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　キヤノンシステムアンドサポート株式会社の松元と
申します。本年１月より、関東複写センター協同組合
様をご担当させていただきます。何卒、宜しくお願い
申し上げます。
　早速ですが、「巻頭言」をお借りして、私の略歴を
ご紹介させていただきます。1989 年にキヤノン販売
株式会社（現キヤノンマーケティングジャパン株式会
社）に入社。以来一貫して複写機関連の業務に従事
してまいりました。2003 年 7 月からはプロダクショ
ン製品の販売推進業務を担当。2006 年、キヤノ
ンが商業印刷市場に本格参入し、主力製品である
imagePRESS ブランドの立上げ時から、プロダクショ
ン専任担当として、複写・印刷に関連する様々なお客
様に対して、営業活動を継続しております。
　直近の 3 年半では、東京近郊の各種印刷会社様
の営業担当をさせていただいておりました。市場や
お客様のニーズが目まぐるしく変化（多様化）していく
中、スピード感のある行動や皆さまの企業価値が向
上するようなご提案が求められていることを実感して
おります。特に組合各企業様に対しましては、現在
の強みや特性を生かしつつ、アナログとデジタルのシ
ナジーを発揮できるような新しいサービスの開発や
業務フロー等の改善をお手伝いさせていただきたく
思っております。
　また、中長期的な視点においても、旧態依然の生
産設備周りに限った課題解決にとどまらず、経営課
題の解決につながるような広い視野での情報提供と
ご提案を是非、実施させていただきたく思います。
　簡単ではありますが、全国の中小企業の皆様も経

営課題の解決に向けた取組みをご紹介させていただ
きます。時節柄「キヤノンでは売上向上にどう取り組
んでいるのか？ 労務管理はどうしているのか？ 人事
評価は？ 」等 、々直接の販売行為には結びつかない
ような様々な分野でのお問合せをいただくケースが非
常に増えてきております。その際はお客様のご要望さ
れるテーマに応じたプログラムを用意し、経営者の皆
様と直接テーブルを囲んで「ラウンドテーブル」という
形式で個別ディスカッションを実施しております。お
かげさまで参加されたお客様からは大変参考になっ
た、と非常に好評をいただいております。何か関心
事がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
　最後になりますが、私が仕事を行っていく上での
信念は「三方良し」になります。関東複写センター協
同組合加盟の各企業様およびその先のお客様も含め
まして、喜んでいただけるようなご提案や情報のご提
供を実現できてこそ、「正々堂々と胸をはれる仕事」
と誇りを持つことが出来ると思っております。
　昨年のラグビーワールドカップには、本当に感動で
胸が熱くなり、改めて日本人としての誇りを実感しま
した。この１月には新国立競技場で 20 数年ぶりにラ
グビー早明戦を観戦し、（卒業生ではありません）ワー
ルドカップ同様、学生達の熱く、ひたむきな姿勢に
大きな感動をいただいてきました。
　月並みではありますが、関東複写センター協同組
合様と「ONE-TEAM」となって戦い、熱い思いを共
に感じていければと切に願っております。
　今後とも、ご指導・ご鞭撻も含めまして、何卒、
宜しくお願い申し上げます。

◆巻頭言54

「三方良し」で
ONE-TEAMの実現を！

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
松元建一
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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 1 月 21
日午後 2 時
半から、東京･水天宮のロイヤルパークホテルで
「令和元年度第 9 回定例理事会」を開いた。理
事会終了後は「月刊関複」編集会議、その後に
新春トップセミナー、新春賀詞交歓会と続くため
トップセミナーや賀詞交換会の運営を中心に審
議された。
　審議に先立ちあいさつに立った斎藤理事長は
日頃の組合事業活動への協力に感謝の言葉を述
べた後、午後 4 時から開催される新春トップセミ
ナーにふれ、現役のパラアスリートというすばら
しい講師を迎えることができ「講演を聞いて、今
年は元気で楽しい年にしてもらいたい」と述べた。

【確認事項】各部会の活動について
　①総務部＝亀田真司部長
　◆新春トップセミナー、関複賀詞交歓会の運
営について、スケジュール説明、確認を行う。　
来年の賀詞交歓会の会場確保について森迫隆正
専務理事が 2021年1月22日（金）にロイヤルパー
クホテルを予約したことを報告、これを承認した。
　②事業推進部
　◆事務局から2020 年度の PP 維持・更新研
修会のスケジュール案の発表があり、原案とおり
承認した。
　③広報企画部
　◆事務局より「月刊関複」2月号の制作スケ
ジュールの報告があった。また「わが社の仕事」、

「巻頭言」の執筆者について協議した。
　④教育情報部＝松岡豊部長
松岡部長と家令光国理事から、新春トップセミ
ナーの役割分担、運営スケジュールなどの説明が
あった。

【ジャグラ活動について】
　斎藤理事長から、昨日行われた東京グラフィッ
クス新春賀詞交歓会への出席と、ジャグラ大会
が四国の高知市で 6月に開催されることを報告。

【その他】
　・事務局から生命共済加入者の増員活動の報
告と現在の加入状況が説明された。
　・2021年 4月からの富士ゼロックスの社名変
更の案内があった。
　・今年の関複ゴルフ大会は 5月に開催予定。

「月刊関複」編集会議
　関複・広報企画部（米田和秀部長）は理事会
に引き続き午後 3 時半から同会議場で編集会議
を開催した。
　出席者は広報企画部から米田部長、細井武副
理事長、黒井由美子事務局員。メーカー側から
はリコージャパンの君島政行氏、富士ゼロックス
の鈴木信彦氏、キヤノンM Jの山崎研治氏、な
ど 7人が出席して、2月号の制作状況の確認作
業と、3月号以降の発行について協議した。

