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◆巻頭言57

　年度初めに、会社の計画を社員に発 表しま
した。確かに、昨年末には、武漢でのニュー
スが出ていましたが、これまでの異常事態に
なるとはだれも予測できなかったのではないで
しょうか？ まさに平和ボケもいいところなので
しょう。
　どうにもならない現実に直面していることは、
多くの皆さんが存じ上げている通りです。2020
オリンピックは 1 年延期になり、世界がおかし
な状態で動いているのです。愚痴も言いたくな
り嫌気がさす、この頃ではないでしょうか。
　コロナウイルスと言う目に見えない生き物が、
悲しい事実を生み出しました。芸能界では、志
村けんさんが亡くなりました。笑いをもらえる
一流の「笑業マン」でした。なんとも悲しいニュー
スに衝撃と寂しさを感じました。もう二度とみ
られない笑いの鉄人は時代を象徴する現代に
生きて、さーと消えていきました。
　いつ終息に向かうのか。自社でも対策をとっ
ていますが。これで大丈夫などと誰も思ってい
ない怖さがあります。そんな中でも、孫も 12
歳になり小学校の卒業式や中学の入学式など
簡素な終わりと始まり？でした。
　今は、世界の敵はこのウイルスでしょう。平
和と安全の維持を未来ある子供たちに夢を与
えられるのは、私たち大人の努めと改めて深く

感じた次第です。早く特効薬ができることを切
に望みます。
　さて話は変わり、寝る前の楽しみを紹介しま
す。
　もう何年 続いるのかわからないですが、携
帯で落語や漫才、音楽など、一人の時間を寝
床で聞いています。気分転換になり、心の疲
れを忘れさせてくれます。落語は、桂枝雀、漫
才は中川家等、音楽はジェットストリームでミ
スターロンリーの名曲に乗って城達也のナレー
ションで始まります。ご存知の方が多くいらっ
しゃるのではないでしょうか。至福の時間では
ありますが、すぐに寝入ってしまうのは、年な
のでしょう。
　皐月（五月）は温厚な季節で日も長くなり明
るいうちから飲みはじめて日が暮れても、「まだ
こんな時間なんだ」と、ちょっと前まで楽しん
でいたことを思い出しました。益々、日は伸び
ますが、飲みにも行けません。是非気分転換
をして健康維持に、努めていきましょう。
　本当の春（収束宣言）は、必ず来るので是非、
また皆さんと一杯やりたいです。その時はよろ
しく参加させてください。
　組合員の皆さん、協賛会員の皆様、ご家族、
友人、知人、関わる皆様がこれからも楽しく生
活できますことを、心から願っています。

まさかこのような年に？

関東複写センター協同組合
理事　松岡 豊
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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）
は政府の緊急事態宣言を
踏まえ、先月に引き続き定
例理事会をメール 会議と
し、「令和２年度　第１回
定例理事会」の審議事項、
報告事項、確認事項などを理事、監事、相談役
に事務局より 4 月 20 日にメール配信した。

Ⅰ審議事項
１） 組合員の脱退について
　3 月末に ( 株 ) ニトー・フレンドからの脱退届
の提出があった。

２） 令和元年度事業報告書及び決算関係書類に
ついて
① 令和元年度・事業報告書（案）
② 令和元年度・決算関係書類（案）
③剰余金処分（案）
３）令和２年度事業計画書及び収支予算につい
て
①令和２年度・事業計画書（案）
②令和２年度・収支予算（案）
③第 2 号議案～第 6 号議案
④第 7 号議案「役員改選の件」

　令和元年度・事業報告書（案）、令和２年度・
事業計画書（案）、第 2 号議案～第 6 号議案に
ついては、現在、三役、各理事と調整を取りな
がら議案書を作成中。5 月の理事会で確認、承
認を受ける。

Ⅱ確認事項

１）各部会の活動について
① 総務部
・関複オープンゴルフコンペ（5 月 23 日：於さい
たまゴルフ）が開催中止となり、組合員・協賛
会員へ「中止のお知らせ」をメール配信の報告。

② 事業推進部
◆キヤノンコレモールについて
　3 月分の売り上げ報告。

③広報企画部
◆月刊関複
　連載コーナー「我が社の業務」は、取材が困
難なため当分は休載し、5 月号からは昨年度Ｐ
Ｐ認証取得した北海道地区６社に原稿を依頼し

「PP 取得企業の紹介」を掲載する。また、巻頭
言については、予定通りそれぞれの担当理事に
執筆を依頼する。

Ⅲジャグラ活動について
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により予
定していた会議・委員会が、書面審議や中止と
なった。
　また、6 月 5 日より開催のジャグラ文化典高
知大会は開催中止となり、第 55 回定時総会に
ついては、書面総会での開催となる。

Ⅳその他
関連団体の活動状況の中止報告
関東イメージ情報業連合会
ＫＩＵ第５３期年次総会・セミナー及び懇親会
東京都中小企業団体中央会
令和２年度役員・評議員合同会議（5 月 8 日）
※ 次回、理事会は５月２１日（木）開催予定です。

関複 令和２年度 第１回 定例理事会開く
緊急事態宣言を受けメール会議に

斎藤理事長
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「お客様のニーズ」に
対応できる受注体制を

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、北海道札幌市の情報創造事業協同組合を紹介します

【会社名】 情報創造事業協同組合
【代表者】 代表理事　榊原 宏洋
【住　所】 札幌市中央区南１条東１丁目５番地
 大通バスセンタービル１号館 ４階 

【連絡先】 TEL 011-221-0474
 FAX 011-241-3309

【e-mail】 kumiai@id-hokkaido.jp

ＰＰの認証取得に至った経緯

　当組合は、時代背景に対応し複写資本業務
から各種電子プリント、オンデマンド印刷はも
とより、各種データ加工、スキャン・ファイリ
ングシステムサービス、CAD 入出力など多種
多様な業務形態になったことから、平成２７年
７月に北海道複写産業協同組合から情報創造
事業協同組合と名称を変更し、更なる業務の

