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◆巻頭言66

　私たちは組合として、人と社会に役立つドキュメ
ントの創造を基本に、企業の経済活動を中心とし
た幅広いフィールドにおいて、高い顧客満足を実
現するとともに、ユビキタス時代のニーズを先取り
し、環境共生や資源循環等に適応したトータルな
ドキュメント・ソリューションサービスを構築・提供
することで情報流通における新しい「価値」を創
出し、存在価値ある情報文化の担い手として、将
来への企業活動および人々の生活に寄与していく
ことを今年は目標とし、実行していきたいと考えて
います。

　現在、関東複写センター協同組合の状況は会
員企業 49 社、協賛会員 17 社という組織ですが、
私は広報部の担当をしていますので、広報の意味
と責任を実務とし会員の入会増を目指し、広報の
行動を明確にするために組合ホームページを改革
して来ました。
　改革した新しいホームページを使い、会員への
情報を配信し、組合の価値を高めていき会員とし
ての組合への入会意義を明確にし、その必要性
を会員に感じて貰いたいと思い、行動をしていくつ
もりです。

　組合は、組合員の総合扶助の精神に基づき、
組合員の為に必要な共同作業を行い組合員の為
に必要な情報、技術など共有し、組合員としての

自己、自発、自主的な経済的、自社の経営的な
経済活動を促進し、かつ、その業に関わる経済
的地位の向上を図る事を組合員企業の目的とした
いと考えています。

　組合の理念、活動として
• 組合員の取り扱う複写感材、製本材料及び

消耗品の共同購買
• 組合員の取り扱う複写物及び印刷物の作業

交流あっせん
• 組合員に対する事業資金の貸付け（手形の割

引を含む）及び組合員のためにするその借入
• 組合員の経済的地位の改善のためにする団

体協約の締結
• 組合員の事業に関する経営及び技術の改善

向上又は組合事業に関する知識の普及をは
かるための教育及び情報の提供

• 組合員の福利厚生に関する事業
• 前各号の事業に附帯する事業
• PP（プライバシーポジション）の認証取得

　更に組合事業としては、プライバシーポジション
（情報産業個人情報保護体制認定制度）を、我々
複写業を営む事業主が個人情報を保護する体制
を確立している事を認定するこの PP 制度を、組
合事業として尚一層、積極的に推進していきたい
と考えています。

高度化する複写・印刷技術の
未来をサポートします

関東複写センター協同組合
広報企画部長　早坂　淳
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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）は令 和 2 年度 第 10 回定例理事会を
Zoom オンライン会議とし、2 月 10 日午後 2 時
から開催した。
　はじめにあいさつに立った斎藤理事長は「コロ
ナ禍のために事業活動が困難ではあるが、これ
からも皆さんのお力をお借りして、楽しい事業活
動をしていきたいと思います。これから新年度を
迎えますが、協力のほどよろしくお願いします」
と事業活動への協力を求めた。

Ⅰ【報告事項】
1）月刊関複 2 月号の発送を、本日（2 月 10 日）

完了した。
Ⅱ【審議事項】

１. 協賛会員の日本文書から退会申請があり、
審議の結果、退会が認められた。

２. Web 写真展について
・ テーマ、告知方法、締切日、応募方法、審

査方法などが協議された。
月刊関複 4 月号に告知文を掲示し、応募締
切日を 5 月末とする。

Ⅲ【確認事項】
各部会の活動について

▽総務部
・ 6 月の通常総会の開催の可否について協議

されたが、4 月上旬に最終判断をする。
また、例年 5 月に開催しているゴルフ
大会の開催の可否も検討する。

▽事業推進部
・キヤノンコレモールに代わる制度を検

討中。交渉の進捗状況などが報告さ
れた。

▽広報企画部

・月刊関複＝現在、理事が持ち回りで担当し
ている巻頭言は、一通りまわってしまったの
で今後、執筆者をどうするかを検討中。ま
たメーカー提案頁の変更も部内で協議中。

・ ホームページ＝今回、関複のホームページを
リニューアルしたが、理事だけではなく社員
の方にもメーカーさんのセミナーなどに興味
をもってもらい、参加してほしい。セミナー
の情報などがあったらお寄せいただきたい。
　ホームページを積極的に活用できるよう、
社員の方にも情報が届けられるようなシステ
ムを検討中。

▽教育情報部
コロナウイルス禍のため、事業活動休止中。
現在予定されているメーカーからのセミナー
情報が紹介され、参加が呼びかけられた。

Ⅳジャグラ活動について
斎藤理事長＝1 月 15 日に第 6 回ジャグラ理
事会にオンライン参加した。理事会では来
年度のスケジュールの確認などが行われた。
米田和秀副理事長＝関複会員へジャグラ
BB の周知、活用の依頼があった。

Ⅴ【その他】
・新年度の理事、組織体制などが話し合われ

た。
・次回の理事会は 3 月 11 日、午後 2 時から。    

関複

令和 2 年度 第10 回定例理事会
新ホームページの積極的な活用を

理事会の Zoom 画面
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　東 京しごと財団か
ら受託し、東京グラ
フィックサービス 工
業 会コンソーシアム

（代 表＝清 水 隆司 東
京グラフィックス会
長）が運営した団体

別採用力スパイラルアップ事業の「好事例発表
会」が２月９日午後３時からオンライン開催さ
れた。
　同事業では約１年にわたり「働き方改革」「女
性活躍推進」をテーマに、各社で様々な取り組
みが進められてきた。今年度の事業の完了を迎
えるにあたり、事業成果の共有を目的に「好事
例発表会」を開催した。
　はじめにコンソーシアム代表として東京グラ

フィックスの清水隆司会長のあいさつがあった。
　清水会長は「本事業では個別コンサルティン
グ、研修セミナー、リクルーティング動画の作
成、従業員のコンサルティングなどの支援事業
を実施して多くの成果をあげることが出来たと、
参加企業から報告を受けている。これらの先進
的かつ効果的な取組事例をこの好事例集発表
会をとおして、東京グラフィックス会員のみなら
ず、東京都内の中小グラフィックサービス業の
皆さんと共有することで各社の働きやすさ、働
きがいのある職場づくりに活用して、業界の向
上、発展の道しるべとなってくれることを期待し
ている」と新しいグラフィックサービス業の構築
に期待感をにじませた。
　続いて青樹印刷、イナミツ印刷、インフォテッ
ク、東京技術協会からの事例発表が行われた。

