題に
なっていることに触れて、「米ゼロックスとの合弁
の中では細かい契約があり、いろいろな制約が
あった。今回その制約が取れ、いろいろな投資、
技術提携が自由にできるようになった。M&A、
技術提供が広範囲により深く提供できるように
なった。皆様のご期待に沿えるように、さらに頑
張っていきたい」と語った。真茅氏はより自由によ
り柔軟にスピーディに経営を、技術開発を速く進
めていくと強調した。

富士ゼロックス

ドキュメント・サービス・フォーラム

年次大会会場

白橋会長
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富士ゼロックスを100％子会社化

「令和元年度加盟団体会議」開催52団体146人が出席

ドキュメント領域事業のより一層の強化を

講演には自然療法の伝道師石原結實氏

　富士フイルムホールディングス（HD）は11月５日、
米ゼロックスコーポレーションと、米ゼロックス
が保有する富士ゼロックス（FX）の株式の全て
を富士フイルムHDが取得する契約を締結した。
同取引は富士フイルムHDおよび米ゼロックスの
取締役会で全会一致で承認された。同件の取引
完了は 2019 年 11月上旬。富士フイルムHD の
古森重隆会長 CEOと助野健児社長 COOが同
日午後５時から記者会見を行い明らかにした。
　富士フイルムHDは FXを100％子会社とする
ことで、富士フイルムグループ内での連携を強化
し、これまで以上にシナジー創出を加速させる。
例えば、富士フイルムグループが保有する画像処
理技術と、FXの言語処理技術を組み合わせてメ
ディカル分野の診断レポートに活かすなど革新的
製品、サービスを展開し、成長領域で事業を拡

大していく
としている。
　また、FX
は、新たな
協業の枠組
み の下 で、
米ゼロック
スへの製品供給を中長期的に継続する。さらに、
FXの高い製品開発能力と製造技術を生かし、
プリンタエンジンなどのOEM供給を欧米市場を
含む、ワールドワイドで拡大する。　
　さらにクラウド、AI、IoT 技術を活用したデジ
タル化ソリューション・サービスの市場導入をス
ピードアップするなど、ドキュメント領域およびド
キュメント周辺領域での事業のより一層の強化を
図っていくという。

　全国中小企業共済財
団（全共済、菊池弘理
事長）は 10 月 18 日午
後 2 時半から、東京・
千代田区九段のアルカ
ディア市ヶ谷で「令和元
年度加盟団体会議」を
開催した。加盟団体126 団体のなかから52 団
体146人が出席した。
　はじめにあいさつに立った菊池理事長は、日頃
からの共済事業への協力に謝辞をのべた後、「今
年度上半期の事業では、特定退職金共済は増加
しているが、加入組合員の減少により生命共済
は減っている。このような厳しい状況の中、東京
都新聞販売同業組合など 3つの新規加盟団体が
あった」と報告し「下期も新規の加盟団体の獲得、
生命共済をはじめとする各種共済制度の新規獲

得に職員一丸となって努力したいと」と語った。
　第１部では全共済事務局から「令和元年度上
半期の業務概況の報告」があった。
　続いての加盟団体の紹介では、全日本指定自
動車教習所協会連合会横山雅之専務理事が「指
定自動車教習所～過去・現在・未来～」のタイト
ルで講演し、人口減少、高齢者運転問題、増加
する外国人の免許取得など、自動車教習所が直
面している様々な問題を語った。
　第 2 部の講演会では健康、長寿に関して 300
冊を超える著書があり、マスコミにも登場するイ
シハラクリニック院長石原結實氏が「クスリのい
らない健康法」のタイトルで講演した。健康にな
るために「体を温める」、「食べ過ぎない」など、
シンプルな日常の健康法を紹介した。
　講演会終了後、別室で加盟団体参加による懇
親会が開かれた。

富士フイルム HD

全共済

記者会見に臨む古森会長（左端）と助野社長（右隣）

あいさつする菊池理事長
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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．働き方改革で取り組むべき「2 つの
課題」