取り込み AI 時代に即した業態への転換を目指
しているところです。
　組合員は、札幌圏を中心に広域な全道各地
域４２会員で構成し、組合受注の主な取引先と
して、北海道開発局（全道１０開発建設部）及
び札幌市の官公庁共同受注を柱に事業を展開
しています。組合員の多くは既に ISO や PP な
どを取得し管理体制を整えておりますが、官公
需適格組合として、共同受注を契約している組
合事務局に対し情報セキュリティ管理体制又は
個人情報保護体制を整備・承認が参加資格要
件に明記されたことにより、組合事務局３名が
PP 認定・新規取得研修を受け、認定に至りま
した。

認証取得後の取り組みについて

　PP 認証を取得したことを機に、組合事務局
が厳格な運用意識を持ち管理体制保護に努め
ていけるよう組合員相互で取得者であることの
自覚とレベルアップに努めていきます。
　また、機密保持について厳しい委託先との
契 約終 結に向けてまだまだやるべきこと整 備
すべきことは山積みなところではありますが、
より一層お客様に安心して、信頼して頂ける管
理体制を構築していくよう切磋琢磨していきた
いと思います。
　新型コロナウイルス感染 症が 業 界にも影 響
を及ぼして来ていますが、全 道の組合員が連
携を取り、官公庁共同受注を中心に更なる技
術の研鑽に努め、「お客様のニーズ」に対応で
きる受注体制の構築活用して参ります。

情報創造事業協同組合
代表理事　榊原 宏洋
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業界イベントが相次いで中止

　新型コロナウイルス感染の拡大が日本列島全域に進
む中、印刷関連業界は会合など各種イベントが相次いで
中止においこまれるなど、業界活動に支障がおきている。
日本印刷産業連合会（金子眞吾会長）はじめ業界団体
はコロナ禍の収束時期が見えない中、この事態乗り切り
で書面による決議、全国大会・報告会などイベントの中
止などを行い、ポスト収束に向けて模索が続いている。
　3 月 5 日に予定されていた関東甲信越静地区印刷協
議会（江森克治会長）・東京地区印刷協議会（黒澤文
雄会長）合同の令和元年度下期定例会の中止、4 月17
日開催予定の令和元年度ジャグラ作品展最終審査会
の中止、4 月 25 日のジャグラ SPACE21 総会の中止、4
月 28 日開催予定の東京プロセス工業協同組合第 66
回通常総会の中止、日本グラフィックサービス工業会

（中村耀会長）がこの 6 月 5 ～ 8 日の 4 日間予定して
いた全国大会「第 62 回ジャグラ文化典高知大会」を中
止するなど一般印刷、グラフィックサービス業界、製版
関連業界とその上部団体の日印産連問わず軒並み各
種会合など業界イベントを中止している。
　また、このコロナ禍の、印刷関連企業への業績影響に
ついては今のところ、その抱えるユーザー層によって温度
差があるものの、感染拡大の長期化によってはその影響
を免れないとの懸念が広がっている。そのため印刷関連
企業は事業継続のため財政面の補充をはじめ現在の事
業スタイルの見直しなど各種の施策を模索始めている。
　収束が見えない中、当面は前述の施策を打ち出すと
ともに、政府が全国に発令した緊急事態宣言の期間、
5 月 6 日までのなりゆきを見守っているのが実情だ。
　このような中、東京グラフィックサービス工業会の菅
野潔会長は「東京グラフィックサービス工業会会員の
皆様へ　国と東京都からの緊急事態宣言・措置発令
に伴う東京グラフィックスの対応」と題するメッセージ
を、この 4 月 8 日付で発表した。以下はその全文。
　4 月 8 日 0 時から5月 6 日まで、国と東京都で新型コ
ロナ収束に向けての緊急事態宣言・措置が発令されまし
た。人と人との接触を、7 割から 8 割減らす事で、 2 週間

後に感染のピークアウトを迎える事を目標にしています。
　そのためには、極力外出を避けるために、東京グラ
フィックス会員企業ではテレワークを利用した在宅勤
務、有給休暇の活用や、時差出勤等の推奨努力をする
事で、人と人との接触を減らしつつ、経済活動を維持
していく事が大切になります。
　在宅勤務に於いては、テレワーク、テレビ会議、 SNS の
無料通話を利用する事で、円滑な作業は可能になります。
　また、計画的な作業指示で効率が向上し、有給休暇
の取得も可能になります。
　そして、時差出勤により、人と人との接触を減らす事
が可能になります。
　以上のような対策を積極的に実行していただき、持
続可能な経済活動を維持してください。
　次に経済活動に不安が生じた場合の対策として、補
助金・助成金が新たに設置されています。
◎雇用調整助成金 ：雇用が厳しくなった時
◎セーフティネット４号・５号 ：昨年同期比売上 20% 
・ 5% 減の時
　このような助成金以外にも、様々な融資が開設され
ておりますので、詳細は以下のサイトでご確認ください。
　■経済産業省 サイト「新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ」
https://www.meti.go.jp/covid19/pdf/pam phlet.pdf
　■東京都産業労働局 サイト「 新型コロナウイルス感
染症に対応した支援策 」
http://www.sangyo rodo.metro.tokyo.jp/
attention/2020/0305_13201.html
　■ジャグラ サイト「 COVID 19 関連情報 特設ページ 」

（経産省・厚労省情報、他）
https://www.jagra.or.jp/covid 19/
　この難局を乗り越えるために、東グラの会員らしく、
自覚をもった行動をしていきましょう。
　「自分を守るため、大切な人を守るため、社会を守る
ために」
　収束したら、またお会いしましょう！

