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◆巻頭言69

　30 年前くらいから存じ上げている方がい

る。 ある企業研修でアメリカへ行ったとき

に初めて知り合った方だ。

　当時の企業規模は、 社員 20 名 程 度で

はないかと記憶している。 帰国する前夜、

店に買い出しに行って何人かで部屋に集ま

り将来について語った記憶がある。

　帰国後、年に数回顔を合わす機会があっ

たので必ずご挨拶をするようになった。

　今はそれほどお会いする機会はなくなっ

たが、当時の事を思い出すきっかけがあっ

た。それは、「いまにみてろ」 のその方の

言葉にある。

　現在の企業規模は 300 人以上を超える

大所帯となっていると聞いて誠に感無量の

境地にある。

　しかし、コロナの影響でやはり仕事量が

激減状態にあると話に聞いている。しかし、

今だからできる自社の内覧会を実施される

とのことでお邪魔した次第だ。

　世界のトップ企業を見に現地に行ったり、

多くのアイデアで設備機器を独自に作った

りしてきたことが現在の企業規模へと拡大

させてきたのだと確信している。

　内覧会会場は、見学に 4 時間以上はか

かる広さがあるそうだ。

　新型コロナで多少なりとも、励ましの意

味合いもあっての参加であったが、まったく

逆でこちらが元気をもらうくらいであった。

　高速道路から見える、大きな社名入りの

建物は長く続く、コロナが収束すれば間違

いなくさらに拡大し続けるだろうと思う。

　しかし元気の裏に多くの痛みもあったこ

とは後で知った。

　どこも痛手を負わない企業は少なくない

だろうが、 我々ができることは、 明るく元

気に社員に接し多少なりとも学びを教える

ことが今は現 状 脱 却につながると信じて

いる。

　最後に、上杉鷹山の名言を「なせば成

る、なさねば成らぬ何事も。 成らぬは人の

なさぬなりけり」（どんなことでも強い意志

を持ってやれば必ず成就する）

なせば成る
なさねば成らぬ
何事も

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 5月13 日午後 2 時から、東京・新

橋の三千和商工の会議室で「令和 3 年度第 2

回定例理事会」を開いた。家令光国理事の計ら

いで、久々のリアル開催が実現した。これには

理事、監事の 8人が出席した。

　開会に先立ち、森迫隆正専務理事から今村行

夫相談役が 5月 7日に逝去されたとの報告があ

り、出席者全員で黙とうをささげた。

　また、4月19 日から関複事務局に採用された

渡邉浩財子（ひさこ）氏が紹介された。

Ⅰ【審議事項】

1．組合員の退会について

　亜細亜工業写真の退会を全会一致で承認。

2．協賛会員の退会について

　ダイヤミックの退会を全会一致で承認した。

申請された退会日については事務局から確

認する。

3．令和 2 年度事業報告書（案）および令和 2

年度決算関係書類承認の件

　各項目を精査し、訂正箇所などが指摘され

た。また、令和 2 年度の決算関係書類に

ついて監査報告が行われた。

4．令和 3 年度事業計画書および収支予算に

ついて

　令和 3 年度の事業計画、収支予算、経費の

賦課及び徴収方法について協議を行った。

　事業計画案については、特に PP（プライバ

シーポジション）事業のより一層の展開が

議論された。

　収支予算については、賦課金収入などの減

少を見据え、広報企画部の予算削減につい

て議論が行われ、「月刊関複」の製作費削

減についても言及された。

　また、運営組織、業務担当理事についても

協議された。

Ⅱ【報告事項】

１．総会での理事の補充候補について

　理事補充候補者として朝香貴裕氏（シー・

アンド・アール専務取締役）を決めた。

Ⅲ【確認事項】

各部会の活動について

　▽総務部

　・ 6月10 日の第 48 期通常総会の運営方

法は書面議決とする。

　　予約してあった会場（TKP 市ヶ谷カンファ

レンスセンター）はキャンセルするが、来年

の 6月9日に、総会会場として予約済み。

　▽広報企画部

　・月刊関複の巻頭言担当の順番を再確認  

　　し、原稿依頼をスムーズに行う。

　▽教育情報部

　・通常総会開催日の 6月10 日午後 3 時か

ら、新型コロナウイルス感染症をテーマ

にしたセミナーのZoom 配信を行う。

Ⅳ【その他】

　・日本グラフィックサービス工業会（ジャグ

ラ）退会について

　　会員の減少により、賦課金収入などが減っ

たため、財務内容が逼迫し、組合運営が

難しくなったため退会することとした。

久々のリアル理事会

関複

令和3年度 第2回定例理事会開く
第 48 期通常総会報告書、決算関係書類を精査
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アフターコロナに向け布石