　日本印刷産業連合会（日印産連、藤森康彰
会長）は２月 15 日正午から、同会のＷｅｂサ
イト「じゃぱにうむ」ページより「じゃぱにうむ
2021」を動画公開した。今回は新型コロナウイ
ルス禍のため、オンライン開催となった。
　基調講演と６社の具体的な地方創生事業の
事例発表が行われ、印刷会社の今後の経営方
向を示唆するものとなった。基調講演では経産
省コンテンツ産業課長を務めた山田仁広島県副
知事が地方創生に向けたＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）の推進について」のテーマで
講演を行った。

　日印産連価値
創出委員会の瀬
田章弘委員長は
あいさつのなか
で、「 日 印 産 連
では SDGs の実
現に向けた取り
組みにコミット
している。地方創生、経済と環境の好循環の
創生は印刷業にとって大変重要な課題である」
と述べ、また「特に地方創生は印刷会社がそ
れぞれの地域で活躍できる場だと考えている。

団体別採用力スパイラルアップ事業

「じゃぱにうむ 2021」をオンライン開催

東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム

日印産連

成果報告「好事例発表会」をオンライン開催！

印刷産業の地方創生事業事例をWeb 公開
先進の成功事例を6 社が発表

清水会長
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我々印刷会社は全国ほとんどの地域に存在して
いる。そしてほとんどすべての産業に接点を持っ
ている。我々が地域のハブとなり、原動力にな
ることで地域の課題を解決することができる。
地域の未来に、さらに印刷会社の明日につなが
ることだと思っている」と課題解決の重要性を
語った。
　６社の事例発表のテーマとその主な内容は以
下のとおり。（「」内はテーマ）

　■アインズ＝滋賀県蒲生郡（谷康夫常務）
　「クラウドファンディング事業 FAAVO しが」
　まちづくり、コミュニティ開発など、地域活性
化に関わる事業を立ち上げようと取り組む起案
者・団体に対してクラウドファンディングの仕組
みを提供している。　　
　彦根市、滋賀銀行をはじめとする自治体、金
融機関などのパートナー企業とも連携しながら、
クラウドファンディングのコンサル、プロモーショ
ン・ 販売促進ツール、ＥＣサイト構築の支援も
行っている。

　■ニシキプリント＝広島県広島市（宮﨑真代
表取締役）
　「『安芸ん堂』の運営を通じてひろしまの良い
モノを紹介する取り組みと地域貢献」
　自社の強みを「障がい者雇用」とし、就労継
続支援 A 型事業所サポートセンターを２カ所に
設立し、39 人の障がい者を雇用し貴重な戦力と
している。広島のいいモノ・いいコトを紹介する
サイト「安芸ん堂」を立ち上げ、運営し、折鶴ア
クセサリーなどの自社開発のオリジナル商品の
販売を活性化した。

　■プロゴワス＝鹿児島県鹿児島市（南宜邦事
業推進部チーフ）
　「『見せ方を変えると反応が変わる』 プロゴワ
スの地方創生とＢＰＯ」
　鹿児島県の食品を県内外に向けて紹介し、販
売ルート開拓・販路拡大を目指すとともに、商

品開発に向けたニーズ収集及び県内外のバイ
ヤーとの情報交換の場を提供する「かごしまの
逸品商談 会」を企画から運営まで一括受託。
社名変更、営業スタイルの変更を経て、印刷を
核としない BPO サービスのモデルケースとして
注目を浴びた。

　■大風印刷＝山形県山形市（大風亨社長）
　「『地元の魅力を伝えたい』 何でもできる印
刷屋」
　山形イコール田舎、イコール格好悪いという
先入観を断ち、自分の地元を誇りに思う気持ち
を育てたいと刊行したフリーペーパー「gatta!」
は、日本タウン誌・フリーペーパー大賞を受賞。
自らがハブとなり企業と店舗をマッチングした新
商品を開発し販売中。

　■平野屋物産＝福岡県大野城市（母里圭太郎
代表取締役）
　「地域とのコラボレーションから生まれたもの」
　新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、
グラビア印刷技術、ラミネート・製袋技術を活
用し、自社女性社員デザインのオリジナルマス
クケースを開発。道の駅での配布、販売でうき
は市（工場所在地）の観光アピールに貢献。

　■ツジマキ＝神奈川県横浜市（辻巻晋輔代
表取締役）
　「当社発信。皆で歩む地域経済活性化」
　地域への貢献度が特に優れている企業に与
えられる認定制度「神奈川がんばる企 業エー
ス」に選出されている。優れたシルクスクリー
ン印刷技術をもとに国、地方自治体の支援策
を積極的に活用し超高 硬 度コーティング 印刷
技術を開発した。地元人材からの雇用や市内
企 業との取引を重視している企 業を認定する

「横浜型地域貢献 企業最 上位」に選出されて
いる。５年間で売り上げが 274％アップしたが、
そのうちのほとんどが 神奈川県内の売り上げ
である。
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基調講演リセット・ザ・フューチャー