コロナ禍で業界STOP！
事態乗り切りで模索が続く
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業界イベントが相次いで中止
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リコージャパンの提案 ㊺

リコージャパン岐⾩⽀社は、このたび令和元年度「岐⾩
市景観賞」において岐⾩事業所の「建屋⼆階の窓ガラス
に映しだすプロジェクション・マッピングによる情報提
供」が景観奨励賞＜屋外広告物部⾨＞を受賞しました。
岐⾩事業所では、屋上に設置した太陽光パネルで創られ
た再⽣可能エネルギーから⾃社消費分を差し引いた余剰
電⼒を活⽤して、プロジェクション・マッピングを投影
しています。
⽇が暮れると、建物正⾯2階の⼤きな窓からプロジェク
ション・マッピングが浮かび上がります。
岐⾩県の名所や地域の情報などを発信しており、今後は
防災情報や災害時における情報など地域社会に貢献して
いく予定です。

令和元年度「岐⾩市景観賞」にて景観奨励賞を受賞

介助⽝ユーザーの⻄澤さんとラッキーくんが仲間⼊り

リコージャパンは事業活動とSDGsを同軸化（⼀体化）す
る活動の⼀環として、製品・サービスでのSDGsへの貢献
度合いを算出し、提案内容に含めてお客様にお伝えすると
共に、導⼊実績にあわせてアジアに植林をすることで、お
客様と⼀体となったSDGsへの取り組みを2⽉から開始し
ました。
今後、製品・サービスによるお客様先でのSDGsへの定量
的な貢献度を盛り込んだ提案活動を⾏います。当初は、最
新複合機「RICOH IM C製品群」の省エネ性能によるCO2
削減や、⾃家消費型太陽光発電サービスによる創エネ・災
害時の電源供給の⼆項⽬でスタートします。
対象製品・サービスをお客様にご導⼊いただくと、その実
績に合わせてNPOなどを通じてマングローブの植林を実施
します。これをお客様にご報告することで、SDGsの輪を
拡げ、⼀緒にSDGsに貢献していきたいと考えています。

事業活動とSDGsを⼀体化 〜提案と植林でSDGsの輪を拡げる活動を展開〜

リコージャパンの本社事業所に、介助⽝ユーザーの⻄澤
さんと介助⽝ラッキーくんが⼊社しました。
リコージャパンでは障がいのある社員もたくさん活躍し
ていますが、介助⽝の受け⼊れは初めて。勉強会や掲⽰
板を通じて、事前に介助⽝への理解を深めました。
今では、⻄澤さんとラッキーくんを⾒かけると声をかけ
る社員がたくさん。以前よりも笑顔あふれる事業所にな
りました。
介助⽝は、⼿⾜に障がいがある⼈をサポートするよう訓
練された補助⽝で、落としたものを拾ったり、指⽰した
ものを持ってきたり、ユーザーの⽅の⼤切なパートナー
です。しかし、認知度が低く、補助⽝法制定以降もさま
ざまな場所で⼊店や乗⾞を拒否されるそうです。
補助⽝をもっと知ってもらって、障がいのある⼈もない
⼈も暮らしやすい世の中にしていきたいですね。

リコージャパンの提案　45
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ション・マッピングが浮かび上がります。
岐⾩県の名所や地域の情報などを発信しており、今後は
防災情報や災害時における情報など地域社会に貢献して
いく予定です。

令和元年度「岐⾩市景観賞」にて景観奨励賞を受賞

介助⽝ユーザーの⻄澤さんとラッキーくんが仲間⼊り

リコージャパンは事業活動とSDGsを同軸化（⼀体化）す
る活動の⼀環として、製品・サービスでのSDGsへの貢献
度合いを算出し、提案内容に含めてお客様にお伝えすると
共に、導⼊実績にあわせてアジアに植林をすることで、お
客様と⼀体となったSDGsへの取り組みを2⽉から開始し
ました。
今後、製品・サービスによるお客様先でのSDGsへの定量
的な貢献度を盛り込んだ提案活動を⾏います。当初は、最
新複合機「RICOH IM C製品群」の省エネ性能によるCO2
削減や、⾃家消費型太陽光発電サービスによる創エネ・災
害時の電源供給の⼆項⽬でスタートします。
対象製品・サービスをお客様にご導⼊いただくと、その実
績に合わせてNPOなどを通じてマングローブの植林を実施
します。これをお客様にご報告することで、SDGsの輪を
拡げ、⼀緒にSDGsに貢献していきたいと考えています。
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練された補助⽝で、落としたものを拾ったり、指⽰した
ものを持ってきたり、ユーザーの⽅の⼤切なパートナー
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自動ロール紙セットなど現場オペレーターの作業負荷を軽減し、出力ワークフロー

を効率化する新機能搭載しました、大判インクジェットプリンター「imagePROGRAF 

PRO」シリーズ新製品５機種を発売します 

 

キヤノンは、大判インクジェットプリンター「imagePROGRAF PRO（イメージプログラフプロ）」 

シリーズの新製品として、12色インクモデル“PRO-6100／4100／2100”、8色インクモデル 

“PRO-6100S／4100S”、の計5機種を2020年4月13日より順次発売します。 

	

	
＊一部オプションのロールユニット「RU-43」装着時 

	

新製品は、みなさまの多様なプリントニーズにお応えします。いずれも、ロール紙交換時の給紙・搬送

や用紙設定等の作業を自動化しており、幅広い種類の用紙にさまざまな制作物を大量に印刷する大判出

力ワークフローにおいて、日々の作業を効率化し生産性向上に貢献します。	

	

■ 自動ロール紙セットなど大判出力ワークフローを効率化する機能を搭載 
ロール紙を給紙部に置くだけで、自動で用紙を給紙・搬送し印刷可能な状態に調整する「自動ロール紙