　なかなか収束を

見せないコロナ禍

の中にあって、印

刷関連業界は業界

団体をはじめ個々

の 各 企 業 は 現 今

のコロナ禍にあえ

ぎつつ、アフター

コロナを目指して

様々に模索をはじめている。

　1 年前の状況とは異なり、営業スタイル、

生産スタイルにおいても DX による新スタイ

ルを模索しているとはいうものの、まだ十分

に確立されてはいない。そのような中、日本

印刷産業連合会（日印産連、藤森康彰会長）

は事態脱却を目指して、「アフターコロナに

おける印刷業界の市場の変化に対応するた

めに」のタイトルで現状打破に向けた方策を

明らかにした。それによると日印産連は今年

3 月、会員 10 団体からメンバーを募り、「ア

フターコロナ・プロジェクト」を立ち上げたこ

とを報告した。さらにアンケート調査や座談

会を実施し、10 団体における取り組みと併

せて会員企業の今後の運営指針となる施策

を今年の「9 月印刷の月」に発表するとして

いる。

　日印産連のアフターコロナに向けての発表

コメントは以下のとおり。

アフターコロナにおける印刷業界の市場の変

化に対応するために

　新型コロナウイルス感染症によって、印刷

業界はいま多大な影響を受けています。日本

印刷産業連合会では、今後コロナワクチンの

接種や特効薬の供給が行き渡り、生活環境

が大きく変容した状況を「アフターコロナ」と

定義し、そのアフターコロナにおける市場の

変化に業界全体としてどのように対応すべき

かを検討することを目的に、会員 10 団体か

らメンバーを募り、今年３月に「アフターコロ

ナ・プロジェクト」を立ち上げました。

　このたび同プロジェクトでは、コロナによっ

てどのような困難に直面していてそれをどう乗

り越えようとしているか、そして今後アフター

コロナにおける市場の変化にどのように対応

しようとしているかを調査するために、まず

10 団体の会員企業に向けてアンケートを 5

月に行います。また、特徴的な取り組みを実

施している企業に対しては、事例研究として

個別に取材いたします。さらに、10 団体で共

通する課題を抽出し、印刷業界として横断的

に解決する方法を探るために、各団体の代表

者や若手経営者による座談会を 6 月に実施

いたします。

◇

　このような 10 団体における取り組みと併

せて、印刷業界のクライアントの主な業界に

おける動向と展望も調査し、会員企業の今後

の経営の指針となるような方策を検討して参

ります。

　そしてその成果としてこれらの内容を冊子

にまとめ、今年の「 9月印刷の月」において

発表する予定です。

日印産連

●3月に10 団体で構成の「プロジェクト」立ち上げ ● 5月にアンケート
調査を ● 6月に解決方途座談会を実施 ●「経営指針」を9月に発表

藤森会長
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マーケティング・データ・ブック 2021（印刷産業
関連データ年報）発行