（2）「正規と非正規の待遇格差」の是正

・正規と非正規の賃金格差
　→　正規：非正規 ＝ 100：65
・男女の賃金格差
　→　男性：女性 ＝ 100：73
・男性正社員と女性正社員の生涯年収差
　→　約 1 億円

　日本で正社員といえば、ほとんどの場合「1
日 8 時間以上、週 5 日働けて、出張や転勤は
いつでも対応可」というような均質的な働き手
を指しています。逆にいうと、その前提で働け
なくなった人は非正規として働くしか道がないと
いうのが現状です。

　「賃金構造 基 本 統 計 調査」（平成 28 年版）
によると、正規と非正規の賃金格差は激しく、
改善傾向とはいえ非正規の賃金は正社員の 6 ～
7 割にとどまっています。

　「労働力調査」（平成 28 年版）によると、非
正規の 7 割近くが女性です。かの有名な M 字
カーブ（女性の年齢別就業率をグラフにしたと
き、30 代前半で就業率が急に下がる現象）が
示すように、育児や介護などの事情を持った女
性は非正規として働かざるを得ないのが現状で
す。

　ちなみにリーマンショック直後の超氷河期に
就職し正 規 雇用されなかった若 者、出産・結
婚や介護のために働き方などを変えざるを得な
かった女性、管理職のポジションにつけなかっ
た 55 歳以上などのシニア層、障害を持つ方な
どが、パートやアルバイト、派遣などの非正規
として働いています。

　非正規労働者は研修や OJT などの教育の機
会や成長機会も少ないため、いちど非正規とし
て働くと正社員になることが難しいという側面
があります。厚生労働省によれば、正社員にな
りたいのになれない「不本意非正規」は 296 万
人いると公表されています。

　しかし今は、空前の人手不足になっており、
企業は柔軟な働き方を容認して、多様な人が活
躍できるよう、また働くモチベーションの高い人
がより活躍できるよう、非正規の待遇改善が必
要になってきます。

　正規と非正規の待遇差改善を求める同一労
働同一賃金については、すでに厚生労働省から
ガイドラインも発表されています。
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株式会社コンサルティング・オフィス
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　日本で正社員といえば、ほとんどの場合「1
日 8 時間以上、週 5 日働けて、出張や転勤は
いつでも対応可」というような均質的な働き手
を指しています。逆にいうと、その前提で働け
なくなった人は非正規として働くしか道がないと
いうのが現状です。

　「賃金構造 基 本 統 計 調査」（平成 28 年版）
によると、正規と非正規の賃金格差は激しく、
改善傾向とはいえ非正規の賃金は正社員の 6 ～
7 割にとどまっています。

　「労働力調査」（平成 28 年版）によると、非
正規の 7 割近くが女性です。かの有名な M 字
カーブ（女性の年齢別就業率をグラフにしたと
き、30 代前半で就業率が急に下がる現象）が
示すように、育児や介護などの事情を持った女
性は非正規として働かざるを得ないのが現状で
す。

　ちなみにリーマンショック直後の超氷河期に
就職し正 規 雇用されなかった若 者、出産・結
婚や介護のために働き方などを変えざるを得な
かった女性、管理職のポジションにつけなかっ
た 55 歳以上などのシニア層、障害を持つ方な
どが、パートやアルバイト、派遣などの非正規
として働いています。

　非正規労働者は研修や OJT などの教育の機
会や成長機会も少ないため、いちど非正規とし
て働くと正社員になることが難しいという側面
があります。厚生労働省によれば、正社員にな
りたいのになれない「不本意非正規」は 296 万
人いると公表されています。

　しかし今は、空前の人手不足になっており、
企業は柔軟な働き方を容認して、多様な人が活
躍できるよう、また働くモチベーションの高い人
がより活躍できるよう、非正規の待遇改善が必
要になってきます。

　正規と非正規の待遇差改善を求める同一労
働同一賃金については、すでに厚生労働省から
ガイドラインも発表されています。

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

稲佐山展望台
撮影者：北田 博章氏

■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

9月号：北田 博章氏
七里ヶ浜

10月号：黒井由美子氏
東京タワー

11月号：フランス
「モンサンミッシェル（世界遺産）」
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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





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。