　日本 印刷 技 術 協 会（JAGAT ＝塚田司郎 会
長 ） は page2021 オンラインセミナー、「 基
調講演リセット・ザ・フューチャー」の動画収
録を 2 月 3 日午前 9 時 50 分から東 京・杉並
区和田の同協会セミナールームで行った。
　page2021 はコロナ禍のため、 初のオンラ
イン開催となり、2 月 8 日から 28 日までの間
にリコージャパン、キヤノンマーケティングジャ
パン、 コニカミノルタジャパンをはじめ 41 社
が出 展するオンライン展 示 会と、 約 40 本 の
セミナーが公開された。
　「基調講 演リセット・ザ・フューチャー」 に
は、スピーカーとして JAGAT の塚田会長（錦
明印刷）をはじめ、網野勝彦副会長（研文社）、
森 澤 彰彦副 会 長（モリサワ）、 郡 司秀 明 専 務
理事（JAGAT）が出席した。
　司会進行は、郡司専務理事が担当した。
　講 演に先 立ち、来 賓あいさつとして経済産
業省髙木美 香 課 長、 日本 印刷産 業 連合 会藤
森康彰会長のビデオメーッセージが流された。
両メッセージとも開催期間中、page オンライ
ン上で公開された。
　 はじめにあいさつに立った塚田会 長は「今
年の page はすでにご案内のように東 京都で
緊 急事態宣言が出された事をうけてオンライ
ンでの開催を決定した。また出展を計画して
いた企 業の方々にも迷 惑をおかけしたが、 今
の東 京都における感染の状況を鑑みて、どう
かご 理解ご了承をお願いしたい。今 年はその
出展 社の約 40 社ほどの企 業がオンラインの
展 示会ということで 各社の製品サービスを動
画でプレゼンしていただいている。 参加され
る皆 様もゆっくりと自社において各 社の興 味
あるテーマのメーカーセミナーを視聴してもら

いたい、 と思っている。 またコロナ禍の 今の
状況のなか、各社はビジネスをどのようにシフ
トしなければいけないのか、 と考えている会
社は多いと思うが、そうしたテーマでカンファ
レンスを用意したし、多くのミニセミナーも用
意した。 各 社が 少しゲームチェンジしなけれ
ばならない時だと思っているが、そういうこと
の参 考になるセミナーがあるよう祈 念してい
る」と語った。
　 午前 10 時 10 分から基 調 講 演の収 録はス
タートした。 はじめに郡 司専 務 理 事は「コロ
ナで大きく常識とか印刷業界の仕事の中身と
いうのが 変わってしまったが、 コロナが 一段
落したところでもどうなのか、という事も含め
て、印刷ビジネスがどうなっていくのかを占う」
と講演のテーマを説明した。
　最初に発言した森澤副会長は「ビジネス全
般というところで 変わったなというのは人々
の仕事に対する価値観がすごく変化した」と
述 べ、「 現 在 80 から 85％くらいがテレワー
クで 仕事をこなしている。 このテレワークに
対し肯 定的な意見が殆だが、テレワークをす
ることによって、コミュニケーションロスが起
こったりといろいろな弊害がでており、100％
テレワークが いいという人は一人もいなかっ

page2021

pege 初のオンライン開催の冒頭を飾る基調講演動画を収録

左から郡司専務理事、塚田会長、森澤副会長、網野副会長
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た。 今 後はオンとオフとをつなぎ合わせなが
ら仕事を進めていくというのがこの環 境下で
一番 変わったかなという風に思っている」 と
語った。
　また印刷ビジネスに対して森澤副会長は「全
体 的な流れとしては紙が 減っていくという事
は止めようがない。 逆になにか新しく紙のビ
ジネスを作り出すという事を今後やっていかな
いと紙は Web とイコールになってしまう。コ
ロナ禍のためにより加速してしまったというよ
うな状 態だと思う。そのなかで印刷会社も当
然、 紙 以 外 にも Web に 取り組 んだりとか、
映 像の編集を始めたりとか、より開発力をつ
けた印刷会社だとスマホのアプリ開発なども
受けたり、もう少し開発力があると顧客のシ
ステムまでも受託するようなところが増えてき
ている。 残 念ながらこのコロナというのはす
べての産 業を飲み込 んでダメージを与え、 い
ままで やってきた努力がかなりのダメージを
くらってしまった。ただ我々の持っているもの
はダメージを 食らってはいるけれど、 これが
将来無になるかというと決してそんなことは無
い。またそうやって力をつけてきたところほど
生きのこるチャンスが大きい、という風に思っ
ている」とコロナ後の見通しを語った。
　 また網 野副 会 長は、「コロナ禍に突 入した
ところで 起きたのが 仕事の『蒸 発 』 という事
態。イベント、プロモーションも一斉にとまっ
て、期待していた仕事が全部なくなってしまっ
た。これはどうなるのかと私なりに想像すると

『蒸発』したと考えた。そう簡単には戻らない。
こう思って対応策を考えて行かなくてはだめだ
と痛切に感じている」とその仕事減の衝撃を
語った。
　 さらに網 野 副 会 長は「 デジタル の話 では、
多 品 種 小ロットというのは一 個当たりの単価
が 低いので、 人が介在してやっていると当然
のごとく儲からない。そこでフロントの部分ま
でを含めてお客さんとデジタルでつながって、
多品種小ロットのデジタルプリントのバリアブ

ルカタログを無人でやっていくようなシステム
が必要。それを構築するまでは本当に大変だ
が、そういったところまで持っていければ、デ
ジタルでしかできないというところが出てくる
のではないかと思っている」と述べた。
　また差し迫った課 題として「訪 問営 業を前
提とした印刷の 仕事というのは成り立たなく
なっているということで、今ではそこをどうし
ようかというところが 一番 の課 題である。 要
はもう一回自社の強み、サービスをはっきりさ
せて PR していかなくてはいけない。この PR
というのは 道具がたくさんある。 ホームペー
ジもあるし、 メールを送 信 するという方 法も
ある。あるいは DM を送る。今まで印刷会社
でありながら自社のその部分で自社のために
やってなかった。そのあたりをやるようにすれ
ば、 訪問営 業にとって代われることが出来る
かというのが一番の当社の課題。変化への対
応ということで今 一所懸 命でやっている」と
喫緊の課題を明らかにした。
　 基 調 講 演の 最 後に 塚 田 会 長 は「 今 は発 注
側が自宅にいたり、自由が利かない中で多 少
の不 便というのはある程 度は許 容してくれる
雰 囲気に社会がなってきている。 ワクチンが
うたれ、 秋がくる頃にはコロナ禍は収 束する
のかなと思う。逆に言うとニューノーマル自体
があと半 年しかない。 今後小ロットの仕事が
多くなるのだから、そこにむけて印刷の場合、
オーダーエントリーの段階からシステム提供し
ていかないと、顧客 側でも我々受注側でもコ
スト削減できないし生きていけないことになる
ので、 そうしたシステム提 案、 自動化の提 案
というのが大事になって来ると思う。 今はコ
ロナが背中を後 押しする絶好の環 境であると
アメリカのコンサルタントがいっているが、日
本もそうだと思う。 わが 社も努力するが、 皆
さんの会社でも努力して欲しい。ロットが小さ
くなっている会社は、やはり直近の努力として
は、 今 環 境もいいし、やるべきではないかと
今一番思っている」と結んだ。
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「 2021年総会」を開き、新役員と
 6 ビジネス研の活動計画を発表