　日本印刷産業連合会（日印産連）はこのほど、

経済産業省が発表した「工業統計調査」を基

に、印刷業及びその関連産業に関わる年間の

統計データを集約した「マーケティング・デー

タ・ブック 2021 Vol.19」（印刷産業関連デー

タ 年報）を発行した。その主な内容は以下の

とおり｡

　印刷産業の事業所数は全製造業24業種中、

金属製品、食料品､ 生産用機械器具、繊維工

業に次ぐ 5 番目､ 従業員数は 11 番目、出荷額

は18 番目、付加価値額は16 番目の規模となっ

ている。

　印刷産業は 98.1％が従業員 100 人未満の

中小企業となっている。53.5％が 3 人以下の

規模となっている。残り1.9％の 100 人以上の

企業が出荷額の 42.1％のシェアを占める。

　印刷産業の事業所数は 1999 年（平成 11 年）

以降ほぼ減少傾向が続き、3 年連続で減少。

全ての業種で減少。

　印刷産業の 2018 年（平成 30 年）従業員

数は事業所数と同様に減少した｡ 業種別でも

全ての業種で減少した｡

　印刷産業の同出荷額は 4 兆 9829 億円とな

り5 兆円を切った｡これは1999 年（平成11年）

の 61％の水準。

　紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計によ

ると、2020 年（令和 2 年）印刷産業の製品

別生産金額は、出版印刷､ 商業印刷、事務用

印刷､建装材印刷が減少、証券印刷、包装印刷、

その他が増加となった。

　法人企業調査によると、印刷産業の 2020

年（令和 2 年）9 月期までの累計を前年の

9 月期までの累計と比較すると、売上高は

13％、営業利益は 78％、経常利益は 35％そ

れぞれ減少した｡ 同調査によると､2020 年（令

和 2 年）設備投資額は９月期までの段階で前

年比▲ 31.6％となった。

　全国中小企業団体中央会によると、印刷産

業の景況感、売り上げ、収益状況の各 DI は、

2020 年（令和 2 年）6 月以降▲ 90 を前後と

する過去にない水準となった。

　印刷機械の生産台数は 2019 年（令和元年）

に 2000 台を切り､ 2020 年（令和 2 年）に

は 1591台となった。2011 年（平成 23 年）の

60％の水準｡

　紙の生産量は 2013 年（平成 25 年）以降

減少が続いている。2020 年（令和 2 年）は 

2011 年（平成 23 年）の 72.6％の水準となっ

ている。

日印産連

平成 30 年印刷産業の出荷額は 5 兆円切る。
同11年比 61％の水準

マーケティング・データ・ブック2021 Vol.19
￥4,762（消費税・送料別）
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国際印刷・メディア産業展「virtual.drupa」が閉幕

