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◆巻頭言67

　 昨 年は会 社 設 立 40 周 年 の年でした。「は
やぶさ 2 号」 が地球に帰還する年。

　2014 年 12 月 3 日に打ち上 げ、 地 球を 1
年 間周回して、2015 年 12 月 3 日『りゅうぐ
う』 へ 向かって旅 立ちました。 私の誕 生日が
12 月 3 日（70 歳を迎える事となりました）な
ので、 すごく親 近 感があり無 事に帰 還できる
かワクワクした６年間でした。

　2020 年はコロナで始まり世界中がいまだに
苦慮しています。 2020 年 1 月末に高 校 時 代
の仲間 10 人で、 淡路島・有馬温泉へ行きま
した。 その 時 見たのは、 黒いマスクをした中
国 人らしき集 団 がバスから降りてくるところ、
黒いマスクは馴染みがないので、 不気味な光
景でした。

　その 後、2 月に新 型コロナウイルスの 発 表
があり、 私が見たあの黒いマスク集 団は、コ
ロナの事を知っていたんだなぁと思うと怖くな
りました。

　 又、コロナの 影 響で仕 事 の 流れが変わり、

原 稿はメールで送られてきて、 営 業マンも呼
ばれた時だけ訪問する。 合理的になりました。

　30 年 位 前のバブル崩 壊では、 当社も倒 産
の危 機にあり、 天 国から地 獄 へ 約 20 年 間ど
うにもならない時代を味わっています。 今ある
のは、その経験が自分自身を強くしたものだと
思います。 若い時に苦 労は金を出してでも買
えなんて言っていた嫌いな先輩がいましたが、
今思うと良い事を言っていたんだなぁ～と沁々
感じます。

　 今 回 のコロナに関しては、コロナに感 染し
なければ何とかなるのではないかと思っていま
す。コロナの影響で今までのような自由がなく
なり、 いかに当り前（ 普 通） の生 活が良いか
分かりました。平和ボケだったんですかねぇ～？ 
日本は島 国だから関 係ないくらいの 甘い考え
があったんでしょうかねぇ～？ オリンピックは 1
年延長で残念な事になり、 今年開催予定です
が、どうでしょうかねぇ～？

　健康に気を付けて頑張りましょう！

期待はずれの2020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）は令 和 2 年度 第 11 回定例理事会を
Zoom オンライン会 議とし、3 月 11 日午 後 2
時から開催した。
　審議に先立ち、3 月 1 日に亡くなられたケー
ヨーの早坂清吉会長に出席者全員で黙とうをさ
さげた。
　はじめにあいさつに立った斎藤理事長は「3
月になったが、コロナ禍のために事 業活動が
停止した状況が 続いている。 こうやって理 事
会が開催できることが何よりです。 今 年 1 年
本当にいろいろなことがありましたが、この年
度をしっかりと締めて次の年度に向かって発展
できる組合にしたいと思いますので、ご協力を
よろしくお願いしたい」と組合活動への協力を
求めた。

Ⅰ【報告事項】
1. 月刊関複 3 月号の発送が 3 月 9 日に完了

したことが報告された。
2. 令 和 2 年度の収支見 込みを森 迫隆正専

務理事が説明した。
Ⅱ【審議事項】

・来年度の組織図（案）などをもとに次年度
の体制や関複会員名簿などについて協議
を行った。

Ⅲ【確認事項】
各部会の活動について
▽総務部
・恒例のゴルフ大会についてはコロナ禍のた

め、例年とは違った形になる可能性もある
が、開催する準備をスタートさせる。

▽事業推進部
・キヤノンコレモールに代わる制度を検討し

ていたが、 現 行 制度の変 更を伴うため、

現在交渉中のメーカーでは難しいとの事で
交渉を断念した。
引き続き、検討事案とする。

▽広報企画部
1. ホームページ＝関複のホームページに協賛

会員セミナーの申し込みサイトを作る。
月刊関複は代表者に届けられるので、従
業員の方もホームページから気軽に情報が
取れるように内容を検討中。

2. 月刊関複＝従来通り、取材記事などを中
心に掲載。発刊後、ホームページ上に内容
を掲載。

▽教育情報部
１. 来年度の新春セミナーの準備を開始する。
２. 関複セミナーの Zoom 開催は、関複内

だけで行なうと事務局などへの負担が大き
すぎるため開催を中止していたが、今後は
講師を含めて Zoom セミナーを一括で請
け負う外部の会社を活用していく。

Ⅳ【ジャグラ活動について】
斎藤理事長＝ジャグラの理事会が 3 月 19 日
にオンライン開催される。
米田和秀理事＝ジャグラ広報委員会の報告。
ジャグラ BB の積極的な活用が提案された。