ドキュメント・サービス・フォーラム

白橋会長「大きくアンテナを広げ、有益情報を会社の推進力に」

　富士ゼロックス（FX）のユーザー層で組 織
されているドキュメント・サービス・フォーラム

（DSF、会長＝白橋明夫白橋社長）は 2 月 10
日午後 1 時から、東 京・中野区 本町の FX 中
野坂 上事業所で 2021 年のスタートミーティン
グとなる「2021 年総会」を開いた。コロナ感
染 抑 制のためリアル出 席とリモート（Zoom）
参加のハイブリッドスタイルで行った。
　総会の冒頭、開会あいさつを行った白橋 会
長はコロナ禍の 7 カ月目ごろに、ある経営者に

「今年は大変だったが、来年はどうでしょうか
と質問したところ、『この 7 カ月間準備期間が
あったから、この準備に沿って動くだけ』と言
われた。 このコロナ禍で 7 カ月を必 死にもが
いてこの人は準備をしていたんだと感じた。年
が明けて金融機関の方と話をしたが、『大変厳
しい環 境の中で頑張ってこられたが、昨年の

“この 1 年”で差がついたのではないか』と語っ
ていた」と 2 人のコロナ禍における見方を紹
介した。
　白橋 会長はこれらの見方を踏まえ、これか
らの 1 年間が勝負と示唆し、「私も、全社一丸
となって新しい時 代を想像しながら、 その準
備をしているところだ。 我々の 会社にとって、
経営者にとって、非常に大切な 1 年になるだろ
う。大きくアンテナを広げていろいろな情報を
取ってその中でそれぞれの会社に生かせる推
進力にしていく」ことが大切だと語った。
　また白橋会長は「我々にとって大変大切な 1
年が 始まっている。DSF にとっても今日から
大切な 1 年が始まろうとしている。この 1 年間
が有益な 1 年、素晴らしい 1 年になりますよう
に」と改めてこの 1 年間の重要性を力説した。

　 つ づ いて、 真 茅 FX 取 締 役は FX が 2021
年をどう捉えるかのキーワード「ポストコロナ」

「リカーリング」「ゼロエミッション」を紹介し、
説明した。
　 開 会あいさつにつづいて白橋 会 長が立ち、
役 員改 選に伴う新 体 制を発 表し、 新 任 理 事
2 人と退任理事 1 人のそれぞれのあいさつが
あった。　
　その後、 白橋 会 長が DSF の 2020 年 活動
報告と 2021 年活動計画および 理事会決議事
項報告を行った。つづいて、今野均ユーメディ
ア社長が 2020 年会計報告と 2021 年予算計
画をリモートで報告した。
　総会はその後 6 ビジネス研究会による分科
ミーティングをそれぞれ別室で行い、 年間計
画・スケジュール・目標などを協議し決めた。
休 憩をはさんで、ODP グラフィック研 究 会、
デジタルマーケティング 研究会、人材（人財）
育成研究会、ワークフロー研究会、経営者の
会、社会貢献活動など 6 つの研究会リーダー
によるリアルとリモートによる発表があった。
　DSF 事 務 局 長、 青 木 稔 FX・GCS 事 業 本
部 GCS 営 業部長のあいさつが行われ、最後
に生 島 裕 久 DSF 副 会 長が 閉 会あいさつして
総会を締めくくった。

リアル総会
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封筒の大量出力を効率的に印刷処理する 

「imagePRESS封筒モデル」 
 
<システムの特長> 

「imagePRESS封筒モデル」は、幅広いアプリケーションに対応するキヤノンカラープロダク
ションプリンター「imagePRESS C910シリーズ」に、光文堂製「封筒フィーダーUF-02」を接
続することで、封筒の自動給紙を行い効率的な封筒の大量出力を実現しました。 
専用の手差しトレイを接続することで、他社製の給紙装置との連携においても高い搬送精度を
実現。オフセットであらかじめ印刷した封筒にプロダクションプリンターで宛名だけを追い刷
りしていた業務も、1パスでスピーディーに印刷が可能です。 
 
■ 最大 300枚まで封筒がセットでき、機械を止めずに用紙補給作業が可能 
 
長形 3号の 2,000 枚の印刷が約 60分で完了し、本体カセット給紙時と比較して、約 25%*の業
務時間短縮が図れます。従来オペレーターがつきっきりになってしまっている状態を解決し、稼
働率の向上に貢献します。 

*設置環境や本体設定により異なります。 
■ 長形 4号～角形 2号までの封筒サイズ※に対応 
 
長形 4号～角形 2号までの幅広い封筒サイズに対応。imagePRESS C910の場合、「角形 2号：
29枚／分」「長形 3号：41枚／分」「洋長形 3号：45枚／分」の生産性*を有しており、1日に
封筒を 2,000 枚以上大量に印刷するような業務においても高生産性で出力。またプレプリント
部分と同時に宛名印刷することで、さらなる効率化が図れます。 

*手差し給紙時の場合 
※長辺が 220㎜以上必要です。 
※封筒の貼り合わせ位置や種類によっては対応できないものもあるため、事前の検証が必要となります。 
 
■ 仕切り紙を自動挿入し、員数作業の効率化を実現 
 
指定部数ごとに仕切り紙の自動挿入が可能。印刷後の仕分け作業にかかっていた時間を短縮し、
印刷～後工程までの全体的な業務効率化を支援します。 
 

 
 
 

imagePRESS封筒モデルのご紹介 

https://youtu.be/JLeGVsw0-iQ 

 
 