　国際印刷・メディア産業展「drupa」史上初

のバーチャル展「virtual.drupa」がこの４月

20 日から23 日まで行われたが、主催者のメッ

セ・デュッセルドルフ社は「歴史的な偉業を成し

遂げた。本イベントは、前回と 2024 年に予定

される対面型イベントの間の橋渡しに成功した。

印刷・包装産業の新たなイベント様式は、世界

中から上々の反響を得た。そしてそれは、素晴

らしい記録の数々が証明している」とファイナ

ル・レポートでコメントを発表した。

また同社は「世界 35カ国 212 の出展社（日

本は富士フイルム、小森など８社）、 そしてそ

の世界中の支社・関連会社からの参加者は、

Online Showroom、さらにはライブ配信イベ

ントで、製品・イノベーションを紹介したとし、

出展社による製品・技術説明は 125 本にもおよ

び、１本あたりの平均参加者数は、140人に達

した。重要課題、世界的な巨大潮流、そしてそ

の業界に対する影響に焦点をあてた、５つの特

別フォーラム総計130 本ものプレゼンテーショ

ンが行われた包括的な会議プログラムとともに、

新たな潜在顧客とつながる、極めて重要な剌激

を与えた」と述べ、さらに、「それを物語るも

のとして、およそ 60 万ページビュー（PV）や、

４万 5000 ユニークユーザー（UU）といった指

標が挙げられる。訪問者は世界155カ国を数え、

ドイツ国外からの参加割合は 82％超を記録し

た。これは、virtual.drupa が、全世界の潜在

顧客へのアクセスを提供でき、グローバルな知

識移転とネットワーキング機会のためのデジタル

プラットフォームとして受け入れられた、という

ことを力強く示す」ものだと分析している。

　また同レポートでは Conference Area と

Exhibition Space での、４日間にわたるプレ

ゼンテージョンプログラムは、業界が現在直面

する問題と挑戦に関する広範な見識を提供し

たと報告。その主要テーマは、人工知能、コ

ネクテッドコンシューマー、プラットフォーム

エコノミー、循環型経済という 4 つだった。

Conference Area では、デジタル化を専門

とするMichael Gale 氏、トップデザイナー

James Sommerville 氏、そしてサステナブル

戦略家 Dr. Gabrielle Walker 氏という著名な

スピーカーが日替わりで登場、毎日その基調講

演で幕を開けた。5つの drupa 特別フォーラ

ム ＝ touchpoint packaging、drupa cube、

touchpoint textile、3D fab ＋ print、dna-

drupa next age では、さらに詳細に、異なっ

た産業分野に対しての事例研究、そして革新的

な着想を紹介した。

　出展社は、刺激的な新しいイノベーション、

製品、サービスを、Exhibition Space で示す

ことができた。また、ライブ配信イベントを通じ

て、未来志向の技術や企業の発展に寄与するソ

リューションを紹介、そして印刷・包装産業にお

ける今日の課題に関する質問に回答した。

　次回の「drupa 2024」は、2024 年 5 月 28

日（火）～ 6月 7 日（金）に、ドイツのデュッセ

ルドルフ見本市会場で開催される。

世界35カ国 212 社が出展
次回のリアルdrupa2024（2024 年 5月28日～６月７日）の成功を期侍
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キヤノンMJの提案　58

無線 LAN に対応した A4 ネットワークモデル
ドキュメントスキャナー “imageFORMULA DR-S130” を発売

　“DR-S130” は、無線 LAN に対応し、PC を使わずにファイル送信が可能な imageFORMULAシ
リーズのA4ネットワークモデルです。上位モデルDR-S150 の基本機能、操作性、耐久性を継承しつつ、
小人数での共有も想定したシンプルで使いやすい構成で、ネットワーク対応モデルのラインアップ拡充を
図ります。
■ 無線 LAN によるネットワークスキャンに対応
　無線 LAN に対応し、多様なオフィス環境において、設置場所を限定せずスキャナーの共有・活用が
可能です。専用アプリケーションと連携することで、①「PC レスでプッシュスキャン」、②「スマートデバ
イスでスキャン」、③「複数 PC でスキャナーを共有」を実現します。
■ 直感的な操作ができる「大画面カラー LCD タッチパネル」
　4.3 インチの大画面カラーLCD タッチパネルを搭載。見やすいカラー表示と、タッチするだけの簡単
操作を実現しました。直感的な操作が可能なため、作業者が迷わず操作でき、導入時の教育などにかか
る管理者の負荷も軽減できます。
■ 「電子帳簿保存法モード」の提供
　同梱スキャニングソフトウェアCaptureOnTouch Pro の「お気に入り」設定に、電子帳簿保存法に
対応するモードを提供します。このモードを使用することで、解像度など電子帳簿保存法で求められる要
件でスキャンすることが可能となります。
※「電子帳簿保存法モード」は 2021年 6月上旬リリース予定。

キヤノンでは、A3 対応機・ビジネス向けなど様々なラインアップでご用途に対応いたします。

製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。

https://canon.jp/imageformula/

キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、キヤノン電子株式会社製のドキュメントスキャナー
「imageFORMULA（イメージフォーミュラ）」シリーズの新製品として、無線 LANに対応した A4 ネッ
トワークモデル“DR-S130” を 2021年 4月27日より発売しました。

imageFORMULA DR-S130
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富士フイルムビジネスイノベーションの提案　58
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リコージャパンの提案 58
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　キヤノンマーケティ