関複 令和元年度 第９回定例理事会を開催
新春トップセミナー、新春賀詞交歓会の運営を審議

理事会会場

編集会議
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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 1 月 22
日午後 5 時
50 分から、
東京 ･水天
宮のロイヤ
ルパークホテルで「令和 2 年新春賀詞交歓会」
を開催した。
　新春賀詞交歓会には、来賓、賛助会員、春
日出藍会、会員らの 65 人が出席した。司会
の森迫隆正専務理事の開会の言葉でスタート
した。
　はじめに登壇した斎藤理事長は「今年はじっ
くりと慌てないで、関複はこつこつと歩を進め
て行く」と述べた。また「メーカー、協賛会員
の協力と支援で関複セミナーの開催や、『月刊
関複』の定期発行。また PP 維持・更新研修
会の開催など事業活動が順調に行われている
ことを報告し、感謝の言葉を述べた。また「ジャ
グラ活動に参加すると視点が変わる。いろい
ろな情報交換をすることで関複が持続的に発
展できる」とジャグラとの交流の意義を語っ
た。「関複の活動で協賛会社、メーカー、会員
の皆様が楽しく明るい年になるよう心掛けてい
く」と述べた。
　つづいて来賓としてあいさつに立った東京都
中小企業団体中央会の橋北隆総務課長は「中
央会では自然災害、サイバーセキュリティなど
の企業が抱える様々なリスクに対し支援をして
いる。組合が開催する勉強会、マニュアル作
成などにも支援をしているので、中央会の事

業を活用し
てほしい」
と呼びかけ
た。
　続いて登
壇した日本
グラフィッ
ク サ ー ビ
ス 工 業 会
中 村 耀 会
長は先に行
われた新春
トップセミ
ナーについ
て「講師の
成田さんの
語った数々
の 言 葉 を
我々企業に
置き換えて
みると非常に身に染みた」と成田氏にお礼を述
べるとともに、深い感銘を受けたことを語った。
　続いて協賛会社を代表して富士ゼロックス
GCS 事業本部 GCS 営業部第 4 営業部の鈴
木重雄部長が登壇し、駅伝などで好記録を
生み出して
いるナイキ
社 の 厚 底
シューズを
例に「関複
の会員企業
に対し我々
協 賛 組 合
はシューズ
メーカーで

新春賀詞交歓会を華やかに開催
関複

あいさつする斎藤理事長

ジャグラ中村会長

富士ゼロックスの鈴木部長

東京都中小企業団体中央会の橋北総務課長
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　関東複写センター協同組合は、1月 21日午後
4 時から、東京・水天宮のロイヤルパークホテル
でパラアスリートの成田真由美氏を講師に、新春
トップセミナー「自分の可能性を求めて～職場に
おけるモチベーション向上」を開催した。
　成田氏は現役のパラアスリートで中学生の時
原因不明の横断性脊髄炎のため下半身が麻痺
し、日常生活で車椅子が欠かせない体となった。
　成田氏はその闘病中に「代わって病気になっ
て」と母に八つ当たりした時、「ごめんね代わっ
てあげられなくて。でも代われない親のつらさも
わかってよ」と母が涙ながらに謝ったというエピ
ソードも紹介し、当時のすさんだ心境を語った。
　そんな中、当時のアイドルの自殺を契機に、同
じ病棟の明日をも知れない難病の子供達から命
の大切さ、尊さを学び徐々に自分と向き合い車
椅子の自分を受け入れていったという。
　24 歳の時に友人の勧めで水泳をはじめたが、
水泳大会の帰りに自動車事故に遭い、後遺症で
腕に麻痺が残るという危機も仲間からの励まし
で水泳に復帰し、アトランタ、シドニー、アテネ、
北京と4 つのパラリンピックに連続出場し合計
15個の金メダルを獲得し、圧倒的な実力から「水
の女王」と呼ばれるまでになった。

　成田氏はセミナーの中で、車いす生活者の視
点からバリアフリーの様々な問題点にも言及。身
障者専用の駐車場、駅のエレベータ、鉄道車両
に設けられた車椅子置場の使用時の不便さなど
を指摘した。
　現在、東京パラリンピック出場を目指し猛ト
レーニング中の同氏は「目の前に挑戦できるもの
があるなら挑戦したい。挑戦しないで後悔する
のなら、挑戦してから言い訳したい。目の前に挑
戦できることがあるのは感謝でもあるし、感動
でもある」と語った。
　あれだけのハンデを背負っても、人間はこん
なに明るく前向きに、さらにはこれほどの業績を
成し遂げることが出来るという大きな感動を成
田氏は与えてくれた。

ある。日夜、
技 術 や ソ
リューショ
ンを開発し
て皆様の経
営に貢献し
ていくこと
が協賛会社
のつとめで
ある。協賛

企業一同切磋琢磨しながら貢献できるよう努
力する」と述べ、グラスをあげ乾杯の発声を行
い祝宴に入った。
　閉会のあいさつには米田和秀理事が登壇
し、時代の変化に柔軟に対応するよう呼びか
け「経営者の皆さんにとって今年は、大きな変
化や明るい変化の中でそのすべてをいい方向
に考え、チャンスだと思って皆様一緒に行動し
ていきましょう」と述べ、勢いよく3 本締めを
行った。

関複新春トップセミナーを開催
「水の女王」現役パラアスリートが登壇

講演する成田氏

閉会のあいさつをする米田理事
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ある。日夜、
技 術 や ソ
リューショ
ンを開発し
て皆様の経
営に貢献し
ていくこと
が協賛会社
のつとめで
ある。協賛

企業一同切磋琢磨しながら貢献できるよう努
力する」と述べ、グラスをあげ乾杯の発声を行
い祝宴に入った。
　閉会のあいさつには米田和秀理事が登壇
し、時代の変化に柔軟に対応するよう呼びか
け「経営者の皆さんにとって今年は、大きな変
化や明るい変化の中でそのすべてをいい方向
に考え、チャンスだと思って皆様一緒に行動し
ていきましょう」と述べ、勢いよく3 本締めを
行った。

関複新春トップセミナーを開催
「水の女王」現役パラアスリートが登壇

講演する成田氏

閉会のあいさつをする米田理事
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　株式会社アイト（谷口美保社長）の事業分野

は企画・編集、DTP デザイン、印刷、発送代行、

ホームページ作成・データ加工、販促グッズ・

イベントグッズ、サイン・ディスプレイ、パッ

ケージ企画・製作など多岐にわたっている。同

社は、父の伊藤弘見氏がオフセット軽印刷業と

して 1972 年に創業。2007 年に谷口氏が社長に

就任した。谷口社長の前職は、編集者。持ち前

の企画力を発揮して、“「印刷＋α」のよろず相

談室”をキャッチフレーズに事業を広げている。

印刷を拡大解釈

　社長就任当時から、印刷業は厳しくなるとい
われていたため、印刷の前段階「企画部門」を
開設し、“「印刷＋α」のよろず相談室”と名乗
り始めた。印刷といえば主に紙だが、紙以外の
「モノ」への名入れや看板なども、データ作成
して出力し、施工するので印刷業務の一環と拡
大解釈して、＋αの部分に力を入れてきた。