＜お問合せ＞ 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-29 キヤノン港南ビル 
Tel. 03-6719-9504 

キヤノンMJの提案　55

検品工程を自動化する imagePRESS	向け検品システムのご紹介	

 

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）」シリーズの旗艦モデル
「 imagePRESS C10010VP／C9010VP 」（2020年10⽉発売）の新ユニットとして、検品⼯程を 
⾃動化する“インスペクションユニット・A1”を 2021年5⽉下旬に発売します。   

 
imagePRESS C10010VP（インスペクションユニット・A1／センシングユニット・A1 装着） 

検品システムにより業務効率を落とすことなく全数検品を提供することができます 
 

＜インスペクションユニット・A1＞ 

検品⼯程の⾃動化により印刷物の検査と再印刷作業を⼤幅に省⼒化します 
・“インスペクションユニット・A1”は、⾊抜けや画像ずれ、⾓折れなど、さまざまな出⼒⽋陥を検出

し、不適合ページ⽤の専⽤トレイに⾃動で排出。直径0.2mm の微⼩サイズの画像⽋陥も出⼒速度を
落とすことなく検出可能です。 

・ページ内で領域を指定し、それぞれの領域で要求される品質に対応した検査合格基準の設定が可能。
カタログにおける商品写真や⼈物の顔といった重要な個所には⾼い基準、背景などその他の部分は 
通常の基準を適⽤するなど、お客様のニーズに応じた基準での画像検査に対応します。 

・出⼒⽋陥により排出されたページの再印刷処理は⾃動で実⾏され、⽣産性を落とすことなく⾃動検品
作業を実⾏することが可能。印刷後の⽬視確認や再印刷作業を⼤幅に省⼒化することで、成果物の 
短納期化に貢献します。 

必要機器構成 

インスペクションユニット・A1      280万円                    
インスペクションコントローラー・A1  320万円 
クーリングユニット・A1              140万円 

＊ 使⽤時は、上記製品のほか、電源ケーブル100V（別売り）が必要 
出⼒⽋陥のあるページの⾃動排出機能の使⽤には⼤容量スタッカー・H1（別売り）が必要 

 インスペクションユニットのご紹介動画【キヤノン公式】 

検品工程を自動化する imagePRESS	向け検品システムのご紹介	

 

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）」シリーズの旗艦モデル
「 imagePRESS C10010VP／C9010VP 」（2020年10⽉発売）の新ユニットとして、検品⼯程を 
⾃動化する“インスペクションユニット・A1”を 2021年5⽉下旬に発売します。   

 
imagePRESS C10010VP（インスペクションユニット・A1／センシングユニット・A1 装着） 

検品システムにより業務効率を落とすことなく全数検品を提供することができます 
 

＜インスペクションユニット・A1＞ 

検品⼯程の⾃動化により印刷物の検査と再印刷作業を⼤幅に省⼒化します 
・“インスペクションユニット・A1”は、⾊抜けや画像ずれ、⾓折れなど、さまざまな出⼒⽋陥を検出

し、不適合ページ⽤の専⽤トレイに⾃動で排出。直径0.2mm の微⼩サイズの画像⽋陥も出⼒速度を
落とすことなく検出可能です。 

・ページ内で領域を指定し、それぞれの領域で要求される品質に対応した検査合格基準の設定が可能。
カタログにおける商品写真や⼈物の顔といった重要な個所には⾼い基準、背景などその他の部分は 
通常の基準を適⽤するなど、お客様のニーズに応じた基準での画像検査に対応します。 

・出⼒⽋陥により排出されたページの再印刷処理は⾃動で実⾏され、⽣産性を落とすことなく⾃動検品
作業を実⾏することが可能。印刷後の⽬視確認や再印刷作業を⼤幅に省⼒化することで、成果物の 
短納期化に貢献します。 

必要機器構成 

インスペクションユニット・A1      280万円                    
インスペクションコントローラー・A1  320万円 
クーリングユニット・A1              140万円 

＊ 使⽤時は、上記製品のほか、電源ケーブル100V（別売り）が必要 
出⼒⽋陥のあるページの⾃動排出機能の使⽤には⼤容量スタッカー・H1（別売り）が必要 

 インスペクションユニットのご紹介動画【キヤノン公式】 

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）」シリーズの旗艦モデル

「 imagePRESS C10010VP／C9010VP 」（2020年10⽉発売）の新ユニットとして、検品⼯

程を⾃動化する“インスペクションユニット・A1”を 2021年 5 ⽉下旬に発売します。

・ “インスペクションユニット・A1”は、⾊抜けや画像ずれ、⾓折れなど、さまざまな出⼒⽋陥を検出し、
不適合ページ⽤の専⽤トレイに⾃動で排出。 直径 0.2mm の微⼩サイズの画像⽋陥も出⼒速度を
落とすことなく検出可能です。

・ ページ内で領域を指定し、それぞれの領域で要求される品質に対応した検査合格基準の設定が可
能。カタログにおける商品写真や⼈物の顔といった重要な個所には⾼い基準、背景などその他の部
分は通常の基準を適⽤するなど、お客様のニーズに応じた基準での画像検査に対応します。

・ 出⼒⽋陥により排出されたページの再印刷処理は⾃動で実⾏され、⽣産性を落とすことなく⾃動検
品作業を実⾏することが可能。印刷後の⽬視確認や再印刷作業を⼤幅に省⼒化することで、成果
物の短納期化に貢献します。

検品工程を自動化する imagePRESS	向け検品システムのご紹介	

 

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）」シリーズの旗艦モデル
「 imagePRESS C10010VP／C9010VP 」（2020年10⽉発売）の新ユニットとして、検品⼯程を 
⾃動化する“インスペクションユニット・A1”を 2021年5⽉下旬に発売します。   

 
imagePRESS C10010VP（インスペクションユニット・A1／センシングユニット・A1 装着） 

検品システムにより業務効率を落とすことなく全数検品を提供することができます 
 

＜インスペクションユニット・A1＞ 

検品⼯程の⾃動化により印刷物の検査と再印刷作業を⼤幅に省⼒化します 
・“インスペクションユニット・A1”は、⾊抜けや画像ずれ、⾓折れなど、さまざまな出⼒⽋陥を検出