Ⅴ【その他】
・次回、新年度の理事会は 4 月 8 日、午後

2 時から

関複 令和 2 年度 第11回定例理事会
恒例のゴルフ大会開催へ向け準備

理事会のZoom 画面
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   「第 1 回関複写真展」開催のお知らせ 
            ☆募集テーマ「笑顔」☆ 

 関東複写センター協同組合（関複）ではこの度、「第 1 回関複写真展」を開催する運びと
なりました。今、コロナ禍で苦しんでいる皆様に少しでも楽しんでもらいたい、と企画致し
ました。皆様からの多数のご応募をお待ちしております。 
                  

１．応募要領 
（イ）	締切⽇ 令和 3 年 5 ⽉ 31 ⽇（⽉） 
（ロ）	サイズ 横位置（5MB 以下）（優秀作品は⽉刊関複の表紙写真に採⽤します） 
（ハ）	参加資格  

・関複会員及び協賛会員とその従業員の皆様 
・ＰＰ認定取得企業とその従業員の皆様 

（ニ）	応募⽅法  
下記の応募票（１作品ごとにご記⼊ください）に必要事項を記⼊し、関複事務
局宛に E メールでお送りください。何点でもご応募可。ただし⼊賞は 1 ⼈ 1 賞
といたします。関複事務局メールアドレス：info@kfcc.or.jp 

（ホ）	発表 
審査結果は審査が終了後、⽉刊関複及び関複ホームページで発表いたします。 

（ヘ）	作品データは返却いたしませんのでご了承ください。 
２．出品料  無料 

 ３． 賞  最優秀賞⼀点、特別賞多数 他 
 ４．⼊賞者には賞品を後⽇お送りいたします。 
 

応募票 
会社名   

ご所属／お名前   

連絡先ご住所/電話番号   

撮影場所   

表題   

コメント欄   

※応募票の Word データをご⼊⽤の⽅は事務局までご請求ください 

「第 1 回関複写真展」開催のお知らせ

※応募票のWord データをご入用の方は事務局までご請求下さい
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リアルとウェッブのハイブリッドで開催

第46 期新役員体制を決める

　 日 経 新 聞 社 が 主 催した「JAPAN SHOP　
2021」が 3 月 9 日から 12 日まで、東京・有
明の東 京ビッグサイトでリアル 開 催され、 関
複協賛会員も 2 社が出展した。
　■リコージャパン
　 国内 初出 展となる、 サインディスプレイ市
場向けの大型プリンタ 2 機種を中心に展示。
ラテックスインクを搭載したインクジェットプ
リンタ「RICOH Pro L5130e」は、紙、布、
ターポリン、 塩ビなど多 様なメディアに出力
が 可 能。CMYK インクに 加 え オレンジとグ
リーンのインクを搭載し表現の幅を広げた。
　UV インク 搭 載 のフラットベッド プ リンタ

「RICOH Pro TF6251」 はクラス最 速の印
刷速度を誇り、業界最大の厚み 11cm までの
メディアに印刷可能。 金 属の標識や、スチレ
ンボードにそのままプリントが可能。

　■ダイヤミック
　 超 広 視 野 角 で 高 輝 度、 高 精 細 な 映 像 を
映し 出 す ウインド ウ サイネージ に 最 適 なプ
ロ ジ ェクタ ー 用 ス クリ ーン フィル ム「 彩 美
s<SaiVis>」 を展 示。 他 にはアルコール 除
菌 液、 マスクなど 新型コロナウイルス対 策 商
品 他、 店 舗、 施 設 で 活 用できる商 品 群を 紹
介した。

　 情 報 ビ ジ ネ ス リ コ ー 会
（JBR） はこの ほど、 第 46
期 新 役 員を決 定した。 新 会
長 に は 北 島 雄 二 共 立 工 業
社社 長 が、 副 会 長には中 村
保 男青工社社 長 がそれぞれ
就 いた。 役 員 任 期 は 2021
年３月１日～ 2022 年 10 月
31 日。

JAPAN SHOP2021

JBR

リアル展示会に関複の協賛会員も出展

会長には北島氏、副会長には中村氏が就任

リコージャパンブース

（敬称略）
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オンラインカンファレンス

　日本印刷技術協会（JAGAT、塚田司郎会長）
は印刷・メディアビジネスの総合イベント page
のオンラインカンファレンスとして、クロージング
セッション「コロナ後の印刷業界を占い『未来を
どのようにリセットするか？』考える」を２月 26
日午後２時から、Zoom ミーティングを使い、
動画配信した。同セッションには、スピーカー
としてフュージョンの花井 秀勝会長が登場し、
JAGAT の郡司秀明専務理事とトークディスカッ
ションを繰り広げた。