東京グラフィックスのメンバーとコラボ

　谷口社長は東京グラフィックスの理事で、文
京支部長を務めている。文京支部は現在 55 社、
印刷業だけでなく、パッケージ屋やシール屋、
発送屋、Web 屋、イラストレーターなども会員
となっている。従来、会員同士は仲間だがライ
バルでもあった。しかし、現在は協業関係にあ
る。メンバーとのチーム作りに注力しており、同
社は、その企画部門（データ作成まで）を受け
もつことが多いそうだ。「今後も、その関係を続
けていきたいと思っています。近頃は様々な印
刷設備を備えている会社から、企画・編集・デ
ザイン部分での協業の問い合わせが来るように
なりました。その意味からも、お互いの仕事が
ようやく認知されてきたのだと思います」と話す。

出版事業に取り組む

　今後は、“ブランディング出版”事業に力を
入れていくとのこと。自費出版は、長く取り組
んできて実績がある。近頃は、書籍を本屋では
なく、電子書籍やWeb で購入する人が多い。
Web で売れるのであれば、参入障壁は低いと
みて、売れる自費出版を提案している。
　著者が講演会やセミナーをするような人物で
あれば、ブランディングに役立つ。講演会やセ
ミナー会場での著書販売は、信頼度が増した
り、インパクト、ポイントがあがる。マスコミ
に売り込みたい場合は、プレスリリース的に
配って、ひと目を引くこともできる。
　講演会やセミナーで話せるのであれば、本が
書けるほどのネタをもっているはずなので、自
費出版の提案をしていきたいという。

“できない”とはいわない

　最後に仕事で心がけていることを伺うと、「“で
きない”とは極力いわないことです。コストや時
間、品質など、どの部分を妥協してもらえるか
を探り、いろいろな選択肢を用意して、相手に
合わせて交渉しています」と笑顔で答えた。

我が社の業務（特別篇8）

株式会社アイト
代表取締役 谷口美保 氏

“「印刷＋α」のよろず相談室”
「＋α」に注力
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お客様への信頼と
従業員の意識向上のために

プライバシー・ポジション（PP）マーク制度取得企業紹介

今回は、鳥取県鳥取市の株式会社 ティエスピーを紹介します

【会社名】 株式会社 ティエスピー
【代表者】 代表取締　諸吉 稔
【住　所】 鳥取県鳥取市千代水1-70-1
【連絡先】TEL 0857-29-5222
　　　　  FAX 0857-29-5255

【U R L】 http://www.t-s-p.jp
【e-mail】 info@t-s-p.jp

ＰＰの認証取得に至った経緯

　お客様に対して、これまで築いてきた信用や信頼
というものが、時代の流れにより、はっきりとした個
人情報保護体制認定を受けなければ、お客様から選
ばれない世の中になってきています。そこで、いろい
ろと模索していた中で、複写連青年部時代から仲良
くさせていただいた。宮城県の株式会社デジタルプ
レイスの渥美社長より、『プライバシーポジション（PP）』
を教えていただき、取得することに挑戦いたしました。

早速そのことを関複事務局に連絡いたしますと、快く
引き受けていただき異例ではありましたが、先月の記
事にも掲載がありました、株式会社トクアオの惠本
社長と共に研修をさせていただき、認証取得までは
毎日がその業務で仕事も手に付かないぐらい頑張り、
無事に PP 認定取得致しました。

認証取得後の取り組みについて

　昨年の 6月に認定を頂き、それからは従業員の意
識が変わりました。お客様から預かった資料原稿や
データの取扱い、また接客の態度までが認定取得し
たというワンランク上のプライドを持ち接客をするよう
になりました。そして営業担当者は早速名刺に PP ロ
ゴマークを入れて「個人情報に対する体制がきちんと
している会社です」と説明をして回っています。その
甲斐あってスキャナー業務を数件ではありますが頂く
ことが出来ました。
　昨年 11月に鳥取市の入札参加資格審査申請書の

書類には、プライバシーポ
ジション認証取得という文
字を入れて提出いたしまし
た。今後は、このことに恥
じないように従業一同、徹
底して気を引き締めていき
ます。また我々の同業者と
いえる複写・印刷・情報な
どを扱う業種もまだまだ、
このような認証を取得して
いない企業が多くあります。
認知度を上げるためにも、
プライバシーポジションを進
めていきます。株式会社 ティエスピー　代表取締　諸吉 稔 （前列中央）
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　リコージャパ
ンの複写・印刷
業者のユーザー
（関東地区）で
組織されている
情報ビジネスリ
コ ー 会（JBR、
細井武会長）の
「第 45 期定時
総会」が 1 月 8
日午後 1 時 30
分から、東京・文京区のホテル椿山荘東京で
開催された。第 1 部の定時総会には会員 58
社 74 人が出席した。
　第 2 部の講演会、第 3 部新春懇親会には
正会員、準会員、協賛会社など関係者が多数
参加し、新春にふさわしく華やかに、盛大に
繰り広げられた。
　第１部定時総会の議案審議に先立ちあいさ
つにたった細井会長は JBR の行事への運営協
力に対しお礼をのべた後、ここ数年の災害の
多さに触れ「今年こそ災害、事件のない良い
年になるよう祈るばかりだが、特に地球温暖
化はもう戻れないところまで来ている、祈って
ばかりではなく我々中小企業も、個人も真剣
に考えなければ将来は無いと思う」と環境へ
の積極的な取組を訴えた。また、少子化の流
れも温暖化と同じで簡単には止まらないと指
摘し「頭を抱えるような問題が山積している。
中小企業の社長は自ら悩み、自ら答えを出し、
最後に自ら責任をとる仕組みになっているが、
そんな時たよりになるのが同業者の仲間の皆
さんです。どんな風に仕事をすすめていくのか、
この問題はどう解決するのか、あらゆる場面
で仲間の助けが必要です」と語り、「情報ビジ