セット」機能を搭載しています。給紙時に用紙の印刷面に触れる必要がないため、指紋や汚れの付着を

防止できます。また、内蔵マルチセンサーにより、用紙の種類や幅を自動で検知するほか、用紙残量も

自動推計可能です。※1これらの自動化や、サイズや種類の異なるロール紙を同時に2本セットできる2段
ロール給紙機構※2	を使用した切り替え印刷などにより、現場オペレーターの作業負荷を軽減し、大判出

力ワークフローにおける作業の効率化や生産性向上に寄与します。	

	 	 	 	 	 	 	
※1 用紙特性の測定と、用紙の使用履歴に基づく学習機能から用紙の種類を自動判別可能。	

さらに、紙幅も自動検知可能なため、プリンターに用紙情報を登録／設定する作業を削減。	

※2 “PRO-6100S／6100”は標準装備。“PRO-4100S／4100／2100”はオプションのロールユニット（有償）が必要。	
	

■ プロの高い要求に応える高画質を実現 
顔料インク「LUCIA PRO（ルシアプロ）」を採用しています。色材をカプセル化することで、用紙上
に色材が高密度に配置され、発色性に優れた、色鮮やかなプリントを実現します。12色インクモデル
“PRO-6100／4100／2100”では、光沢紙・半光沢紙への印刷時に透明インク「クロマオプティマイザ
ー」を使用することで、光沢ムラを抑制し、黒や暗部で高い色再現性を実現します。	
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“PRO-6100／4100／2100”では、光沢紙・半光沢紙への印刷時に透明インク「クロマオプティマイザ
ー」を使用することで、光沢ムラを抑制し、黒や暗部で高い色再現性を実現します。	

 

 

自動ロール紙セットなど現場オペレーターの作業負荷を軽減し、出力ワークフロー

を効率化する新機能搭載しました、大判インクジェットプリンター「imagePROGRAF 

PRO」シリーズ新製品５機種を発売します 
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富士ゼロックスの提案

富士ゼロックスの経営支援ソリューションのご紹介
～経営力向上計画・先端設備等導入計画や事業計画書の策定ご支援について～

富士ゼロックスでは、設備投資を目的とするものづくり補助金、法人税や固定資産税の税制優遇

策をお客様が活用される際に申請が必要な、経営計画書や事業計画書の策定をご支援しています。

現在、デジタル印刷機やオフセット印刷機、後加工機など印刷機材の設備投資に対して、国や自治

体は法人税や固定資産税が減免される税制優遇措置や、設備取得金額の一部に充当可能な補助金制

度を拡充して運用しています。

例えば、 万円のデジタル印刷機を取得する場合に、資本金 万円以下の事業者様であれば、

万円を即時償却（ 全額費用計上）か、 相当の 万円が当期法人税額から控除 されます。

⇒中小企業経営強化税制（法人税の減免）。経営力向上計画に対して国の認定が必須。

また、同時に 年間で最大約 万円の固定資産税の減免対象となります。

⇒固定資産税の特例措置（地方税の減免）。先端設備等導入計画に対して市区町村の認定が必須。

さらに、令和元年補正予算のものづくり補助金では、 相当の 万円の取得費用が補助されま

す。ただし、これらの制度を活用するにあたっては、事業者様は経営力向上計画、先端設備等導入

計画、事業計画書などを準備しなければならず、事務作業が負担となります。これらの申請書の策

定のお手伝いを、富士ゼロックスでは経営支援ソリューションとして提供しています。

設備投資に関わる税制優遇措置や補助金の申請に必要な
5つの経営計画書や事業計画書の策定をご支援します
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補助金

事業継続
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災害への備え
・税制優遇

後継者問題・事
業拡大・廃業

企業経営の機会
とリスク認識

• 取組みの見える化
と目標設定支援

• 事業承継補助金や事業承継
税制ご紹介や承継教育など

財務

ガバ

ナンス

• 実践的防災計画
の策定支援

④ 経営革新計画(都道府県) 
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③ 事業計画書(国) **

大手企業や
自治体との
取引拡大
融資優遇

SDGs
経営の考え
方を反映

経営支援ソリューションの全体像

法人税控除は、当期法人税額の 相当額が上限です。

事業計画書の策定にあたっては、有償のコンサルティングサービスを利用されることをお勧めします。

富士ゼロックスでは事業モデルの考案をご支援しています。
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策をお客様が活用される際に申請が必要な、経営計画書や事業計画書の策定をご支援しています。

現在、デジタル印刷機やオフセット印刷機、後加工機など印刷機材の設備投資に対して、国や自治

体は法人税や固定資産税が減免される税制優遇措置や、設備取得金額の一部に充当可能な補助金制

度を拡充して運用しています。

例えば、 万円のデジタル印刷機を取得する場合に、資本金 万円以下の事業者様であれば、

万円を即時償却（ 全額費用計上）か、 相当の 万円が当期法人税額から控除 されます。

⇒中小企業経営強化税制（法人税の減免）。経営力向上計画に対して国の認定が必須。

また、同時に 年間で最大約 万円の固定資産税の減免対象となります。
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計画、事業計画書などを準備しなければならず、事務作業が負担となります。これらの申請書の策

定のお手伝いを、富士ゼロックスでは経営支援ソリューションとして提供しています。
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キヤノンS&Sオンラインセミナー「顧客に選ばれる印刷営業の鉄則」を開催

　キヤノンマーケ
ティングジャパン
（MJ）グループの
キヤノンシステムア
ンドサポート（キヤ
ノン S&S）は 4 月
8日午後3時から、
印刷会社の経営層
向けのオンライン
セミナー「顧客に
選ばれる印刷営業の鉄則」を開催した。講師は
ビジネスコミュニケーション研究所の代表取締役
田中信一氏。
　2 部構成で講演

