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巻頭言　早坂 淳 理事

関複　令和 3 年度「第 2、3 回理事会」を開催

第 24 回日本自費出版文化賞

新連載　DC プランコーナー

関複　会員向けに「事業承継」相談窓口を開設

連載　労働問題 働き方改革「コロナうつ」対応のポイント（2）
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月刊関複2021年11月号 3

◆巻頭言72

　昨年、同業者の社長から『ブックチャレンジ』
をしてくれとメールがきました。『ブックチャレンジ』
とは本を 10 冊読んで感想を書き、終了後別の友
人にメールをして『ブックチャレンジ』のお願いをし、
次の方が Instagram リールの様に『ブックチャレ
ンジ』していく事です。
　良く考えると最近『読書』をしていない事に気が
付き、今まで 10 冊も連続で読書をしたことなどない
事に思い至りました。また、近頃は TVも見ず、殆
ど YouTube の映像を見る事しかなく読書をするのに
いい機会だと思い『ブックチャレンジ』を始めました。
　基本的には国政や我が国の現状が書かれてい
る物を Amazon で購入し、読書をし始めました。
TV ニュースや新聞なども見たり読んだりしなかっ
たのが、読書を始めたら、現状『生きて行く』上
で『読書』が大切な事に気が付きました。
　現在、『ブックチャレンジ』を開始してから『ブッ
クチャレンジ 172 冊目』になっています。
　国政、外政に関して、石平さん、百田さん、桜
井よしこさんなど好意を持っている方々の著書は殆
ど読みました。最近は政治だけでなく趣味の分野
の書籍も購読し、今年 62 歳になった自分の人生を
振り返ってみています。
　是非、皆さんも『読書』
に力を入れてみませんか。
　【ブックチャレンジ 172 
冊目】 のご紹介
　『すみっコぐらしの毎日
がしあわせになる禅語』
著者／隅田直樹

　出版社／リベラ　定価 980 円　発行元／星雲社
　『禅語』など、理解も気にもせずにこの歳まで
生きてきました。『禅』などは難しく、私の生活に
は『関係無い』と思って日々生活をしてまいりまし
た。ところが本書で『禅語』に触れてみると、『禅
語』とは歳を取る事、日々生活する事に非常に大
切なことがわかりました。
　眠っていた私の心を『禅語』は叩き起こしました。
ページをめくれば『しあわせ』のヒントが見つかりま
す。是非、此の書籍を購入して読んでみて下さい。
　1 章　ほっとする言葉
　☆三衣一鉢
　無駄な物は、要らない。 大切な物は一つ有れ
ば十分
　2 章　ラクになる言葉
　☆山是山水是水
　そのままの、あなたが好き
　3 章　しなやかに生きる言葉
　☆ 一日不作一日不食
　自分が出来る事をする。それが人生の糧になる
　4 章　やる気になる言葉
　☆白珪尚可磨
　まだ、出来る事が有る。ゴールは自分で決めない
　5 章　心が自由になる言葉
　☆円　相
　全てはまあるく、おさまっている
　6 章　しあわせになる言葉
　☆赤心片片
　理屈っぽくなってきたら、心のノートをまっさらに
しましょう

読書のすすめ『ブックチャレンジ』

関東複写センター協同組合
理事　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 3 年度第 2 回理事会」を 9
月 16 日午後 2 時から、Zoom ミーティングでオ
ンライン開催した。
　理事会の冒頭、斎藤理事長は次のようにあい
さつした。
　「久々に月刊関複が届いたが、読んでみると関
複のつながりを感じることができる。コロナ禍
で組合事業へのさまざまな制約があるなか、会
員の皆さんに対し一番の情報発信なので、いろ
いろ困難もあると思うが、月刊関複の制作は引
き続きよろしくお願いしたい」
Ⅰ 【審議事項】
１）組合員の退会について