し、不適合ページ⽤の専⽤トレイに⾃動で排出。直径0.2mm の微⼩サイズの画像⽋陥も出⼒速度を
落とすことなく検出可能です。 

・ページ内で領域を指定し、それぞれの領域で要求される品質に対応した検査合格基準の設定が可能。
カタログにおける商品写真や⼈物の顔といった重要な個所には⾼い基準、背景などその他の部分は 
通常の基準を適⽤するなど、お客様のニーズに応じた基準での画像検査に対応します。 

・出⼒⽋陥により排出されたページの再印刷処理は⾃動で実⾏され、⽣産性を落とすことなく⾃動検品
作業を実⾏することが可能。印刷後の⽬視確認や再印刷作業を⼤幅に省⼒化することで、成果物の 
短納期化に貢献します。 

必要機器構成 

インスペクションユニット・A1      280万円                    
インスペクションコントローラー・A1  320万円 
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富士ゼロックスの提案

「Versantシリーズ」に
新機種「Versant 170i Press」を追加

富士ゼロックス株式会社は、プロダクションカラー市場向け「Versant （バーサント）シリーズ」の商品ラ

インアップのさらなる強化充実を図るため、「Versant 170i Press （バーサント170アイプレス） 」を新たに

追加し、国内では2月18日に販売を開始しました。

 トップスピード70ページ/分注1、長尺印刷でも19ページ/分注2の生産性を実現

 98×148mm～330×1,200mm（片面）注3の幅広い用紙サイズをサポート

 用紙厚さ52～400g/m2注4に対応する幅広い用紙汎用性

 多彩な後加工をインラインで実現注5

 2400dpiの出力解像度、プリンターの生産性をフルに引き出すGX Print Server 2
 画像補正作業を効率化するSIQA注6を搭載

 日常業務をスムーズにこなせるオフィス機能（プリント・スキャン・コピー・セキュリティー）

「Versant 170i Press」は、Versantシリーズの従来機「Versant 3100i Press」「Versant 180i Press」と同

様に、高生産性、高画質を保つ自動処理技術、エアーサクション給紙トレイによる長尺や厚紙など幅広い用

紙汎用性、そして多様なニーズに応じる多彩な後加工オプションといった特長を備えた、毎分70ページの新

モデルです。コンパクトなオールラウンダーとして、印刷プロ市場からオフィスユースのお客様まで、あら

ゆるシーンでご活用いただくことができます。新しい領域でプリントビジネスの獲得を狙うお客様に対し、

用紙や後加工の対応力の高さを武器に、クリエイティブな発想にもハイレベルでお応えするプロダクション

プリンターとして力を発揮します。

Versant 170i Pressの主な特徴

富士ゼロックスはプリントオンデマンドのパイオニアとして、豊富な商品ラインナップや専門知識を持

った営業スタッフ、さらに充実の保守サポート体制により、お客様のビジネス拡大に貢献します。

注1：52～220 g/m2、A4非コート紙走行時
注2：220 g/m2、～660mm走行時
注3：両面では330x864mmまで対応
注4：～330x488mm走行時。330x1200mmまでの用紙は256g/m2までの用紙に対応
注5：表紙/合紙挿入、パンチ、平とじ、中とじ、二つ折り、Z折り、三つ折り、筋入れ、小口断裁、天地断裁、三方断裁、角背仕上げ
注6：Simple Image Quality Adjustment

商品名 標準価格(税別)

Versant 170i Press 5,050,000円

GX Print Server2 for the Versant 180i Press
（Versant170i Press用GX Print Server） 2,600,000円

【標準価格】

本体

お知らせ：2021年4月1日から、富士ゼロックス株式会社は社名を
「富士フイルムビジネスイノベーション株式会社」に変更いたします。

•「標準価格」に給排紙オプションの価格は含まれておりません。用途や出力量に応じて給排紙オプションが必要になります。

・ 、 ロゴ、および ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
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「富士フイルムビジネスイノベーション株式会社」に変更いたします。

•「標準価格」に給排紙オプションの価格は含まれておりません。用途や出力量に応じて給排紙オプションが必要になります。

・ 、 ロゴ、および ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

Versant 170i Press
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リコージャパンの提案 ㊼

新型コロナウィルスの感染に備え、自宅でも、仕事ができる環境を整えることが重要となっています。
お客様が求めるテレワーク環境の早期実現の為、リコージャパンは緊急対策として「在宅勤務パック」
を期間限定での特別価格でご提供致します。在宅勤務のことならリコージャパンにご相談ください。

「在宅勤務パック」でオフィスの業務を自宅にいながらここまでできます！

自宅で
メール・データ共有

自宅から
資料を見ながら会議

自宅から
社内サーバーにアクセス

VPN接続サービステレビ会議・Web会議システムモバイルパソコン・モバイルルーター

自宅で
プリント環境を実現

更に！

Aさん自宅

RICOH 
SP 3700

Cisco 
Meraki Z3

既存ルーター

Meraki Auto VPN

会社
✓ 会社のプリンターとして利用可能
会社のプリンターとして使えるので、
個人負担や精算の心配はありません。

✓ トナーがなくなる前に自動的に配送
機器にセットされているトナーが交換
間近になると、機器からリコーテクニカル
コールセンターに自動通報し、
トナーを1本自動的に配送します

初期費用無償！
（8月末お申し込みまで）

10名未満の場合、初期費用無償！
（8月末お申し込みまで）

月額料金割引！（9月末お申し込みまで）

お客様の環境に合わせたメニューを揃えておりますので、
詳しい情報はリコージャパン担当営業までお問合せください。

初期費用無償！
（8月末お申し込みまで）

リコージャパンの提案　55リコージャパンの提案 55

RICOH Pro C7210S/C7200S用 新色トナー追加！
RICOH Proトナー 「ゴールド C7200」 「シルバー C7200」
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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１月 27 日の取 締 役 会
で、足立正親（あだちま
さちか）取締役専務執行
役員を代表取締役社長に