　花井氏は近末来の印刷ビジネスのポイントとし
て、・人口減少問題と高齢者対策、・ネットワーク
化と分散工場、・新聞部数の減少とチラシの今後
などをあげ、エリアマーケティングのスペシャリス
トの立場から最新の知見に基づいて様々な問題
点を指摘した。
コロナ禍の影響
　社員のリモート勤務が非常に多くなり、ノート
パソコン、Wi-Fi 設備の調達とセキュリティなど
で大変だった。また、毎年あったイベント、キャ
ンペーンが中止になり仕事が激減した。一方、い
ろいろな企業のＥＣサイトの受注センターをやっ
ているが、昨年５月から商品の供給が追い付か
ない状態だった。同時にその頃からスマホアプリ
の開発依頼が増えてきた。また、リモート営業
が非常に不振だったので、その対策として自社開
発の Web セミナーを開催している。他には電話、
テレビ会議と Zoom とか Teams を使って、営業
の仕方を少し変えている。
人口減少と高齢者対策
　人口減少は大きな問題。当然ながら印刷系の
発注量、数量が減っていく。それと 65 歳を超え
る高齢者が非常に多くなってくると印刷物の文字
の大きさ、色彩だとかが非常に大きなポイントに　

なってくる。そういうところを現場、特にデザイ
ナーは知る必要がある。
タッチポイントのボーダレス化と印刷物の再定義
　メディアの価値変化と多様化によりタッチポイ
ントがボーダレス化している。同時に紙の特徴の
理解と印刷物の再定義が今求められている。行
動喚起をおこさせるメディアはやはり紙である。

「投げるのはもったいないね」といわれ保存され
る印刷物をどう作っていくかが課題。　
　五感に訴えるもの、ストーリー性とか説得力の
あるもの、もしくはパーソナリティ、あなただけ
に本当に最適です、といったような良いものを作
る必要があるのではないか。
地域の新しいコンテンツとは
　いま全国紙はコンテンツが非常に不足している
が、地元のイベントとか小さな発表会の記事を掲
載することで地域を活性化し、地元企業が広告
宣伝をする。地域経済活性化を目指し地方の印
刷会社は広告宣伝販促コンサルタント会社への
移行期に入っているようだ。
新聞部数の減少とチラシ
　新聞の部 数は 2000 年だと 5370 万部 。１
世帯 1.5 紙とっていた計算になるが、昨年だと
3500 万部くらいで部数が大幅に減っている。（郡
司氏からも発言）
郡司　今コロナ禍で昨年の春から秋くらいまでチ

page2021
クロージングセッション「コロナ後の印刷業界を占い
『未来をどのようにリセットするか？』考える」開催

右から　花井フュージョン会長、郡司 JAGAT 専務理事
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ラシがものすごい打撃をこうむった。 チラシの
作り方も変えていかなくてはならない。また、葬
儀業界などのような、新聞折り込みをやるような
業界を新たに発掘していく必要がある。
　これからのスーパーのチラシは特売だとか価格
訴求から、商品情報提供へと変化する。 例えば
レシピをつけ、食べ方まで提案するようなものに
なる。 また、感染対策のためのエリア別のタイム
セールを該当エリアに的確に告知する事もある。
ネットワーク化と分散工場
花井　要約すると印刷の地産地消のスピード対
策。例えば東京に発注者がいて、関東圏はＡ印
刷会社が刷り、作ったデータを全国のネットワー
クで協業した会社にデータを送って、そこで刷っ
てもらう。実際今始まっているが、カート落ちの
DM を、データターゲットの一番近いところに送
り、そこで刷ることによって 24 時間以内に届け
ることができる。

花井氏と郡司氏のディスカッション
郡司　これからチラシがなくなり、新聞宅配がな
くなるとポスティングがどうなるのか。
花井　 ある新聞販売店は、車のある家やペット
のいる家だけにまく、というカスタマイズしたポ
スティングをやっている。配達員のそういう情報
をデータとして持っている。今後は印刷業界がポ
スティング業界と組む。もしくはパート、学生バ
イトなどを使ってポスティングする機会は増えてく
ると思う。
郡司　花井さんの会社は、最初はただの凸版印
刷屋だった。そこが今やフュージョンはマーケティ
ング会社だと思っている人が多い。普通の印刷会
社でも十分、マーケティングというのはできると
思いますか。
花井　基本的にできると思う。ただ経営者がど
こまで それに対して投資できるかだと思う。こ
れから印刷会社は、もっともっと人に投資すると
いう考え方を持たないと難しい。
郡司　そういう風になっていったら印刷会社が地
方の電通になる。街の電通というのが私の目指