ネスリコー会は設立以来、最も重要と考えて
きたのがこの仲間づくりです。今後ともそこを
目標にやっていきたい」と述べた。
　また「今年度もセミナー、見学会。話題の
ビジネスや企業の取組を勉強し、その中で皆
様の懇親が深められるよう十分検討して準備
をしている。積極的な参加をお願いしたい」
と結んだ。
　続いてリコー
ジャパン執行役
員の斉 藤 邦夫
氏はリコーの業
績について「2.3
年 前は 本当に
皆様にご心配を
か け た が、 令
和元年の業 績
はおかげさまで
計画達 成がで
きた」と報告し「市況が非常に動いたことと、
会員の皆様のご愛顧のおかげで業績があがっ
た」とお礼を述べた。
　また、リコーが若手有望プロゴルファーとし
て注目を集めている河本結選手と昨年の 8 月
から所属契約を締結したことや、昨年の 12 月
に日経新聞主催の「SDGs 経営大賞 2019」
において「環境価値賞」を受賞したことなど、
晴れやかなトピックスを紹介した。
　第 1 部の定時総会は、細井会長が議長をつ
とめ議案審議を行い、第 44 期事業・会計・
監査を報告し、第 45 期事業計画・予算案な
どすべて原案通り拍手をもって承認可決した。
　第 2 部の講演会は作家、ジャーナリストとし
て著名な河合雅司氏が「未来の年表～人口減
少日本でこれから起きること～」をテーマに講

JBRが第45期定時総会・懇親会を開催

細井会長

斉藤執行役員

会員、賛助会員が新年の親睦を深める
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「新春賀詞交歓会」に230人、斎藤理事長も出席
菅野会長「環境問題に真剣に取り組もう」

　 東 京 グ ラ
フィックサービ
ス工業会（東京
グラフィックス、
菅野潔会長）は
1 月 20 日 午 後
6 時 か ら、 東
京・池之端の東
天紅上野本店で

「2020 年 新 春
賀詞交歓会」を
開いた。政官界はじめ印刷関連業界・東京グ
ラフィックス会員ら総勢 230 人が一堂に集い、
新春を祝った。斎藤関複理事長も出席。

　年頭あいさつで登壇した菅野会長は昨年 3
月に終了した団体課題別支援事業の後を受け
て準備を進めている団体別採用力スパイラル
アップ事業について触れた。同事業は「働き方
改革」と「女性活躍推進」を中心テーマに、『生
産性向上 』『魅力ある職 場づくり』を目的に、
中小企業の“人材”に関わる課題に対する取
り組みに対して東 京都と東 京しごと財団が連
携して支援を行うものだが、菅野会長はこの 2
月 27 日にキックオフがあり、3 月からセミナー
や個社別コンサルティングなどが行われること
を紹介し、会員企業に参加を呼びかけた。
　また同会長は「環 境問題を我々は真剣に考
えていかないといけない時期になっている」と

演を行った。
　 第 3 部 の 新
春 懇 親 会 の 冒
頭に登壇したリ
コージャパンの
坂 主 智 弘 社 長
は新年のあいさ
つを 述 べ た後、
今大きな潮流と
なっている、デ
ジ タ ル 技 術 に

よって既存のビジネスから脱却し、新たな価値
を生み出すデジタルトランスフォーメーション
をとりあげ「この流れはさらに加速し後戻りし
ない」と述べた。また本年 4 月に中小企業に
導入される「働き方改革関連 法」 により時間
外労働への制約からデジタルによって労働生
産 性をあげる必 要性を指 摘した。 また「働き
方改革」の一環として話題に取り上げられるテ
レワークについて、リコージャパンが総務大臣

賞（テレワーク先駆者百選 総務大臣賞）を受
賞したことを紹介した。「今年も明るい年にな
るよう、力を合わせて進んでいきたい」と力強
く語った。
　この後恒例の鏡開きを行い、梶宏朗理事の
乾杯の発声で杯をあげ祝宴に入った。
　和やかな歓談、情報交換があちこちで行わ
れた後、北島雄二副会長の 3 本締めで華やか
に閉会となった。

東京グラフィックス

新春懇親会であいさつする坂主社長

鏡開きで懇親会スタート

菅野会長
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演を行った。
　 第 3 部 の 新
春 懇 親 会 の 冒
頭に登壇したリ
コージャパンの
坂 主 智 弘 社 長
は新年のあいさ
つを 述 べ た後、
今大きな潮流と
なっている、デ
ジ タ ル 技 術 に

よって既存のビジネスから脱却し、新たな価値
を生み出すデジタルトランスフォーメーション
をとりあげ「この流れはさらに加速し後戻りし
ない」と述べた。また本年 4 月に中小企業に
導入される「働き方改革関連 法」 により時間
外労働への制約からデジタルによって労働生
産 性をあげる必 要性を指 摘した。 また「働き
方改革」の一環として話題に取り上げられるテ
レワークについて、リコージャパンが総務大臣

賞（テレワーク先駆者百選 総務大臣賞）を受
賞したことを紹介した。「今年も明るい年にな
るよう、力を合わせて進んでいきたい」と力強
く語った。
　この後恒例の鏡開きを行い、梶宏朗理事の
乾杯の発声で杯をあげ祝宴に入った。
　和やかな歓談、情報交換があちこちで行わ
れた後、北島雄二副会長の 3 本締めで華やか
に閉会となった。

東京グラフィックス

新春懇親会であいさつする坂主社長

鏡開きで懇親会スタート

菅野会長
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「2020年新春賀詞交歓会」を開く
廣岡会長「IM業界の変革の年に」

　関東イメージ
情報業連合会
（KIU、廣岡潤
会 長 ） は 1 月
9 日 午 後 6 時
から、東京・浜
松 町の東 京会
館 で「2020 新
春賀詞交歓会」
を盛 大に開い
た。 関 連 友 好
団体、賛助会員、会員ら合計 65 人が参加し、
新春の年頭を祝い合った。
　年頭のあいさつに立った廣岡会長は、「今
年は十二支の一番初めの年、子の年、ねずみ
年、干支で言うと庚子（かのえね）と言う年
回り。物事が変わる時という意味合いを持っ
ている。60 年前の庚子の時はどうだったか調
べてみると、アフリカで 17 の国が植民地から
独立。アメリカではジョン・F・ケネディ大統
領が就任し、日本では池田勇人首相が内閣を
組織し所得倍増計画を策定した。（2020 年
は）歴史的に見ても、変わる年、変革の年と
言える。我々は IM 業界の中で 50 年以上の
長きにわたり仕事を展開し、我々は変わる時