　田中氏はセミナーのコンテンツを1. 価格競争
の正しいやり方、2. お客様に選ばれる「深耕営業」
の進め方にわけ解説した。
　１. 顧客はどうやって発注先を決めるのか

　はじめに田中氏は自社と他社の価格「見積もり
合わせ」だけで受注が決まるとすれば営業担当
は要らないと述べ、価格競争を少しでも回避する
ため価格以外の発注要因に目を向ける必要性を
強調した。
　見積書の差別化行為の説明では、通常の判型、
部数、用紙などのハードスペックのヒヤリングだ
けでなく、用途、目的、使用者などのソフトスペッ
クを確認することで「役立ち方」が見えるという。
さらにヒヤリングしたソフトスペックから最適仕様
と思われる代替案を用意することも有効である
と説く。また、見積書は持参して直接説明するこ
とが重要で、直接話すことで顧客の反応や、他
社の動向を探れるし、そのやり取りから、スペッ
クダウンやスペックアップなど再見積もりを提出
するなど速やかな対応ができるという。
　また価格競争を超えるためには、印刷物を実

際に製造するコストだけでなく、お客が負担する
トータルコストに目を向ける必要性を説いた。
　具体的には、製造する前段階の印刷の原稿、
資料を効率的に収集、整理する方法を提案した
り、あるいは手伝ったり、印刷会社への発注の
効率化や、手間の軽減。校閲までのサポートだ
という。他にも、エンドユーザーに印刷物や関連
物を早く正確に届けるコストの削減や、その印刷
物や関連物の保管管理、大量の顧客データを効
果的に活用することの手伝いなどで「顧客のトー
タルコストをいかに下げるかが重要である」と語っ
た。
　2. お客様に選ばれる「深耕営業」の進め方

　田中氏は1で語った印刷営業の基本を踏まえ
て、いわば実践編ともいえる顧客別の戦略を語っ
た。
　顧客内シェアNo.1（強者）である場合と顧客
内シェアNo.2 以下（弱者）にわけ、それぞれの
深耕営業の基本戦略を詳解した。
　顧客内シェアNo.1の場合、攻められたら防御
する「ミート作戦」、担当者以外にも組織的に対
応する「総合作戦」、ライバル社よりもいち早く行
動する「先手作戦」を基本戦略とし、そのNo.1
のシェアを維持するため、安い仕事、儲からな
い仕事でも原則として取りこぼしをしないで守り
抜くことをポイントにあげたが「時にはしつこいラ
イバルには報復で仕事を根こそぎとることも必要
だ」と強硬手段の必要性を語った。さらに高す
ぎるシェアの場合は意図的に負けてシェアを調整
するという高等戦術も披露した。
　また、顧客内シェアNo.2 以下（弱者）の深耕
営業では、シェアを上げるポイントとして自社よ
りシェアの下位企業を攻める「弱いものいじめ作
戦」。また、自社の強い分野を徹底的に提案する
「一点集中作戦」。他にも、少しずつシェアを増や

キヤノンMJグループ

営業が変わらなければ印刷会社は残れない‼

講師の田中氏
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米DocuSignと日本企業初のグローバルパートナーシップを締結

し、一度に多くの敵を作らないなど、実戦に即し
た行動をレクチャーした。
　また田中氏は顧客の重要度をはかる方法として
ABC 分析ではなく、顧客ポートフォリオ分析を提
唱した。
　顧客の年間総発注額を縦軸に、現在の顧客内
でのシェアを横軸にとり、例えば年間総発注額
1000 万、シェア45％で自社の基準ラインを引き、
表を 4 分割し、左上は①拡大客＝印刷需要は多
いが自社のシェアは低く、競争も激しいため受注
があまりできない。右上は②発展客＝印刷需要
は多く競争も激しいが、多くの印刷物を受注でき
ている。右下は③維持客＝受注額は多くないが、

競争もあまりなくシェアは高いが、訪問を増やし
ても受注は増えない。左下は④成り行き客＝受
注額、シェアとも低く、競争も激しい。以上 4 パ
ターンに分け、①の拡大客こそが最重要顧客で
あるとした。対応としては営業のエースを投入し、
訪問回数をライバル社の 2 倍に増やし、自社の
得意分野に絞った営業活動を展開するなど様々
な手段で、積極的な営業活動が必要だと語った。
　田中氏のセミナーは、こうすれば仕事が取れま
すよというセオリーを講演するのではなく、弱肉
強食の営業の世界で、実際に他社と闘うことを
前提にしたもので、明日からの営業活動の指針
を示したものだった。

　富士ゼロックス（FX）は、米 DocuSign, Inc.（ド
キュサイン社）と日本企業初のグローバルパート
ナーシップを締結し、さまざまな契約書の署名や
締結、保管までのプロセスを電子化する「電子署
名クラウドサービス」を、日本およびアジア・パシ
フィック地域において販売を開始した。
　電子署名クラウドサービスは、契約書の署名
や取引先との受け渡し、保管といった契約締結プ
ロセスをクラウド上で完結するドキュサイン社のソ
リューションと、FX の紙と電子の文書管理環境
の構築および導入に関するノウハウを融合した新
しいサービスで、企業間の契約締結プロセスの
効率化を実現する。
　サービスの導入により、電子の契約書をクラウ
ド上にアップロードし、双方の契約者が電子署名
をすることで契約を締結できる。クラウド上です
べての手順を完結するため、紙の契約書の受け
渡しに必要だったリードタイムを短縮し、国や地
域を問わず契約書の締結から保管までリアルタイ
ムに対応する。
　さらに、ユーザーによる電子契約書の操作ログ