す印刷会社の未来の姿ですけど。わりとアグリィ
インしてもらえますよね。
花井　人口 30、40 万都市では、そういった電
通のような印刷会社が結構ある。広告料金のな
かで印刷会社にきているお金は微々たるものだ。
そういうお金が手に入るという話だと思う。
　まずデータ分析やシステムをやる人間が要る。
効果的なシステムは地道につくりあげていくも
の。こういったことを教育するのに最低３年はか
かる。例えば営業では「反応は最低でも 25％で
す。そのためにはこういった技術の印刷物を使い
ましょう。こういった方々に送るとこのくらいの反
応率がありますよ」など、具体的にストーリーを
作って説明する。このプレゼンテーションカが非
常に重要だ。
　これからの印刷は、いろいろなデータをきちっ
と分析することが必要だ。単なる安い印刷物に
は絶対に手を出さない。印刷通販と同じ土俵に
のって争うことはない。われわれ地方の印刷会社
は人を如何に教育してやって行くのかが重要だ。
違った形での印刷ビジネスの定義が必要だ、とい
うのはそういったことだ。
郡司　ですからそのような感じで、デジタルトラ
ンスフォーメーションで、インターネットのマーケ
ティング情報は生かさなければいけない。
　従来、出版印刷というのは２万部とか刷って、
倉庫に保管して、最後は断裁してしまう。それは
やはりなくなっていきますよね。
花井　私は大量印刷、保管するということが多
分これからなくなっていくだろうと思っている。　
例えば、SCREEN グラフィックソリューションズ
と廣済堂の「カタログの『ジャスト・イン・タイム
生産』」ですが、普及まで少し時間がかかりそう
だが、今後は非常に増えてくると思う。

　郡司専務理事は最後に「マーケティングという
ものに立脚した、そういう印刷物じゃないと意味
がない。それを印刷会社ができるという事を言
い切りたいです。それをめざして皆さんで頑張っ
て行きましょう」とエールで結んだ。
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　リコージャパンは 2 月 24 日午前 11 時から、
「NEW FORCE CREATION PROJECTフェア」
を Teams でオンライン配信した。これには情報
ビジネスリコー会（JBR）の会員も多数受講した。　
　セミナーは「4 つの創出」、「新しい顧客の創
出」の２つのパートに分かれており、「4つの創出」
は午前11時と午後 4 時の２回（内容は同じ）、「新
しい顧客の創出」は午後 3 時から配信した。
　「新しい顧客の創出」のパートでは、リコージャ
パンの小松氏が「ウイズコロナを乗り越える EC
サイト× POD ビジネス LIVE セミナー」のテー
マで講演した。
　小松氏は「コロナ禍でも売り上げの影響をあ
まり受けていない印刷会社を調査した結果、①
小口で多くの顧客を抱え、分散型で業績を成り
立たせる。②全国幅広く営業活動を行う。③全
員が顧客接点活動を行う、という 3 つの共通項
が浮かび上がってきた」と述べ、さらにこの項
目から導き出される今後の事業展開は EC サイ
トを構築し印刷通販に参入することだと説いた。　
　さらに、印刷通販でも価格勝負になる総合印
刷通販ではなく「POD で作れるオリジナリティ
あふれる印刷物を中心とした、特化商材型の印
刷通販で展開する必要性」を語った。
　費用や人材の面から、自社サイトの立ち上げ
が難しいと思っている経営者が多い中、低コス
ト、低労力で始められるリコージャパン「印刷
業 EC サイト構築パック」を紹介した。同システ
ムは初期費用 16 万 5 千円からという低価格の
上、データ更新などは Word が扱えるスキルが
あれば十分できるという。同パックには「Web
決済の仕組みが標準搭載され、オンラインで見
積書の発行から、決済まで行うことができる」