だと考えていると思う。KIU 活動を中心にし
ながら、（この 2020 年が）IM 業界の変革の
年であった、と後で言われるように引き続き
協力をお願いしたい」と語った。
　つづいて友好団体を代表して日本文書情報
マネジメント協会（JIIMA）の勝丸泰志理事
長が、あいさつに立った。勝丸氏は、国内外
の予断を許さない状況を指摘しながらデジタ
ル化が進む日本国内の状況を報告。デジタル
化が本格的に進む時代を迎え、2 段階に分け
て進む予定だとし、官も民間も過去の膨大な
紙・画像情報をどうするかとなっており、この
解決のために JIIMA と KIU の協力関係で進
むことを訴えた。
　祝電披露のあと、賛助会員代表あいさつと
して富士フイルム産業機材事業部 ICT 関連
材料グループ計測ソリューションチームの丹
羽裕之チームリーダーが立ち、変化に立ち向
かっていかないといけない 2019 年だったと思
うが、2020 年は共創、共に創るということ
で業界の発展に一緒に歩んでいきたいと述べ
た。乾杯発声ではコニカミノルタジャパン官
公庁事業部ファイリング営業部の岡本光博部
長が「業界を盛り上げていこう」と杯を挙げ、
懇親に入った。

述べ、自らのボーイスカウトイベント参加経験
を通して、さらに日本印刷産業連合会（日印産
連）のグリーンプリンティング認定制度を紹介
しながら、「きれいな地球環境を残していかな
いといけない」と再度同問題に真剣に考えて取
り組むことの必要性を強調した。
　来賓祝辞では中村耀日本グラフィックサービ
ス工業会会長、川﨑秀和東京都産業労働局商
工部経営支援課長、杉村亥一郎日印産連専務

理事が登壇した。
　つづいて 2019 年は業界を挙げて組織拡大
に努めた結果、10 社の新規加入があったが、
交歓会では出席の 8 社を壇上にあげて紹介し、
会場から歓迎の拍手を浴びた。ジャグラ高知
大会実行委員長の西村啓氏が同大会への参加
呼びかけを行った後、鏡開きがあり、日本印
刷機材協議会の幅和弘会長が乾杯発声を行い
懇親の宴がスタートした。

KIU

廣岡会長
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映像解析ソフトウエア"People Counter Pro"を発売

大手印刷2社がGP認定を取得

　日本印刷産業連合会（日
印産連）は 12 月 10 日午後
2 時から、東京・中央区の
日本印刷会館で大日本印
刷、凸版印刷のグリーンプ
リンティング（GP）の認定
取得と企業単位による新規

認定制度について記者発表会を開いた。
　説明に立った日印産連 GP 担当の小野隆弘常務
理事は「グリーンプリンティング認定制度は 2006
年からスタートしたもので、中小規模や零細な印
刷工場などを対象とし、自主的に環境負荷低減に
取り組むという積極姿勢に意識を変えていこうと
つくられたもの」と制度の趣旨を説明した。
　また 13 年たって認定取得事業所数がようやく

400 を達成したが、足踏み状態を打破するため「今
回の大手の印刷会社の認証取得となった。2019
年 11 月に大日本印刷、凸版印刷に新規認定制度
で認証を取得していただいた」と述べた。
　またそのバックグラウンドには近年国際的な規
範となりつつある SDGs があると語り「一部の企
業だけでなく社会全体が動きはじめている SDGs
の実現を、得意先から大手印刷会社そして協力会
社の印刷業界全体をサプライチェーンでつなごう
ということで、大手印刷会社に GP 取得を依頼し、
今回の運びとなった。この動きを印刷業界全体に
広げることによって環境に配慮し、環境にやさし
い業界であることをアピールし、これを機に GP
認定制度を大きく膨らませて行きたい」と制度の
普及に一層の協力を求めた。

　キヤノンマーケティングジャパン（キヤノン MJ）
は映像が持つ情報を解析し、防犯・防災、安全
対策、マーケティングやサービスの向上など、さ
まざまな用途に向けて映像解析ソリューションを
提供している。
　近年、ネットワークカメラで撮影した映像の活
用が進んでおり、日本国内では中でも大規模イベ
ントなどの多くの人が密集する環境における人数
や、自然災害発生時に施設内にいる人数を把握
したいというニーズが拡大している。
　こうしたニーズに応え、キヤノン MJ はネットワー
クカメラの映像の中から約 1,500 人までの人数
をカウントできる映像解析ソフトウエア「People 
Counter」（2016 年 12 月発売）の機能を拡充し、
新たに映像解析ソフトウエア "People Counter 
Pro"として昨年 12 月に発売した。
　"People Counter Pro" は、これまで提供して

きた「エリア人数カウント」「通過人数カウント」機
能に加え、キヤノンが開発したディープラーニン
グを用いて群衆人数を算出する映像解析技術を
生かし、数千人規模の群衆人数をカウントできる
機能「群衆人数カウント」や、カウントした人数デー
タをグラフ化する機能「Data Dashboard」など
を拡充している。
　 キ ヤノン
MJ は、ネッ
トワークカメ
ラと"People 
C o u n t e r 
Pro" を 組み
合わせた映
像解析ソリューションを、公共施設をはじめ、複
合商業施設やレジャー施設、スタジアムや空港な
どに提案する。

キヤノンMJ が

群衆人数のカウント例

小野常務理事

群衆人数をリアルタイムにカウントできる機能拡充

大日本印刷、凸版印刷を初認定　新規認定制度でGP普及に弾み
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キヤノンMJの提案　42

新開発「FLXfinish（フレックスフィニッシュ）」テクノロジーを搭載し 
幅広いアプリケーション対応⼒と⾼⽣産性を実現 
64 インチ対応 UV 硬化型⼤判プリンター"Colorado 1650"を発売 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 

 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社とキヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式

会社は、主にサイン&ディスプレイ市場を対象に、64 インチ対応 UV 硬化型⼤判プリンター"Colorado
（コロラド） 1650"を 2020 年 1 ⽉より発売します 