内定したことを発表した。坂田正弘社長は相談
役に。この人事はこの 3 月 26 日開催予定の株
主総会終了及びその後の取締役会決議で正式決
定される。 
〈足立新社長の経歴〉

▽生年月日＝ 1960 年 3 月 30 日（60 歳）
▽職歴＝ 1982 年 4 月 キヤノン販売入社

2009 年 7 月 キヤノン MJ ビジネスソリュー
ションカンパニー MA 販売事業部長 
2013 年 3 月 同社 上席執行役員 

2015 年 3 月 同社 取締役 ( 現在 ) ／常務執
行役員 
2015 年 4 月 同社 ビジネスソリューションカ
ンパニープレジデント 
2018 年 1 月 同社 エンタープライズビジネス
ユニット長（現在） 
2018 年 3 月 キヤノンＩＴソリューションズ代
表取締役社長
2018 年 4 月 キヤノンＩＴソリューションズ社
長執行役員
2019 年 3 月 キヤノンＩＴソリューションズ取
締役（現在）
2019 年 4 月 同社 専務執行役員（現在）

　（キヤノン販売は 2006 年 4 月 1 日付でキヤノ
ンマーケティングジャパン〈キヤノン MJ〉へ社
名変更）

　リコーはこのほど、トランザクション市場向け
の高速インクジェット（IJ）・プリンティング・シス
テム RICOH Pro VC40000 を発売した。
　同システムは「Info Print 5000」の後継機種
で、基幹業務印刷で要求される生産性や用紙対
応力、システム構成の柔軟性を強化したもの。
　新たに採用された 5 インチのプリントヘッドモ
ジュールによって、毎分最高 150m の業界トップ
クラスの生産性を実現。白スジなどの発生を強
力に抑制するプリントヘッドを採用し､ 高い生産
性における優れた印刷品質を安定的に提供。対
応用紙厚は 40 ～250g ／㎡を実現し､ 薄紙や圧
着紙など幅広い用紙対応を強化。
　これらに加え、金融業、製造業、流通業、自

治体などで広く利用されている基幹系の業務用
印刷データフォーマット（IPDS）に標準対応して
いるので、IPDS フォーマットを利用するユーザー
は、既存の上位システムに手を加えることなく出
力することが可能。
　●価格　オープン価格

新社長に足立正親専務が内定

　　　トランザクション市場向け 高速インクジェット・
プリンティング・システム「RICOH Pro VC40000」を発売

キヤノンマーケティングジャパン

リコー

坂田正弘社長は相談役に

～基幹業務印刷システムとして高い生産性を実現～

足立新社長

デュアルシンプレックス構成（L 字コンフィグ）
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　 今 回は、 ワークライフバランス（WLB） に
ついて述べていきます。最近、働き方改革で、
注目されてきている働き方なのです。多少、こ
のような言葉を聞いた方もおられるかと思いま
すが、概略を説明させていただきます。
　ワークライフバランスはアメリカで 1980 年
代に生まれた働き方の発想なのです。
　では、ワークライフバランスとは、どんな働
き方なのでしょうか？ 今、コロナ禍で世界中
がパンデミックになっています。やっと、ワク
チン接種が行われてきてパンデミックの終息も
見え始めていますが、まだ先行きが不透明で
あることは確かなことです。
　ワークライフバランスは、内閣府によれば国
民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら
働き、仕事上の責任を果たすと共に、家庭や
地域生活などにおいても、子育て期、中高年
期といった人 生の各段階に応じて多様な生き
方が選 択・実現できる社会」と定義されてい
ます。言い換えれば、仕事と生活の調和を図り、
職 場と家庭を両立させ、家庭でも、子育てと
仕事を両立させる環境を創作する働き方と言え
るでしょう。
　今、 多くの企 業でテレワークが行われてき
ています。今後、テレワークがうまく効率的に
行われれば、ワークライフバランスは、実現で
きると思うのですが、今の段階ではまだまだ、
先 のようです。 将 来 的には、 必ず、 実 現しな
ければならない問題だと思います。近い将来、
高齢化や少子化が進むことにより労働人口が

減り、日本の未来が危うくなってくるからです。
　ワークライフバランスは、ある面、非常にメ
リットが多いのです。ワークライフバランスを
導入することによって優秀な人材を確保するこ
とができるからです。
　かつて日本では、女性は結婚すると会社を
辞めていったケースが多かった為、優秀な女性
が 辞めていって業 績が 落ちたことがしばしば
あったと聞きます。外国では、その様なことは
少ないようです。ワークライフバランスができ
ているからです。日本独自の文化かもしれない。
企業は、優秀な人材を確保すれば安泰なので
す。そのことを、わからなければ企業の存続は
ないのです。
　最近は、共稼ぎ夫婦が増え、子育てしなが
ら、仕事をするようになってきていて、ワーク
ライフバランスを導入する企業も増えてきてい
ると聞いていますがまだまだ中小企業に浸 透
するには時間がかかりそうです。 問題は企 業
文化にあります。女性を男性と対 等に見ない。
お茶汲みをやらせる。重要な案件を任せない。
キャリアアップ教育がなされない。ある面、女
性蔑視の傾向の企業が多い点が挙げられます。
　このような点を直さなければ、IT の導入や
制度を変えても企業の体質自体を変えなけれ
ば .ワークライフバランスを導入しても成功する
ことはありえません。企業文化を改革し、働き
やすい環境で、ワークライフバランスを導入し
てホワイト企業を目指していこうではありませ
んか。皆様の更なるご発展をお祈りいたします。