とその利便性をアピールした。
　 また、 重要ポイントである、 サイト上で 販
売 するオリジナル 商 材に関しては、 リコーの
ProC7210 でしか作れない特化商材として、低
価格でできる厚盛印刷名刺や、ノーカーボン紙
にも印刷できる特性を生かした小ロットの複写
伝票も紹介した。他にも、ガーメントプリンタ
RICOH Ri100 を活用し、ポリエステル 100％
のマスクや、エコバッグに印刷することで出来る
オリジナルグッズを紹介。同機はプリンタと仕上
げ機を合わせて標準価格 35 万 2000 円と値段
も手ごろな設定になっている。
　「4 つの創出」セミナーの中でも新しいサービ
ス、印刷成果物が多数紹介された。
　アプリを起動して、登録された画像をスマホ
で撮影するだけで、WEB サイトや動画へ簡単
に誘導できる RICOH Clickable Paper を利用
した観光マップ。また、旅館の部屋の写真にタッ
チすると通常の写真を並べて表示するのではな
く、リコーの 360 度カメラシータを使って撮影
した 1 枚の写真で部屋全体を見渡せるようにな
る、タッチサイネージシステムを紹介した。
　また業 務改善対 策として、EC サイトからの
問い合わせに、AI を使って自動回答ができる

「RICOH Chatbot Service」。リアル営業のリ
ピート受注の内容が、簡単にクラウドから確認で
きる「印刷
業リピート
受 注 社 内
外 デ ー タ
活 用 パ ッ
ク」を紹介
した。 Teams の画面

オンラインセミナー「NEW FORCE CREATION 
PROJECT フェア」を開催

リコージャパン

特化商材型の印刷通販による新事業創出を具体的に提案
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リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介

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　56リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介
リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介

リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介
リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介

リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介

リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介
リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介

リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介

リコージャパンの提案 5６

高生産性と高画質化を追求したラテックス
プリンターで、新たなビジネスを拡大

優れた性能が、新たなビジネスを創生
～圧倒的な総生産性と幅広い印刷対応力～

ラテックスインク＆UVインク搭載 大判プリンター新製品のご紹介
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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　56

「page2021 オンライン」に出展
　キヤノンマーケティングジャパン

は、（公社）日本印刷技術協会主催の

「page2021 オンライン」（開催日／

2021 年 2 月 8 日～ 28 日）に出展し

ました。ご存じのように年 1 回開催さ

れ今回で34 回目となるこのイベントは、

製品の展示はもちろん、ビジネスに役

立つカンファレンスやセミナー、ブース内での商談などが毎回活発に行われる印刷メディアビジネスの総合イベン

トです。 

 　

　当初リアルイベントの出展も予定されていましたが、緊急事態宣言の発出に伴い、リアルイベントは中止、初め

てオンラインだけでの開催となりました。出展企業は全 41 社と例年のリアルイベントの 1/4 程度の企業の参加

でしたが、延べ来場者は約 4 万名、キヤノンとしても多くのお客さまのリードの獲得につながりました。 

　キヤノンの出展ページでは、「検品工程と画像調整

を自動化する imagePRESS 向け新ユニット」を中心

に紹介。これまで人手をかけて行っていた印刷物の検

品作業や、オペレーターの習熟度に依存していた印刷

前や印刷中の画像調整を自動化するソリューションを

紹介し、印刷業務の省力化や品質の安定化を訴求し

ました。

　お客さまからは「検査装置のさらなる改良や印刷速度の高速

化に期待しています」といった期待や要望についてコメントをい

ただくなど、ニーズを収集する場ともなりました。 

　

　印刷物の特性上、オンライン展示会では品質や用紙の風合

いなどを直接確認することができないという難しさがあります

が、今回の経験をもとに成果を検証し、今後の効果的なオンラ

イン施策につなげてまいります。今後とも宜しくお願い致します。 imagePRESS 向け新ユニット
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ご挨拶

当社は4月1日付けの社名変更を経て、「富士フイルムビジネスイノベーション株
式会社」として始動しました。1962年の設立以来、貴組合員の皆さまには高速複写
機・図面機・POD機をはじめとした当社製品をご愛顧およびご指導を賜り、感謝の
念に堪えません。

20年度は新型コロナウィルス感染症の影響を受け、多くの企業にとってこれまで
大切に築き上げてきた経営環境が大きく変化する中で、従前の事業活動で培ったス
キルや知見を活かしながら、新たな価値創出へと果敢にチャレンジした1年であった
ように思います。

21年度は、全ての経済活動がコロナ以前の水準に戻ることはないとしても、緊急
事態宣言解除やワクチンの普及、東京オリンピック開催などにより、経済の流れに
力強さが戻ることが予見され、各社がこれまでに取り組んできた創意工夫が開花す
る、輝かしい年度となることが期待されます。
そうしたアフター・コロナあるいはウィズ・コロナの新しい時代へと前進するに

あたり、当社はこれまで以上に富士フイルムグループ各社とのシナジーを強く発揮
し、貴組合員さま各社のさらなる事業成⾧に貢献できるよう、全力を尽くして効果
的なソリューションをお届けしてまいります。