       
Colorado 1650 

価格：980 万円（税別） 発売⽇：2020 年 1 ⽉下旬 
アウトドア、インドアの多くのアプリケーションの印刷に活⽤できます 

        
おもな特⻑ 

このほど、主にサイン&ディスプレイ市場を対象とした、64 インチ（約 1.6m 幅）ロール to ロール 
プリンターの新製品として⼀台でグロス ⁄ マット仕上げを可能にする「FLXfinish」を搭載しました
"Colorado 1650"を発売することにより、プロダクションプリンティング事業の強化・拡⼤を進めます。
"Colorado 1650"は、新開発の「FLXfinish」テクノロジーにより、インクの硬化タイミングを制御する
ことで、グロス調とマット調の 2 つのモードのプリントを⼀台で可能にしました。また、「UVgel 
（ユーブイジェル）」テクノロジーはグロス調の最⾼速モードで毎時 159m2、⾼品質モードで毎時
40m2、マット調では最⾼速モードで毎時 46m2、クオリティーモードで毎時 27m2 を実現しています。
低温での LED 硬化により熱に弱いとされるフィルムや糊付き塩化ビニル、壁紙などへの出⼒に加え、
従来のインクより柔軟性を 185%向上させたことにより、さらに多彩なメディアへの対応を実現しまし
た。エコソルベントやラテックスプリンターに⽐べ最⼤ 40%のインク使⽤量の削減※を実現します。 

• ※キヤノンプロダクションプリンティング（以下、CPP）調べ。同等クラスの他種インクのプリンターと⽐較した場合。CPP のテスト
環境下において。 
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"Colorado 1650"は、新開発の「FLXfinish」テクノロジーにより、インクの硬化タイミングを制御する
ことで、グロス調とマット調の 2 つのモードのプリントを⼀台で可能にしました。また、「UVgel 
（ユーブイジェル）」テクノロジーはグロス調の最⾼速モードで毎時 159m2、⾼品質モードで毎時
40m2、マット調では最⾼速モードで毎時 46m2、クオリティーモードで毎時 27m2 を実現しています。
低温での LED 硬化により熱に弱いとされるフィルムや糊付き塩化ビニル、壁紙などへの出⼒に加え、
従来のインクより柔軟性を 185%向上させたことにより、さらに多彩なメディアへの対応を実現しまし
た。エコソルベントやラテックスプリンターに⽐べ最⼤ 40%のインク使⽤量の削減※を実現します。 

• ※キヤノンプロダクションプリンティング（以下、CPP）調べ。同等クラスの他種インクのプリンターと⽐較した場合。CPP のテスト
環境下において。 
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富士ゼロックスの提案

デジタル印刷技術を駆使した
国内外の印刷作品を評価する「 アワード」開催
日本から 作品が「第 位」を獲得

富士ゼロックスアジアパシフィック （本社：シンガポール、社長＆ 友納睦樹）は、富士ゼロックスのプ
ロダクションプリンターをお使いのお客様が制作したデジタル印刷作品を評価するコンテスト「

アワード」を開催し、 年度受賞作品の 作品を発表。日本から 社 作品が
各部門において「第 位」を受賞しました。

「 アワード」は、アジア・パシフィック地域における富士ゼロックス製プロダクションプリンターのユー

ザーから応募作品を募るコンテストです。 年から毎年開催されている同コンテストには、毎回デジタル印

刷技術を結集した創造的で革新性に富んだ応募作品が多く集まります。審査は、印刷やグラフィックデザイン

など各分野の識者で構成される第三者委員会によって行われ、作品の品質、デジタル印刷技術の活用、革新性、

ビジネス有効性、全体的な美しさといった基準に基づいて受賞作品を決定します。応募作品はアジア・パシ

フィック地域で開催される印刷関連のイベントや展示会などで紹介されるため、応募者にとって自身の技術・

発想力を国際的にアピールする機会を数多く得ることに繋がります。

回目を迎えた今年度は、 作品の応募作品について厳正な審査が行われ、 部門で の受賞作品、

および最優秀賞 作品が決定しました。このうち日本から、「ポスター部門」においてアオヤギ株式会社（福

岡県福岡市）の作品と、「オフィス用品部門」においてヤマゼンコミュニケイションズ株式会社（栃木県宇都

宮市）の作品が、それぞれの部門において「第 位」に選出されました。

年度の受賞作品は、今後アジア・パシフィック地域で開催されるイベントや展示会、富士ゼロックスの

ショウルームなどで紹介されます。

【 年度 アワード 日本応募企業の受賞作品】

富士ゼロックス株式会社のアジア・パシフィック地域における営業・マーケティング活動を統括する関連会社

ポスター部門第1位
アオヤギ株式会社
「ロアッソ熊本 ロングタペストリー」

使用機種：

お客様との関係をつなげるための入り口である名
刺は必ず受け取っていただける絶好の ツールで

あるということに着目。お客様にインパクトを与
え、また営業マンや自社のアピールに効果的な
ツールになるようにと開発されました。

オフィス用品部門第 位
ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
「 （名刺カバー）」

使用機種：

Ｊリーグクラブ「ロアッソ熊本」グッズとして開
発。ナイロン素材であるシータスに、同機の特徴
でもあるゴールドの特殊トナー＋フルカラープリ
ントを行い、長尺 のタペストリーとして仕
上げられています。
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富士ゼロックスの提案

デジタル印刷技術を駆使した
国内外の印刷作品を評価する「 アワード」開催
日本から 作品が「第 位」を獲得

富士ゼロックスアジアパシフィック （本社：シンガポール、社長＆ 友納睦樹）は、富士ゼロックスのプ
ロダクションプリンターをお使いのお客様が制作したデジタル印刷作品を評価するコンテスト「