を記録する機能により、電子契約プロセス全体
の信頼性と安全性を確保できる。また、同サービ
スは、シンプルでわかりやすい操作性に対応した
クラウド上のユーザーインターフェイスを備え、ス
ムーズな導入と運用を可能とすることを特徴とし
ている。
　同サービスを活用した契約管理業務の電子化
により、膨大な紙の契約書を保管するキャビネッ
トや倉庫などのスペースに係る費用や、郵送費、
収入印紙の購入費用を削減するほか、煩雑なペー
パーワークにかかる物理的な作業工数を低減す
る。さらに、紙の契約書を運用する際に発生する
紛失・盗難・改ざんなどのリスクを低減できる。
　また、既に紙で保存し、同サービスでデジタル
化できない契約書の管理については、FX の複合
機やスキャンソリューションによって契約書を電子
化し、同社の文書管理クラウドサービス「Smart 
Workstream( スマート ワークストリーム)」と合
わせて使うことで、紙と電子両方の契約書の一元
的な管理が可能だとしている。
　提供価格：都度お見積り

富士ゼロックス

契約書の締結プロセスをデジタル化する「電子署名クラウドサービス」を提供開始 
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リコージャパンのデジタルサイネージシステムが
環境省「国立公園満喫プロジェクト」に採用

　リコージャパン（坂主智弘社長）は、環境省
が推進する「国立公園満喫プロジェクト」の一事
業として、全国の国立公園において訪日外国人を
含む来訪者に対して情報を提供するデジタルサイ
ネージシステムの設置を開始した。
　「国立公園満喫プロジェクト」は、政府が平成
28 年３月 30 日にとりまとめた「明日の日本を支
える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を
世界水準の「ナショナルパーク」としてのブラン
ド化を図ることを目標に、まずは８カ所の国立公
園（阿寒摩周、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、
大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、慶良間
諸島）において訪日外国人を惹きつける取組を
先行的、集中的に実施し、そこで得られたノウハ
ウを他の公園にも展開していくことで、２０２０
年までに国立公園を訪れる外国人を１０００万人
にすることを目指している。同業務は、国立公園
に所在するビジターセンターを対象として、外国
人利用者に国立公園を満喫してもらうため、多言
語によるアクティビティなどの情報提供機能を強
化することで、国立公園満喫プロジェクトの目標
達成に向けた効果的な取組を行うもの。
　今回リコージャパンは、環境省が管理する全国
11カ所の国立公園内のビジターセンターに、デ
ジタルサイネージシステムを設置。これは大型の
タッチパネルやタブレットとクラウド型サイネージ
配信システムなどを組み合わせたもので、対象と
なる国立公園の基本的な情報（地図・特徴・見
どころなど）や主要利用拠点の概要紹介、公園
内および周辺の交通手段の案内、公園内のアク
ティビティやガイドツアーの案内といった情報を、
来訪者が自由に閲覧できるもの。日本語、英語、
中国語（簡体・繁体）、韓国語の５言語に対応し、
近年増加する訪日外国人を含む来訪者のニーズ

に対して適切な情報提供を実現する。
　リコージャパンは、デジタルサイネージに使用
するタッチディスプレイやセットトップボックスな
どの機器から、クラウドによる配信管理システム、
表示するコンテンツ作成までをワンストップで提
供。エリア情報誌などで多数の実績があるＫＡ
ＤＯＫＡＷＡ社と連携し、魅力的なコンテンツの
制作と配信を実現する。２０２０年１月末から３
月中旬にかけて、阿寒摩周、支笏洞爺、十和田
八幡平、日光、富士箱根伊豆、中部山岳、伊
勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、
慶良間諸島の11カ所の国立公園のビジターセン
ターに同システムを順次設置する。

全国の国立公園でインバウンドのニーズに対応

国立公園に設置するデジタルサイネージシステムの構成例

国立公園名	 ビジターセンター名

阿寒摩周国立公園
	 和琴フィールドハウス

	 阿寒湖畔エコミュージアムセンター
支笏洞爺国立公園	 支笏湖ビジターセンター
	 洞爺湖ビジターセンター
	 酸ヶ湯インフォメーションセンター
十和田八幡平国立公園	 八幡平ビジターセンター
	 網張ビジターセンター

日光国立公園
	 日光湯元ビジターセンター

	 那須高原ビジターセンター
富士箱根伊豆国立公園	 箱根ビジターセンター
中部山岳国立公園	 沢渡ナショナルパークゲート
伊勢志摩国立公園	 横山ビジターセンター
大山壱岐国立公園	 大山ナショナルパークセンター
	 南阿蘇ビジターセンター
阿蘇くじゅう国立公園	 阿蘇山上ビジターセンター
	 長者原ビジターセンター

霧島錦江湾国立公園
	 えびのエコミュージアムセンター

	 重富海岸自然ふれあい館
慶良間諸島国立公園	 阿嘉島さんごゆんたく館
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米国 IDC 社の高速インクジェットプリンタの
評価レポートで「リーダー」を獲得

この5月21日から社名変更

　リコー（山下良則社長）は、米国の IT 専門調
査会社 IDC が発行した最新の調査報告書「IDC 
MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet 
Press 2019–2020 Vendor Assessment」（高速
インクジェットプリンタの評価レポート）で、世界
的な「リーダー」企業として評価された。同報告
書の調査対象は、IDC が選定したリコーを含む
8 ベンダーと、全世界の地域としている。
　リコーは、カスタマーサクセスに貢献するため
の支援体制や、継続的な技術革新や顧客からの
フィードバックを確実に製品に反映する開
発プロセスが評価された。こうした取り組
みにより、幅広いコート紙に高速印刷を可
能にするリコーの次世代インクや、乾燥工
程で発生するしわを抑制し、印刷の表現性
と生産性を高める新ドライヤーを搭載した
高速インクジェットプリンタ「RICOH Pro 
VC70000」を開発し提供している。また、
販売後は故障の修理に留まらず、リコーの
技術者、エンジニア、マネージャーから構成
された専任サービスチームによる継続的な