これまでの「富士ゼロックス株式会社」としての感謝とともに、これからの「富
士フイルムビジネスイノベーション株式会社」へと引き続きのご指導ご鞭撻を賜り
ますよう、宜しくお願い申し上げます。
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DTP オペレーター向け困りごと解決セミナーと
ゴールド・シルバートナーのデジタル特色ビジ
ネス、抗ウイルス液ビジネスの紹介

　リコージャパンの全国有 数の複写関連ユー
ザーで構成されている POD アプリケーション＆
マーケティング研究会（PAM 研、会長＝松島功
ビー・シー・シー社長）は 3 月 10 日午後 3 時
から、Zoom を活用したリモートで「第 3 回研
究会」を開催した。2 部形式で行われ、第 1 部
では DTP オペレーター向けに現場の困りごと
を解決する実践的セミナーを、第 2 部ではコロ
ナ禍における新市場である抗ウイルス液ビジネ
スとゴールド・シルバートナーのデジタル特色で
POD ビジネス拡大のための情報提供をそれぞ
れ行った。
　冒頭あいさつに立った松島氏は、今回の第 3
回研究会には全国から 50 人が参加しているこ
とを明らかにし、コロナ禍、東日本大震災 10
周年、そして昨今の災害を捉え、災害日本とい
うことで会員の苦労をねぎらい、前回の第 2 回
研究会ではピンチをチャンスに変えようと訴えた
ことを紹介した。　
　さらに松島氏は、ワクチン接種や感染対策の
進み具合を捉え、「去年の今頃に比べれば明る
い兆しがみられる」とし、「抜けられないトンネ
ルはない！　陽があかない夜はない、と言われ
るが、（業績では）去年分も挽回していきたい」
と力強く語った。
　つづいて賛助会員責任者あいさつでは、リコー
ジャパンの高橋卓也執行役員産業ソリューショ
ン事業本部長が立った。高橋氏は 2008 年にリ
コーが DTP 事業に新規参入し、この 1 月で市
場に 1 万台の DTP システムを数千社のユーザー
に設置した実績を明らかにし、感謝を述べた。
　また、高橋氏はこの 4 月から、リコーが社内

カンパニー制を導入することを発表し、それに
伴って印刷市場にも最適ソリューションを提供す
ることを明らかにした。最後に高橋氏は、3 年
半 PP 事業に携わってきたが、この 4 月から離
任することを報告し、今までの感謝を述べた。
　第 1 部ではスイッチの鷹野 雅弘 氏を講師に
迎え、「DTP オペレーター向け、今すぐ役立つ
Illustrator 便利機能」のテーマでリモートセミ
ナーを行った。
　「Illustrator」活用の際、操作上の困りごと・
質問を事前に受け付けており、実演しながら回
答・解説を行った。
　休憩の後、午後 5 時から、第 2 部の情報提
供が行われた。はじめにトヨテック営業企画室
の林政彦氏が「抗ウイルス液」のテーマで講演。
　つづいてリコージャパンの君島政行マーケティ
ング戦略グループリーダーは「ゴールド・シルバー
トナー、デジタル特色」のテーマで POD ビジ
ネス拡大の情報提供を行った。スペシャルカラー
を追加することで高級感、オリジナリティ加工
が可能に。CMYK に加える事で、多様性表現
が行えるとし、年賀状などの印刷サンプルを、
君島氏は紹介。色見本帳も提供し、色を数値化、
見える化しており、今まで以上の高い生産性、
効果的な表現を実現できるとアピールした。
　研究会の最後には渥美和彦副会長（デジタル
プレイス社長）が閉会あいさつを行った。

「第 3 回研究会」を Zoom で開催PAM 研
松島会長「抜けられないトンネルはない！」

力強く語る松島会長
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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、 日経 BP 社による「 日経コンピュー
タ 2021 年 2 月 18 日号パートナー満足度調査 
2021」において、セキュリティー・脅威対策製
品／サービス部門で 2 年連続 1 位を獲得した。
　キヤノン MJ グループは、長年にわたり蓄積し
てきた経験とノウハウをベースにパートナー企業
と連携のうえ、SI およびコンサルティング、各
種ソフトウエアの開発・販売をしている。
　情 報セキュリティでは、国内総販売代 理 店
を務める総合セキュリティソフト「ESET セキュ
リティ ソフトウェア シリーズ」をはじめ、自
社開発の総合 情 報漏えい対 策ソリューション