未来予測研究所
代表　藤田　友久

ワークライフバランス（WLB）について
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２．中小企業の人材の確保策
　⑴採用面での対策
　④高齢者の能力活用
　〈人手不足へ対応して高齢者を活用している
事例〉
　通信機器・家庭衣料品小売業のＦ社（大阪府・
従業員数 63 人）は、昭和 62 年から高齢者の
採用を始めました。
　高齢者は顧客に信頼されやすく、また、仕事
が営業であるため経験を積んだ人との接し方が
活かせ、実績も若年層に劣りません。高齢者を
活用するにあたって、夜は早く帰れるようにす
るといった時間的な配慮、なるべく体に無理の
ない仕事をさせるといった体力上の配慮、会社
の行事を通じて組織に早く溶け込めるようにす
るといった組織上の配慮をしています。
　高齢者の活用の効果が大きいため、外部か
らの採用だけでなく、同社を定年退職した社員
を再雇用する場合も多くあります。
　〈高齢者を活用している事例〉
　特許公報の和文・英文の抄録を作成するＧ社

（東京都・従業員数 42 人）は、社員の平均年
齢が 70 歳近く、高齢者の能力を積極的に活用
している企業です。高い専門知識や能力を必
要とする業種ですが、この要求を満たす人材を
定年退職者を対象にした募集により確保してい
ます。 
　高齢者の多い職場であるため、勤務時間に
柔軟性をもたせていますが、自己管 理能力の
高い者が多いため、特別な規制は行っていませ
ん。また、同社には契 約社員がいますが、翻
訳は自宅でもできることからファクシミリを会社

との文書のやりとりに利用して、 在宅勤務をす
る者が多くいます。
　⑵人材育成の努力
　中小企 業の人材確保の対 象としては、上で
説明した採用面の対応のほかに、既存の従業
員を教育することにより企業活動に有用な人材
を育てることも大きな効果をもっています。
　また、労働者側としても仕事の質は職 場に
おける満 足 感を生み出す 重要な要 素であり、
教育・訓練によって仕事ができるようになるこ
とは就業者の働きがいを生み出すことにもなり
ます。　
　近年、中小企業でも教育・訓練への投資は
増加しているものの、大企業に比べると 1 人当
たりの教育訓練費にはかなり差があり、一層の
対応が求められています。
　①高度な人材の育成の必要性
　通常の業務をマスターする上での OJT の重
要性は変わらないものの、最 近では、人材育
成の手段として自社内の育成だけでなく、 外
部 機 関を利用する企 業が多くなっており、 中
小企業においても外部機関の利用が 5 割強の
企業で行われています。これは、企業活動の
高水準化に伴い、より高度な人材の育成が求
められており、 これに対応するには、 企 業内
部には蓄 積のない知 識・ノウハウを用いた専
門的な教育が必 要になってきていることを反
映しています。
　こうした育成は、中小企業単 独での対応が
困難な場 合が多く、組合や公的 機関の活用、
企業間の人材の交流を通じた育成などの推 進
が望まれます。

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 中小企業の発展と人材（5）
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アレクサンドリア図書館の盛衰

　アレクサンドリア図書館は、文献学を中心に天文学、物理学など学芸が大いに隆盛した。　

　有名な人物を上げると（以下を参照「人名」偉業　簡単な説明　個人の感想等）文献学ではアレキサン

ダー大王が「イリアス」をいつも愛読していたと伝えられているので、文献を中心とした学者が比較的多

いようです。

　○「ゼノドトス」　ホメロスのイリアス・オデッセイアを校訂。諸

写本を比較研究、初めて学問的に校訂を行う。初代アレクサンド

リア図書館館長（前 325 ～前 265 頃）　

　○「カリマコス」　世界初の文献目録をピナケス（古代ギリシャ語：

最初の図書館目録と見なされています。図書館のカタログを、編

集分類ごとに著者をアルファベット順に並べ、書名、著者名、冒頭

の数行を記した図書館のカタログを作成。120 巻の文献史『目録』

を編纂。図書館分類の祖かな（2 代目館長？）（前 310 頃～前 240 頃か？）

　○「エラトステネス」　地球が球体であることや地球子午線の長さを計算。

夏至にナイル上流のシエネにある、深い井戸の底に太陽の光が差し込むことに気づき、その時、太陽光

線は地表に対して垂直になっているので、同じ子午線上で同じ時刻にその井戸から 5,000 スタディオン（１

スタディオンは（エジプトスタディオンは 157.5m) （アッティカスタディオンは 185m)）はなれたアレクサ

ンドリアで、太陽光線と地表の垂線との角度を測ったら角度 A（Fig146 参照）、約 7 度 12 分であった。

　7 度 12 分は円周の 1/50（7.12/360）。この角度は地球の中心での角度と同じ。この時エジプトスタディ

オンを使ったとすれば (157.5m)157.5m×5,000

×50 ＝ 39,375㎞ 。

　 アッティカスタディオンを 使ったとすれ ば

（185.0m)185.0 ｍ ×5,000×50 ＝ 46,250 ㎞で

あると推論。これはどちらも約４万㎞に相当す

るので、現在地球の外周とさほどの違いはない。

GPSも衛星もない紀元前に良く計算したと思いま

すネ。

　スタディオンはスタジアムの語源ですが、その

距離は地域や時代によって長さが異なっており、

少なくても現在まで 6 種類が確認されています。

複写を考える○74　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

『パリスの審判』（ルーベンス画）Fig 145

Fig 146

［“ 地球は球”ピタゴラスとその学派（紀元前6世紀頃）．アリストテレス（紀元前384 年～紀元前322年）］
http://www.gain.h.kyoto-u.ac.jp/~ishikawa/

Leture/INS/Size%20of%20Earth.pdf
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http://www.gain.h.kyoto-u.ac.jp/~ishikawa/

Leture/INS/Size%20of%20Earth.pdf

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

関東複写センター協同組合月刊誌
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編集発行人：関東複写センター協同組合
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印　刷　所：株式会社ケーヨー

12月号：早坂 淳氏
青森駅にて

1月号：早坂 淳氏
星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルにて

2月号：早坂 淳氏
稲村ヶ崎の朝日

梅の花＠鎌倉
早坂 淳氏（株式会社ケーヨー）

■今月号の掲載写真

関複会員情報
【協賛会員】
《住所の変更》
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
プロダクションプリンティング企画本部
　新住所
　　〒108-8011
　　東京都港区港南2-16-6
　　キヤノンSタワー 19階
　　電話・FAX番号の変更はございません
　営業開始日
　　令和3年2月22日（月曜日）



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。