提案やトレーニングサービス、SaaS サービスを
提供することでユーザーとの協力関係を構築して
いる。
　■ IDC MarketScape について
　IDC MarketScape は、 特 定 市 場 に お ける
ICT サプライヤーの競争力の適応度を把握でき
るベンダー分析モデル。調査方法には、定量・定
性的な基準に基づいた厳密な採点手法を用いて
いる。調査結果は当該市場における各ベンダー
の位置付けを示す 1つのグラフによって表される。

　太陽精機（堀英二郎社長）はこのほど、この 5
月 21 日から、ホリゾンに社名変更することを発
表した。
　▷新社名＝株式会社ホリゾン
　▷所在地　・本社びわこ工場
　 〒 520-1501 滋 賀 県 高島市 新 旭 町 旭 1600　
電話 0740-25-4567（代表）

　・京都本社
　〒 601-8204 京都市南区久世東土川町 242　
電話 075-921-9211（代表）
　▷新体制＝代表取締役社長 堀英二郎、常務取
締役 堀英陽、取締役 衣川竜二、執行役員 今西
晶裕、執行役員 大内山耕、執行役員 服部康明、
監査役 洲﨑篤史

リコー

太陽精機がホリゾンに社名変更

～技術革新や顧客ニーズへの対応力、普及実績で評価～

新経営陣も発表　堀英二郎氏が代表取締役社長　堀英陽氏が常務取締役

RICOH Pro VC70000
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第23回 経営者フォーラムセミナーを開催

　100 年経営企業家倶楽
部（米田和秀会長）は 2
月 20 日午後 4 時半から、
東京・千代田区神田のち
よだプラットフォームスク
ウェアで ( 株 ) 健康経営コ
ンサルティングの及川寿彦
代表取締役を講師に、「健康なくして人生の幸
せはない」をテーマにセミナーを開催した。
　そのセミナーの大要を藤田友久氏が以下のと
おり寄稿した。
　今、世界中で新型コロナウイルスの感染拡大
があり、日本でも感染者が出てきており、充分
に気をつけなくてなりません。そこで先程お配り
した紙に特に手洗いとうがいをよくしてください
と書いてあります。外出する時はマスクをして外
出してください。
　企業は従業員が宝なのです。従業員の心と体
が丈夫で元気がないと企業は存続しません。常
に、従業員の健康管理をしっかりとしなければ
なりません。
　今や、従業員の高齢化が進み、健康管理に十
分気を付けなければならなくなってきています。
　特に、生活習慣病です。今や 20 歳から 64
歳までの 4 人に一人が生活習慣病になっていま
す。生活習慣病は、痛くもかゆくもないので放っ
ておくことが多いのですが、これが死の 4 重奏
（脂質異常症・高血圧・糖尿病・肥満）につな
がります。だから、ならないように予防する事
が大事です。特に肥満は良くない。肥満は通常
体が太っているという意味に使われていますが、
医学的には脂肪の多くなった状態と言われてい
ます。肥満度は BMI で測定します。計算式は
体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）になります。
24 以上が危険領域。体脂肪率について男性は

25％以上、女性は 35％以上が肥満になります。
肥満になると、糖尿病・高血圧・脂質異常症に
なりやすい。糖尿病は、血液中に血糖値が多
くなり、血管・神経、腎臓や目などの様々な組
織や機能に障害を与える病気です。重症になれ
ば人工透析をしなければなりません。また、肥
満になると高血圧になり、心筋梗塞・脳梗塞が
発症する可能性が高くなります。また、脂質異
常症にもなってしまいます。その結果、動脈硬
化を起こし死に至ることもあります。肥満にな
らない為には基本は運動です。運動は基礎代
謝を高め、血管・血圧の正常化を促し筋肉を維
持及び増強し、心身を若々しく保つことができ、
生活習慣病の予防に繋がります。有酸素運動と
無酸素運動を組み合わせて運動するのがお勧
めです。
　次に、食事のことですが、3 大栄養素（炭水
化物・たんぱく質・脂質）が不足すると生命維
持が困難になります。炭水化物は体のエネルギー
源、たんぱく質は体を作る栄養素になります。
脂質は脳の機能を正常にします。しっかり3 大
栄養素を取ることもお勧めします。野菜を取るこ
とも大事です。野菜には多くの栄養素が含まれ
ていて、中でもビタミン・カリウム・食物繊維・フィ
トケミカルなどは他の食物に比べて豊富です。
　最近、疾患が増えているのが精神疾患です。
国内の潜在的患者数は 1000 万人以上と予測さ
れています。現在患者数は 392 万人になります。
30 代・40 代の働き盛りの年代で仕事のストレ
スでうつ病になる患者が 10 年で２.４倍に急増
しているのです。働き盛りの世代へのうつ病対
策は必要不可欠な社会問題になってきています。
会社は人間が資本であり、人の心の元気がなけ
れば企業の生命線に関わってきます。これから
は抜本的なうつ病対策が重要なのです。

「健康なくして人生の幸せはない」～心と身体の健康な従業員を多く持つ「会社」になるために～

100 年経営企業家倶楽部が

講師の及川氏
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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　

Ⅰ．パワハラ防止措置義務と実務への影響

１．パワハラ防止措置の法制化

　令和元年 5月29 日、職場におけるパワハラ防止措置を
企業に義務付ける「女性職業生活における活躍の推進に関
する法律等」が成立しました。
　パワハラに関しては、これまで定義や防止措置を定めた
法律はありませんでしたが、本法で改正された「労働施策
の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律」（以下、「労働施策総合推進法」と
いう）では、パワハラを「職場において行われる優越的な
関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範
囲を超えたもの」と定義し、事業主に対して、労働者の就
業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談
に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けています。
　なお、具体的な防止措置に関しては、別途指針を定める
とされており、この法律からだけでは、具体的なパワハラ防
止措置については明らかになっていません。