「GUARDIANWALL シリーズ」や、中小オフィ

ス向け IT 支援サービス「HOME」などに加え、
ユーザーのニーズに合わせたセキュリティ運用監
視サービスやコンサルティングといった多彩なセ
キュリティ関連商品・サービスを展開している。
　また、パートナー企業が顧客への提案や受注、
運用をしていく中で様々な要望に迅速かつ的確
に対応できるよう、国内でのサポート体制を充
実させている。学習会や技術トレーニングによ
る導入支援を行うほか、サイバーセキュリティに
関する研究を担う「サイバーセキュリティラボ」
を中核に、最新の脅威や動向、サイバー攻撃の
手法などセキュリティ対策に有益な情報をセキュ
リティ情報サイト「マルウェア情報局」やオンラ
インセミナーなどで積極的に提供している。

　富士フイルムビジネスイノベーションが販売
する個室型ワークスペース「ソロワークブース 
CocoDesk」が、SMBC 日興証券（本社、東京
都千代田区）の提供するオンラインを活用した
無人営業所「N DESK」に採用された。
　「ソロワークブース CocoDesk」は、オフィス
や施設内などで、周囲に気兼ねなくオンライン
会議への参加や業務に集中できる環境を実現す
る商品。
　SMBC 日興証券は、3 月 8 日、 三井 住 友 銀
行戸塚支店および永山支店内に「N DESK」を
開設、サービスの試行運用を開始、戸塚支店内
に「ソロワークブース CocoDesk 」を採用した。
　「N DESK」は、有人店舗 における従来の 窓
口業務を、「ソロワークブース CocoDesk」 やベ
ルフェイスのオンライン営業システム「bellFace

（ベルフェイス）」を用いることにより、顧客が
映 像を見ながら支 店 担 当者と相 談が できる、
SMBC 日興証券初の無人対応窓口サービスを提
供する営業所。
　リモートで顧客と担当者をつなぎ、現在電話
で取り扱い可能な諸手続きや資産運用（金融商
品売買等）の相談・取引 などのサービスを行う
という。
　「ソロワークブース CocoDesk」は従来から
ある「CocoDesk」を基本とし、①広々としたデ
スクや座り心地の良い椅子②防音パネルを活用
した静かな環境③常時換気④抗菌コーティング
⑤開閉時に人とぶつかる恐れがなくスペースを
必要としないスライドドアの採用⑥熱感知式自
動消火装置─といった特長に加え、LAN ポート
を追加し快適で衛生的な環境を提供する。

「日経コンピュータ パートナー満足度調査 2021」

個室型ワークスペース「ソロワークブース 
CocoDesk」を SMBC日興証券が採用

キヤノンＭＪ

セキュリティー・脅威対策製品／サービス部門で2 年連続1位を獲得

富士フイルムビジネスイノベーション
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２．中小企業の人材の確保策
　⑵ 人材育成の努力
　① 高度な人材の育成の必要性
　〈組合による人材育成の事例〉
　板硝子商工業者による H 組合 ( 京都府、組
合員 121 人 ) は、中小企業単独では難しい技
能教育を組合の事業として行い成果を上げてい
ます。 組合員は零細企業が多く、単独では十
分な教育が難しく、また、若年層の採用も困難
であり、人材不足に悩んでいました。 このため、
組合で教育を事業として開始し、 ガラス施工に
必要な知識と技能を教えています。 授業は就
業時間の終了後を利用し週4 回、所定のカリキュ
ラムに従って行っています。 この結果、全国で
4 割程度の合格率である技能検定試験に、 同
組合からの受験生は 8 ～ 9 割の合格率で合格
しており、また、卒業生が技能グランプリで常
に上位入賞するなど人材の蓄積は進んでいます。
　②管理者層の育成
　中小企業の事業活動の高度化は、 企業経営
者や経営管理者層の資質の向上も必要としてい
ます。 中小企業も大企業の 86% と比べると、 
その割合は低いものの 65 % の企業が経営管
理能力の育成を行っています。 高度な経営手法
の習得には外部の研修は有効な手段ですが、大
企業では 39% の企業が外部の研修を利用して
いるのに対し、 中小企業では時間的余裕がない
ことなどから l2 % の利用にとどまっています。
　〈中小企業振興公社による管理者層の集団研
修の事例〉 
　岩手県では、 中小企業振興公社の付属機関と 
して商工研修センターを設立、中小企業の経営