アワード」を開催し、 年度受賞作品の 作品を発表。日本から 社 作品が
各部門において「第 位」を受賞しました。

「 アワード」は、アジア・パシフィック地域における富士ゼロックス製プロダクションプリンターのユー

ザーから応募作品を募るコンテストです。 年から毎年開催されている同コンテストには、毎回デジタル印

刷技術を結集した創造的で革新性に富んだ応募作品が多く集まります。審査は、印刷やグラフィックデザイン

など各分野の識者で構成される第三者委員会によって行われ、作品の品質、デジタル印刷技術の活用、革新性、

ビジネス有効性、全体的な美しさといった基準に基づいて受賞作品を決定します。応募作品はアジア・パシ

フィック地域で開催される印刷関連のイベントや展示会などで紹介されるため、応募者にとって自身の技術・

発想力を国際的にアピールする機会を数多く得ることに繋がります。

回目を迎えた今年度は、 作品の応募作品について厳正な審査が行われ、 部門で の受賞作品、

および最優秀賞 作品が決定しました。このうち日本から、「ポスター部門」においてアオヤギ株式会社（福

岡県福岡市）の作品と、「オフィス用品部門」においてヤマゼンコミュニケイションズ株式会社（栃木県宇都

宮市）の作品が、それぞれの部門において「第 位」に選出されました。

年度の受賞作品は、今後アジア・パシフィック地域で開催されるイベントや展示会、富士ゼロックスの

ショウルームなどで紹介されます。

【 年度 アワード 日本応募企業の受賞作品】

富士ゼロックス株式会社のアジア・パシフィック地域における営業・マーケティング活動を統括する関連会社

ポスター部門第1位
アオヤギ株式会社
「ロアッソ熊本ロングタペストリー」

使用機種：

お客様との関係をつなげるための入り口である名
刺は必ず受け取っていただける絶好の ツールで

あるということに着目。お客様にインパクトを与
え、また営業マンや自社のアピールに効果的な
ツールになるようにと開発されました。

オフィス用品部門第 位
ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
「 （名刺カバー）」

使用機種：

Ｊリーグクラブ「ロアッソ熊本」グッズとして開
発。ナイロン素材であるシータスに、同機の特徴
でもあるゴールドの特殊トナー＋フルカラープリ
ントを行い、長尺 のタペストリーとして仕
上げられています。

月刊関複2020年2月号 15

リコージャパンの提案 39

リコージャパンのまちなみイラストによる地域活性化活動のご紹介
リコージャパンは、まちなみイラストを活用した、その地域の住民・商店・企業を元気にさせるまちおこし運動

「マーチング活動」を推進しています。
■マーチングとは
その地域（まち）に根ざした相互（互恵）情報を活用し、まち自慢・地域自慢を通して、地域の住民・商

店・企業の活性化を図る活動です。 「まち」＋「 i n g 」＝マーチング（造語）
■マーチング委員会とは
「先義後利（道義を優先させ、利益は後回しにする）」の基本理念のもと、その地域に根ざした相互情報

をさまざまな形で提供しながら、まちなみイラストを基として、その地域の住民・商店・企業の活性化促進を支
援するプラットフォームとなることを目指している団体です。（全国 64団体加盟 : 2 0 1 9年9月現在）

一般社団法人マーチング委員会 U R L： h t t p : / / m a c h i - i n g . j p /

田町・白金マーチング委員会事務局：リコージ ャパン（株）産業ソ リ ューシ ョ ン事業本部 P P事業部

P P ビジネスサポー ト部 C P ビジネスサポー トグループ 伴 T E L： 0 8 0 - 2 1 5 5 - 6 2 4 5

■田町・白金マーチング委員会
リ コージャパンは、田町・白金マーチング委員会として、港区内で開催されるイベントや地元店舗・企業に、
“田町・白金まちなみ ”イラストを展示することで 、その地域の住民や働く方々に、自分たちの街の素晴しさや
魅力を再認識いただき、その地域の活性化に関わる取り組みのお手伝いをしています。

◎担当地域

三田、芝浦、港南、

高輪、白金、白金台

■田町・白金マーチング委員会の活動
◎田町・白金地区のまちなみイラストの作成およびイラスト展示会の企画・開催
◎田町・白金まちなみイラストを使用した印刷ビジネスの橋渡し
◎港区、地元企業・商店との協業活動ならびに港区の産業・観光振興の支援活動
◎港区及び田町・白金地域の店舗・企業へのマーチング広報・提案活動

■まちなみイラストを活用した印刷物
名刺、ポストカード、年賀状、カレンダー、会員証、ポイントカード、
カレンダー、封筒、クリアファイル、一筆箋、コースター e t c

リコージャパンの提案　42
リコージャパンの提案 41

オフィスの蛍光灯器具/蛍光灯、工場の水銀灯が生産終了！

2017 2018 2019

蛍光灯器具
生産終了

2021

政府は2030年までに国内の全ての照明をLED等の効率のよい照明に
しようとしており、各メーカーが徐々に従来の照明を生産終了しています。

2020

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯生産終了
(器具は2019年終了)

水銀灯生産終了
(一部除く)

東芝ライテック㈱ 日本電気㈱

岩崎電気㈱

パナソニック㈱ 三菱電機照明㈱

リコージャパンより照明や空調の”今”をお伝えします！
照明や空調の”今”を知ることで計画的な設備更新・省エネを進めませんか？

蛍光灯型LEDランプへの更新は修繕費で処理が可能！

蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための
一つの部品であり(中略）、修繕費として処理することが相当です。

【国税庁HPより：自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の
取扱いについて（抜粋）】

蛍光灯の修繕費 LEDの修繕費

今後は蛍光灯ではなく、LEDの修繕費を予算計上をして、
電気料金を削減しませんか？

修繕費は費用として計上して節税に！

15年以上前の空調で主流だったR22冷媒 ※1 はオゾン層を破壊する成分が入っている為、
2020年1月1日 ※2 に生産が終了します。

修理が困難になる前に
早めの入替えをご検討下さい！

※2 補充用途の冷媒に限り、2029年末まで生産が認められています。

2020年以降空調の修理が困難になる可能性があります！

※1 冷媒は、空調が冷風・温風を出すために欠かすことのできないフロンガスです。

リコージャパンの提案 41

オフィスの蛍光灯器具/蛍光灯、工場の水銀灯が生産終了！

2017 2018 2019

蛍光灯器具
生産終了

2021

政府は2030年までに国内の全ての照明をLED等の効率のよい照明に
しようとしており、各メーカーが徐々に従来の照明を生産終了しています。

2020

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯生産終了
(器具は2019年終了)

水銀灯生産終了
(一部除く)

東芝ライテック㈱ 日本電気㈱

岩崎電気㈱

パナソニック㈱ 三菱電機照明㈱

リコージャパンより照明や空調の”今”をお伝えします！
照明や空調の”今”を知ることで計画的な設備更新・省エネを進めませんか？

蛍光灯型LEDランプへの更新は修繕費で処理が可能！

蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための
一つの部品であり(中略）、修繕費として処理することが相当です。