ングジャパン（足立正

親社長）は、持続的

な成長と中長期的な企

業価値向上をめざして、

2025 年度までの 5ヵ

年の計画としてキヤノ

ンＭ Jグループ「2021-2025 長期経営構想」を

策定した。この長期経営構想は、キヤノングルー

プの企業理念である「共生」の考え方に基づき、

事業活動を通じ社会課題を解決することが、社

会と同社グループ双方の持続的な発展、いわゆ

るサステナビリティ経営そのものであるとした上

で、策定している。

　また、「2021-2023 中期経営計画」では、長

期経営構想における基本戦略に基づき、2025 

年ビジョンおよび経営指標の実現に向けた、

2021年から2023 年までの3ヵ年における実行

計画として位置付けている。

キヤノンMJグループ「2021-2025長期経営構想」

概略

■ 2025 年ビジョン

　社会・お客さまの課題を ICTと人の力で解決

するプロフェッショナルな企業グループ

 ■ 基本戦略

１．事業を通じた社会課題解決による、持続的

な企業価値の向上

２．高収益企業グループの実現

　・ITソリューション事業を成長の中核とした

事業変革

　・顧客基盤を活かした顧客層別営業体制強化

　・キヤノン製品事業の付加価値向上と更なる

高収益化

３．経営資本強化による、好循環の創出

　・人材の高度化・エンゲージメント向上による

事業成長の加速

　・戦略的事業投資による事業成長の加速

■ 2025 年の経営指標

　売上 6500 億円（内、IT ソリューション売上

3000 億円）、営業利益 500 億円、ROE8.0％

■ 事業成長に向けた投資戦略

　（投資方針）2021年－2023 年の 3ヵ年で約

1000 億円の成長投資を実施

　（投資分野）

【事業投資】

　・ ITソリューションを中心とした注力領域へ

の投資

　・今後も需要の拡大が見込まれるデータセン

ターなどの建設

　・ビジネス領域の拡大に向けたベンチャー企

業への出資やM&Aの実施

【システム投資】

　・社内業務の効率化および経営スピード向上

のための基幹システム刷新

・社内 DXによる既存事業の生産性向上

【人材投資】

　・ITソリューション分野を中心としたビジネス

拡大を担うリーダー人材の育成・外部登用と、

同分野および新たな事業において活躍する

従業員のスキルアップ支援

　現在、キヤノンMJグループは、ITソリューショ

ンを中核とした企業へ事業ポートフォリオの転換

を図っている。IT ソリューションは、同社の強

みであるキヤノン製品と組み合わせることで、解

決できる社会課題の領域を広げることが可能に。

今後も、社会とユーザーの課題を解決しながら、

同社グループの存在意義を高め、企業価値の向

上を図っていくとしている。

「2021‒2025 長期経営構想」および
「2021‒2023 中期経営計画」を策定

キヤノンＭＪ

足立社長
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　富士フイルムビジネスイノベーション（富士フ

イルム BI）は、ドキュメントハンドリング・ソ

フトウェア「DocuWorks（ドキュワークス）」

と CRM/SFA、および電子サインサービスの

IT リーディングカンパニーが提供するクラウ

ドサービスと連携した「DocuWorks Cloud 

Connector（ドキュワークス クラウド コネク

ター）シリーズ」を販売開始した。

　「DocuWorks Cloud Connector シ リ ー

ズ」は、契約業務で発生する「契約書作成」「社

内稟議決裁」「捺印依頼／契約書捺印取得」

「契約書の保管／管理」という各プロセスを共

通のプラットフォーム（DocuWorks）上で一

元的な操作が行えるサービス。これによりユー

ザーは、業務ごとに異なるシステムを使い分け

る必要がなくなる。

　具体的には、CRM/SFA システムで保有す

る顧客情報との連携、電子サインシステムとの

連携、また、DocuWorks のトレイ機能の活

用によるスピーディーな社内決裁やクラウドス

トレージサービス「Working Folder」を契約

書の格納先とする連携などが可能になる。こ

れらの連携により、ユーザーの操作性や利便

性を向上させながら業務が一気通貫で完結で

き、作業工数の最大 80％削減による生産性

向上、手入力での転記ミスや作業漏れ防止に

よる業務品質向上を実現する。

　富士フイルム BI は、業種を問わず、幅広

いユーザーの業務プロセスのデジタル化を支

援。また、今後もパートナーとのさらなる連

携強化を図り、紙文書のデジタル化を通じ

たユーザーの業務効率化やデジタルトランス

フォーメーション DX）を推し進めていくとし

ている。

　〈提供価格〉月額：4,240 円～／ユーザー

　「DocuWork s」「DocuWork s  C loud 

Connector for kintone」「DocuWorks Cloud 

Connector for Adobe Sign または DocuSign

または CloudSign」「Working Folder」それぞ

れ10人で利用の場合の1人当たりの金額。別

途 CRM/SFAサービス料金、電子サインサービ

スの送信費用が発生。

ユーザーの業務プロセスのデジタル化を支援
富士フイルムBI

「DocuWorks Cloud Connector シリーズ」
 販売開始

業務プロセスごとに異なる各種システムとDocuWorks を連携させることで作業工数削減と業務品質向上を実現
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　リコージャパンは、ニューノーマル（新常