者、経営幹部、経営幹部候補者を対象に、経
営理念、 リーダーシップ、経営戦略・計画、問
題解決等の研修を行っています。外部講師を招
いたケーススタディーを中心とした内容であり、
実務だけでは習得しにくい高度な経営手法を学
べること、 ケーススタディーを介して異業種を含
めた幅広い他社の経営者の考え方を知ることが
できることなどにより人気があり、この 15 年間
にすでに約 900人の卒業生を送り出しています。
3．魅力ある職場の創造
　労働者が就職先を決めるにあたって何を考慮
するのかを聞くと、「能力を活かせる仕事である
こと」 が最も多いが、賃金水準や労働時間の長
さ、休日の多さ、会社のイメージ等が重要視さ
れています。 年齢別に見ると、 若年層で特にそ
の傾向が強くなっています。 これは就業に当たっ
て 「働きがい」 を求める一方で、 就業外の自己
時間の充実に対する要求が強いことを示してい
ます。
　しかしながら、 中小企業においては週休 2 日
制の導入など労働時間の短縮や職場環境の改
善等の面で大企業との差があり、 就業者の意識
の変化への対応に立ち遅れを見せています。 ま
た、 福利厚生面の手当てや、 施設に関する大企
業との格差の存在および近年におけるその一層
の拡大を指摘する声も多くなっています。 中小
企業が労働者にとり魅力ある職場を創造し、企
業イメージの向上を図ることは、優秀な人材を
確保すると同時に従業員の勤労意欲を高めて質
の高い労働力を得る上で意義が大きく、 中長期
的な中小企業の人材問題への対応として最も重
要です。

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（6）
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アレクサンドリア図書館の盛衰　　続き

　このころアルキメデスもアレクサンドリアに留学、勉学や研究を始めている。

○アリストファネス　ギリシア語の発音記号（英語版）体系を開発。　

○サモスのアリスタルコス　太陽を中心として、地球が自転しつつ回転していることを観測により推測。

地動説を唱えるも受け入れられなかった。　

　16 世紀初頭に再びコペルニクスが地動説を唱え、

18 世紀に地動説が認められるまでには約 200 年か

かっているが、地動説の提唱はアリスタルコスである。

　当然 、コペルニクスはこの人の存在を知らなかった。 

「太陽と月の大きさについて」は当時の観測の精度に

より太陽と月の大きさを 20：1 と計算しましたが間違

いで、実際は 400 倍（前 310 年～前 230 年頃）。

　このように前 3 世紀～前 2 世紀の間、多くの重要

な学者たちがこの図書館で研究し、プトレマイオス 2

世の治世中には、この図書館の姉妹館をセラペウムに建設するまでになりました。

　とはいえ、プトレマイオス朝の図書館への熱の入れようも、時代が経つにつれだんだん下がり、図書

館長もはじめは学問上の業績があったものが順次名誉職的なものになり、また財政的支援も受けられな

くなっていく。

　加えて図書館も戦火に巻き込まれ何度も火災が発生している。　

　有名な火災は、前 48 年におこったプトレマイオス 13 世とユリウス・カエサル（ローマ軍）+（クレオパ

トラ 7 世）の戦いで、図書館は戦火にまきこまれている。　

　アレクサンドリア図書館自体内容はともかく、ローマ時代になっ

ても存在こそしていましたが、学者の雇用は西暦 260 年位までで

終焉と見られます。

　また、270 年から 275 年の間にアレクサンドリアに反乱が発生

し、図書館に残されていたものは破壊。　　

　セラペウムの館にはまだ収蔵品が残っていた可能性もあったが、

セラペウムも 391 年にキリスト教のコプト派のアレクサンドリア大

司教テオフィロス（英語版）（エジプトの異教勢力を精力的に攻撃）

がセラペウムを破壊したので、その時点でアレクサンドリア図書館

は完全に消滅してしまいます。

複写を考える○75　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

アリスタルコスの『太陽と月の距離と大きさについて』の
写本（10 世紀ごろ）　Fig 147

描かれた司教テオフィロス　Fig 148
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細井　大建

アリスタルコスの『太陽と月の距離と大きさについて』の
写本（10 世紀ごろ）　Fig 147

描かれた司教テオフィロス　Fig 148

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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令和3年 4月 1日発行

購読料／年間購読6,000円（消費税・送料込む）
　　　　1部 500円（税込み・送料別）

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

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

3月号：早坂 淳氏
梅の花＠鎌倉

枝垂れ桜・京都宮川町にて
朝香	雅文氏（株式会社エフ・アイ・エス）

■今月号の掲載写真

関複会員情報
【協賛会員】
《社名の変更》

富士ゼロックス株式会社は2021年4月1日より
「富士フイルムビジネスイノベーション株式会社」に
社名が変わります。（詳細は本誌12頁に掲載）



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