【国税庁HPより：自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の
取扱いについて（抜粋）】

蛍光灯の修繕費 LEDの修繕費

今後は蛍光灯ではなく、LEDの修繕費を予算計上をして、
電気料金を削減しませんか？

修繕費は費用として計上して節税に！

15年以上前の空調で主流だったR22冷媒 ※1 はオゾン層を破壊する成分が入っている為、
2020年1月1日 ※2 に生産が終了します。

修理が困難になる前に
早めの入替えをご検討下さい！

※2 補充用途の冷媒に限り、2029年末まで生産が認められています。

2020年以降空調の修理が困難になる可能性があります！

※1 冷媒は、空調が冷風・温風を出すために欠かすことのできないフロンガスです。

リコージャパンの提案 41

オフィスの蛍光灯器具/蛍光灯、工場の水銀灯が生産終了！

2017 2018 2019

蛍光灯器具
生産終了

2021

政府は2030年までに国内の全ての照明をLED等の効率のよい照明に
しようとしており、各メーカーが徐々に従来の照明を生産終了しています。

2020

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯生産終了
(器具は2019年終了)

水銀灯生産終了
(一部除く)

東芝ライテック㈱ 日本電気㈱

岩崎電気㈱

パナソニック㈱ 三菱電機照明㈱

リコージャパンより照明や空調の”今”をお伝えします！
照明や空調の”今”を知ることで計画的な設備更新・省エネを進めませんか？

蛍光灯型LEDランプへの更新は修繕費で処理が可能！

蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための
一つの部品であり(中略）、修繕費として処理することが相当です。

【国税庁HPより：自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の
取扱いについて（抜粋）】

蛍光灯の修繕費 LEDの修繕費

今後は蛍光灯ではなく、LEDの修繕費を予算計上をして、
電気料金を削減しませんか？

修繕費は費用として計上して節税に！

15年以上前の空調で主流だったR22冷媒 ※1 はオゾン層を破壊する成分が入っている為、
2020年1月1日 ※2 に生産が終了します。

修理が困難になる前に
早めの入替えをご検討下さい！

※2 補充用途の冷媒に限り、2029年末まで生産が認められています。

2020年以降空調の修理が困難になる可能性があります！

※1 冷媒は、空調が冷風・温風を出すために欠かすことのできないフロンガスです。

リコージャパンの提案 41

オフィスの蛍光灯器具/蛍光灯、工場の水銀灯が生産終了！

2017 2018 2019

蛍光灯器具
生産終了

2021

政府は2030年までに国内の全ての照明をLED等の効率のよい照明に
しようとしており、各メーカーが徐々に従来の照明を生産終了しています。

2020

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯器具
生産終了

蛍光灯生産終了
(器具は2019年終了)

水銀灯生産終了
(一部除く)

東芝ライテック㈱ 日本電気㈱

岩崎電気㈱

パナソニック㈱ 三菱電機照明㈱

リコージャパンより照明や空調の”今”をお伝えします！
照明や空調の”今”を知ることで計画的な設備更新・省エネを進めませんか？

蛍光灯型LEDランプへの更新は修繕費で処理が可能！

蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための
一つの部品であり(中略）、修繕費として処理することが相当です。

【国税庁HPより：自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の
取扱いについて（抜粋）】

蛍光灯の修繕費 LEDの修繕費

今後は蛍光灯ではなく、LEDの修繕費を予算計上をして、
電気料金を削減しませんか？

修繕費は費用として計上して節税に！

15年以上前の空調で主流だったR22冷媒 ※1 はオゾン層を破壊する成分が入っている為、
2020年1月1日 ※2 に生産が終了します。

修理が困難になる前に
早めの入替えをご検討下さい！

※2 補充用途の冷媒に限り、2029年末まで生産が認められています。

2020年以降空調の修理が困難になる可能性があります！

※1 冷媒は、空調が冷風・温風を出すために欠かすことのできないフロンガスです。
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複写を考える○61　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

 　「現在の複写と墨との間にはどんな関係があるのか？」と思

われる人もいるかもしれませんが、物には歴史があり必然があ

るのだと思います。

　墨は前述したように遠く殷の時代からすでに用いられ、日本

でも奈良時代に本格的に国産が始まり、多くの記録がなされ、

それらが現在の情報複写の源流となったことを考えると驚くべ

きことだと考えて歩いていたら、ふと矢立が目に入り蛇足なが

ら江戸時代の万年筆かという想いで撮影。11,500 円は高価だ。

　墨の偉大さを一言で言うと、水さえあればどこでも情報の複写ができることであり、頭の中にうかんだイ

メージさえ表現できるという代物であり、描かれたものも数千年の風雪に耐える記録材料であること。この

ような複写の材料が、紀元前から使われていたことに驚き、ものすごい技術だと感心しております。

歴史的遺産として語り継ぎ　残っている墨痕の例　

 

敦煌文献（とんこうぶんけん）　　

  1900 年 ( 光緒 26) 日本では明

治 33 年、シルクロードの分岐点、

敦煌市の東南 25km に位置する

鳴沙山 ( めいささん ) の東莫高

窟の第 16 窟にいた道士・王円

が、崩れ落ちた壁の中から 4 ～

5 万点の古写本や画巻経典や文

献を発見。王円 は地方官に報告したが見向きもされなかった。しかし1907 年、イギリスのスタインや

フランスのペリオがそれらを王道士から大量に買収し、イギリス、

フランスに持ち帰り発表。敦煌文書として、世界に知られるよう

になりました。

　日本も浄土真宗本願寺派が大谷探検隊を組織して「仏教がイン

ドからどのように伝搬してきたか」をテーマに、敦煌文書を収集

しました。この資料の一部は、近いところでは東京国立博物館で

も所蔵品として、目にすることができる。摩訶般若波羅蜜経の絹本　Fig 122

敦煌付近のシルクロード・北西に玉門関・南に陽関・西に楼蘭　Fig 121

万年筆の元祖？　矢立　Fig 120
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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。
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撮影機材：一眼レフ〜スマホ全て可能
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送 付 先：メールにて以下へ送付して下さい
     kjun@keyo.co.jp
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成田真由美氏講演
（於：令和2年新春賀詞交歓会）
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リパラメダル
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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。