態）環境下での業務効率化や生産性向上を実

現するソリューション商品群「RICOH Digital

Processing Service」の中核商品である中小

企業向け業種業務パッケージ「スクラムパッ

ケージ」が、2021 年 3 月に単月で１万本を超

える販売実績を記録し、2017 年 10 月の提供

開始から 2021 年 3 月までの累計販売本数が

14 万本を突破したことを明らかにした。今後も

さらに展開を加速し、中堅中小企業の現場の

DX（デジタルトランスフォーメーション）促進

による生産性向上に貢献していくとしている。

　近年、少子高齢化による労働人口の減少や

働き方改革が広がる中で、最新のデジタル技

術を活用した生産性向上や地域活性化が重要

な社会課題の 1つとなっている。しかし、国

内 GDP の 75％以上を占める中小企業では、

情報の不足や人材・予算などリソースの制限か

ら ICT の利活用が十分に進んでいないのが実

態。また、2020 年からは、新型コロナウイル

スの感染拡大の抑制のため、各企業において

テレワークや在宅勤務

などの環境整備や働き

方の変革が求められて

いる。

　リコージャパンは

2017 年 10 月から、中

小企業のユーザーに対

して、自社および協業

パートナーのエッジデ

バイスやソフトウェア、

クラウドサービスなど

を組み合わせて、業種

業務ごとに固有のプロセスをデジタル化し効率

化するスクラムパッケージを提案してきた。従

来の個別の製品・サービスによる断片的な業

務改善提案ではなく、ユーザーの業務フロー

全体を捉えた提案を行うのが特徴で、大規模

な IT 投資ではなく、必要なアイテムの組み合

わせによるソリューションによって支援するも

の。

　スクラムパッケージは、「建設」、「不動産」、

「製造」、「福祉・介護」、「医療」、「運輸」、「観光」、

「印刷」、「流通」の 9 業種、および「働き方改

革」、「セキュリティ」「バックオフィス」の 3 業

務に向けてこれまでに 147のパッケージを提案

し、2021 年 3 月には単月で 1 万本、2021 年

3 月までの累計では 14 万本を超える販売実績

を記録した。

　さらに、2019 年 4 月からは、中堅企業向け

にシステムエンジニアによる個別のシステム構

築を含むスクラムアセットを重点業種業務に対

して提供を開始し、累計販売本数も 3500 本

以上に拡大している。

業種業務向けの「スクラムパッケージ」が累計販売
実績14万本を突破

リコージャパン

中小企業の現場のＤＸを促進し、ニューノーマルでの生産性向上に貢献

2020年11月発表資料
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PP 制度認定取得事業者は
「個人情報を取扱う優良事業所」であることの証明です

PP 認証取得のおすすめ

「プライバシーマーク」と「プライバシーポジション」の認定取得費用の比較

国（国土交通省）の機関（網走開発建設部）で一般競争入札の参加資格には以下のようにプライバシー
マークと、わたくしたちの PP 制度（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）が
同等の参加資格として明記されています。

以下に「プライバシーマーク（P マーク）」と「プライバシーポジション（PP）」の認定取得にかかる費用
を比較してみます。

上記の表のとおり、P マークを取得するには小規模事業者でも取得には約30万円、大規模事業者にな
が基本費用として必ず発ると100万円以上 生します。PP マークと違い、規模の大きさにより審査料は大き

く加算されます。また、P マーク取得のためのコンサル会社を活用する場合は、別途その費用がかかります。

PP 認証取得に関するお申込み、お問い合わせは下記の関東複写センター協同組合事務局まで。

個人情報保護及び情報セキュリティーの取扱いに関する資格、あるいは同等の資格を保有して
いること。
資格とは、情報セキュリティーマネージメントシステム（ISMS）による国際規格である ISO/
IEC27001 とする。
同等の資格とは、プライバシーマーク、プライバシーポジションの認定とする。

47,620 円 47,620 円 47,620 円
190,477 円 428,572 円 904,762 円
47,620 円 95,239 円 190,477 円
285,717 円 571,430 円 1,142,859 円