２．労働施策総合推進法

　（1）国の取り組むべき施策にパワハラ問題が追加
　この長い名前の法律は、かつて「雇用対策法」というシ
ンプルな名前の法律でした。これが先般の働き方改革推進
法によって名称が変わり、現在の長い名前の法律となりま
した。
　この法律第 4 条に、「国の施策」という条文があります。
　改正前の法律では、「国は、第 1 条第 1 項」の目的を達
成するため、前条に規定する基本理念に従って、次に揚げ
る事項について、必要な施策を総合的に講じなければなら
ない。」として、施策を講じることを国に義務付けていました。
これが、今回の改正で「（前略）次に揚げる事項について、
総合的な取り組まなければならない」となりました。
　そして、その取り組むことの中に

職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する
問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。

が新たに加えられました。
　この「職場における労働者の就業環境を害する言動に起
因する問題」がパワハラ問題です。したがって、この規定
により、国は、パワハラ対策に乗り出すことが義務付けら
れることになります。

〇 パワハラ6 類型

（1）精神的な攻撃
☞ 脅迫・名誉棄損・屈辱・ひどい暴言
⇒ 上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする

（2）身体的な攻撃
☞ 暴行・傷害
⇒ 上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする

（3）過大な要求
☞ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強
制、仕事の妨害
⇒ 上司が部下に対して、長期にわたる、肉体的苦痛を伴う
苛酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。

（4）人間関係から切り離し
☞ 隔離・仲間外し・無視
⇒ 自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期
にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする

（5）過小な要求
☞ 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程
度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⇒ 上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも
遂行可能な業務を行わせる

（6）個の侵害
☞ 私的なことを過度に立ち入ること
⇒ 思想・信条を理由とし、集団で同僚 1人に対して、職
場内外で継続的に無視したり、他の社員に接触しないよ
うに働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする

※　職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労
働関係紛争処理事案に基づき、上記の 6 類型を典型例と
しました。
　なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行
為のすべてについて、網羅するものではないことに留意す
る必要があります。
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パピルスは紙ではない？

　皆さんご承知の紙（ペーパー）の語源は「パピルスまたは

パピュロス」ですよね。

　そのパピルス紙と呼ばれているものは、古代エジプト時代

（BCE3000～BCE30）から使われているのですが、JIS（日

本工業規格）ではパピルス紙は紙の分類に入れてはおりま

せん（狭義の紙という分野には入らないという意味ですが）。

　何故？って、JIS	P0001:1998 の規定では、紙とは「植物

繊維その他の繊維を膠着 (こうちゃく)させて製造したも

の」。

　なお、広義には「素材として合成高分子物質を用いて製

造した合成紙のほか、繊維状無機材料を配合した紙も含む」とあります。

パピルス紙の製作工程は

　	ローマ時代の博物学者プリニウスの『博物誌』にはその作り方が説明されているので一部紹介します

と、パピルスの茎を裂いて細長い薄片にし、それを水で濡らした板の上に縦横に並べて重ね、圧縮して水

分を抜き、さらに１枚ごと天日で干し、最後の仕上げに象牙や貝殻でこすって表面をすべすべにする。

　こうして作られたパピルスは、エジプトで広く用いられ、その

中で墓にミイラとともに納められる死者の書にも用いられ、神聖

文字（ヒエログリフ）が書き記されます。

（ヒエログリフは Fig40　Fig41参照）

　エジプトで作られたパピルスは輸出され、製造技術もギリシ

アにも伝わります。ギリシアではパピュロスといわれ、プラトン

などの多数の著作もそれに記され、歴史的な巻物としても残さ

れており、現代でも紙の役割を果たしております。

　古代エジプトで紙の原料とされたパピルス紙は「一度分散し

た繊維を絡み合わせ、膠着させて薄く平らに成形した」もので

はなく、茎をそのまま並べて作ったものなので、分散させた繊維

を絡み合わせ、膠着したものではないので厳密な意味で紙とは

言えないのです。

複写を考える○64　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

Fig  127

カミガヤツリ（紙蚊帳吊）

パピルスの茎を薄く裂いて
縦横に並べる（想像図）

別名　パピルス草　Fig  126
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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

『月刊関複』表紙掲載写真ご提供のお願い
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印　刷　所：株式会社ケーヨー

2月号：成田真由美氏講演
（於：令和2年新春賀詞交歓会）

3月号：米田和秀氏
春の沖縄

4月号：
イラスト：ナカガワ暢

五月人形
早坂 淳氏（株式会社ケーヨー）

■今月号の掲載写真

【組合員】
《代表者の変更》
　（R2.4.1から変更）
　ダイビス㈱東京支店 支店長
　瀧波 伸一 ⇒ 田中 創作

《脱会》
　㈱ニトー・フレンド 相川勝晴（R2.3.31）

【協賛会員】
《代表者の変更》
　（R2.4.1から変更）
　ダイヤミック㈱東京支店 支店長
　児島 隆 ⇒ 酒井 顕弘

関複会員情報



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



可能性を
カタチにする。

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。

※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。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。

お問い合わせ：050-3534-2121ショールームスペース

※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。

〒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

＊ Inline Quality Control Technology ※写真はRICOH Pro C7210Sにオプションを装着したものです。

www . r i c o h . c o . j p / p p / p o d /

デジタルプリントビジネスの最前線において求められる高い生産性と品質、そして競争力。

スキルレスオペレーションで生産性と品質を両立する新技術「IQCT*」と、

最大5色のスペシャルカラーによる多彩な表現力でビジネスチャンスを拡大します。

新たな「可能性」を拓く最新鋭モデル、RICOH Pro C7200Sシリーズの登場です。