60,000 円 80,000 円

０円 - ０円 -
30,000 円 50,000 円
90,000 円 130,000 円

○ PP 取得にかかる費用

○ P マーク取得にかかる費用（サービス業）

関複組合員 関複組合員外

事業者規模（従業員数） 小（2～5人） 中（6～100人） 大（101人以上）
かつ資本金5,000 万円超え

コンサル費用
申請料
審査料
付与登録料
合計

新規取得のための研修
（コンサル）
申請料
審査料
合計

関東複写センター協同組合　事務局
〒112 -0002　東京都文京区小石川1－4－12  文京ガーデン ザ ウエスト704
ＴＥＬ：0３－３８１５－４３３８／ＦＡＸ：０３－３８１５－４３５７／ E-mail　info@kfcc.or.jp

企業規模別・P マーク取得費用の料金表（税抜き／ 2020 年 2 月 21日時点のもの）
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3. 魅力ある職場の創造

　（1）労働時間の短縮

　〈週休 2日制の導入事例〉

　電子機器製造業を営む J 社（東京都、従業

者数 170 人）は、労働時間短縮のために、省

力化設備として生産管理システムを導入しまし

た。これにより、本社での受注オンラインで工

場に流入し、また同時に必要な部品を外注し、

それらに伴う伝票の処理を自動化することなど

を可能としました。また、CAD/CAM の導入

により、設計の個々のノウハウを一元化させる

ことにより、類似の注文に対して微調整で対応

できるようにしました。この結果、大幅な省力

化が実現でき週休 2 日制の完全実施が可能と

なりました。

　〈長期休暇制度の導入事例〉

　中学向け専用教材の出版業のK社 ( 束京都、

従業者数 76人 ) は、社員の生活の向上、 家族

へのサービスのため長期休暇制度を導入してい

ます。制度の内容は、通常みられる冬期休暇（年

末年始休暇）のほか夏期休暇（連続 11日） 、

特別休暇（連続 5日）です。制度に対する社内

の評判は良好で、採用に際しても若年層には、

この制度は人気があり、会社選びの理由のなか

で重要な項目になっています。ただし、中間管

理職の利用度が低く、今後、中間管理職が休

める職場づくりが同社の課題となっています。

　（2）職場環境の改善と職場理念の確立

　労働者が生活時間の大半を職場で過ごすこ

とを考えれば、事務所や工場の環境を改善し、

より快適な空間を創造することが、生産性の向

上や、勤労意欲の高揚につながるのみならず、

人材の採用、定着にも好影響を与えます。

　CI 活動（企業のイメージや経営理念を明確に

する社章・マーク・標語の制定） 等により、職

場の理念を確立することは、単に取引先や顧客

に対する PR 効果を有するだけでなく、従業者

の企業に対する帰属意識を明確にすることに大

きく寄与します。

　また、先に見たように若年層が就職の際に企

業イメージを重視する傾向が強いことから、人

材の確保にとっても大きな意義があります。

　CI 活動の実施状況を見ると、中小企業は大

企業に比較して遅れていますが、その必要性を

感じている企業は多く存在します。CI 活動の導

入の理由としては、取引先に対する効果のみな

らず、採用を意識したものも多く、導入した中

小企業の 5 割程度が採用に対する効果がある

としています。

　〈事務所を二ユーオフィス化し企業イメージの

変革を図った事例〉

　各種バネ製造販売業の L 社（兵庫県、従業

者数 100人）は、「バネ」という言葉から連想

される「冷たい、汚い、古い」というイメージを

払拭するため、手狭になった事務所の移転を機

に事務所のニューオフィス化を行いました。

　新しい事務所は室内の配色をさわやかな色彩

で統一するとともに、 採光にも配慮をし、知的作

業のしやすい配置を考えました。この結果、快

適で機能的なオフィスで仕事ができるようにな

り能率も向上し、企業イメージの改善が図られ、

また、 新卒採用にも好影響を与えています。

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（8）
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フィレタイロスとペルガモン王国

　フィレタイロスは、前 278- 前 276 年にガラティア人の侵入を退けてアッタロス朝の基礎を固め、前

282 年にはセレウコス朝の主権下ではあるが、ペルガモンを支配することとなりアッタロス朝の創始者

になる。

　ペルガモン王国は王朝名と君主の名前がごちゃごちゃするので整理すると

 君名 在位期間 特記事項

 フィレタイロス （紀元前 282 年 - 紀元前 263 年）　⇒ アッタロス朝の創始者

 エウメネス1 世 （紀元前 263 年 - 紀元前 241 年）　⇒ フィレタイロスの甥

 アッタロス1 世 （紀元前 241 年 - 紀元前 197 年）　⇒ ガラテア人の侵入を撃退

 エウメネス 2 世 （紀元前 197 年 - 紀元前 159 年）　⇒ ペルガモンの図書館拡張

 アッタロス 2 世 （紀元前 159 年 - 紀元前 138 年）　⇒ ペルガモン文化の保護

 アッタロス 3 世 （紀元前 138 年 - 紀元前 133 年）　⇒ 最後の君主

 エウメネス 3 世 （紀元前 133 年 - 紀元前 129 年）　⇒ 王位を主張するも破れる

　フィレタイロスはまた、(アレキサンダー大王 )にならってペルガ

モンのアクロポリス（ポリスのシンボルの小高い丘）にデメテール神

殿とアテナ(ペルガモンの守護神 )神殿を建設し、また最初の宮殿

を建設し、都市の防衛施設を拡張するなどを行う。 しかし妻も娶ら

ず（宦官だとも）子供がいなかったので、紀元前 263 年に姪のエウ

メネス1 世が王位を継承する。

　エウメネス1 世（ペルガモン王国）はセレウコス朝からかなりの自

治が認められていたが、紀元前 263 年にセレウコス朝の王がアン

ティオコス1 世に代替わりすると、方針を変えペルガモン王国を力

で打倒しようと試み、領土問題など勢力争いがしばしば勃発するようになる。しかし、紀元前 261 年

エウメネス1 世はサルディス近郊でアンティオコス1 世を破りペルガモン王国を確立。

　次いで、フィレタイロスの時代には使っていたセレウコス1 世の肖像硬貨に変え、フィレタイロスの

肖像を刻印したコイン（Fig151）を発行し、ペルガモンが独立王朝であることを強調した。

　また王国の危機を救ったと自認、ソテル（救世主）と自称するが、しかし征服した地方は紀元前 222 

年までにはほとんど全てセレウコス朝に奪還されてしまった。

複写を考える○77　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

フィレライロスのコイン　Fig 151
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枝垂れ桜・京都宮川町にて

お台場ヒストリーガレージにて
早坂 淳氏（株式会社ケーヨー）

■今月号の掲載写真

訃　報

関複会員情報

【組合員】
富士リプロ株式会社元役員及び、関東複写セ
ンター協同組合相談役今村行夫様が、令和3
年5月7日ご逝去されました（享年90歳）。
謹んでお悔やみ申し上げます。

【組合員】
〈脱退〉R3.3.31
▽亜細亜工業写真株式会社
　代表取締役　細井　武
【協賛会員】
〈脱退〉R3.3.31
▽ダイヤミック株式会社　東京支社
　代表者　酒井 顕弘

敬称略

６月１日付で事務局に正職員として渡邉浩財
子（ひさこ）を採用しました。
昨年10月から暫定的にパートとして採用し
た藤田友久は退職し、同じく大西茂は非常勤
ですが事務局長として業務にあたります。
皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。



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、 シリーズです。

真の
プロダクション
印刷システム

＊写真は 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 枚※ の高速出力

受注幅を拡大する ㎡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
※ ： にて、 ヨコ・ ～ ㎡紙時

●商品に関するお問い合わせは

〒 東京都港区芝浦
受付時間／ ～ ・ ～ （土、日、祝日を除く）





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。

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、

新たに追加されたゴールドとシルバーを含む最大 7色のスペシャルカラーにより

表現は多彩に、もっと自由に。付加価値を生み出し、ビジネスの可能性を広げます。

さらなる進化を遂げた RICOH Pro C7200S シリーズの登場です。

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

スペシャルカラー

ゴールド シルバー
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