事務局から、桜工業写真㈱（令和 3 年 6
月末退会）が 7 月 3 日、代表者青柳正福
氏逝去に伴い廃業され、退会したとの報
告があった。

２）月刊関複隔月発行に伴う協賛会員への広
告料の返金について話し合われた。

３）月刊関複隔月発行に伴う誌名の変更につ
いて
刊行形態の変更に伴い、月刊関複の名称を
来年度から変更する必要性が提議された。

４）12 月 に 開 催 さ れ る「 組 合 ま つ り in 
Tokyo 」の参加について
慎重な審議の結果、展示会の内容、開催
時期などから不参加を決定した。

5）2022 年新春賀詞交歓会開催の可否につ
いて
新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、会
員、協賛会員の安全を考え開催中止を決定。

6）2022 年新春トップセミナーの開催について

新春賀詞交歓会の開催中止に伴い、オン
ライン形式での開催が決定。またセミナー
開催日も今後決定する。現在セミナー会
社 2 社に絞り込み、費用面も考慮して講
師を選定中。視聴者数を増やす方策も協
議された。

7）2022年度 PP 維持更新研修の実施について
・ 神田先生による対面方式の指導者研修会

を 10 月 22 日（金）と 11 月 29 日（月）に
開催する。会場は組合会議室を使用。出
席者は各社指導者１名に限り、密をさける
ため６名を限度とする。

・  9 月 22 日東京都製本工業組合で実施する
更新・維持講習会の録画を関複側でもユー
チューブ受講できるよう交渉する。

Ⅱ　【その他】
・ 11 月 25 日に開催される、中小企業団体

中央会全国大会（横浜大会）へは組合を
代表し、斎藤理事長、森迫隆正専務理事
が出席する。

・ DS 連 DC プランに関して、新しい動きが
あるので今後関複会員にも情報を伝える
ようにする。

・ 新たに事業承継にともなう様々な問題の相
談室を開設する。月刊関複にも開設を告
知する。

斎藤理事長

関複

令和3年度 第2回理事会を開く
新春賀詞交歓会開催中止を決定
PP 維持更新研修会日程発表

月刊関複2021年11月号 5

　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正
理事長）は 10 月 14 日午後 2 時から、「令和 3
年度第 3 回定例理事会」をオンライン開催した。
　これには、理事、監事 8 人が出席した。
　開会に先立ち、あいさつに立った斎藤理事長は

「おかげさまで無事に上期が終了した。今月から
下期がスタートするが、本日の理事会はいろいろ
議題があるので皆さん、慎重な審議をお願いし
たい」と述べた。
Ⅰ【報告事項】

1）全共済の「生命共済制度」について
各会員にパンフレットを配布し、加入希望
者は関複事務局を通じて申請する。以前、
関複の加入者が制度適応に必要な人数を
下まわることが危惧されたが、「加入者を確
保できる目途はついている」と補足説明が
あった。

２）東京都中小企業団体中央会（中央会）が
11 月 18 日に開催するセミナー「今、中小
企業に求められる健康管理と職場環境づ
くりの実務」の案内があった。

３）富士フィルムビジネスイノベーション（FB）
から、情報誌「INNOVE（イノベ）」新創
刊の案内と、その配布方法について相談が
あったことが報告された。

４）令和 3 年度 9 月末決算報告
森迫隆正専務理事から令和 3
年度上期の決算の概要報告が
行われた。各科目の収入、支出、
執行率が説明され、細部にわ
たり審議された。

Ⅱ【確認事項】
各部会の活動について

▽教育情報部
・ 新春トップセミナーはオンラインで開催する

ことで進めている。講師は現在 2 人に絞っ
て検討中。二人ともテレビで活躍中のお天
気のエキスパート。
講師、日程が決定次第告知をし、なるべく
多くの方に視聴していただくよう積極的に
活動する。セミナー開催後にお楽しみ抽選
会を設けるなどの案も検討された。開催日
は未定ながら、セミナーは午後 2 時から配
信することを決定した。

▽総務部
・ PP 事業

PP 更 新 研 修 で は今 回 初 めて 行 わ れ た、
YouTube 研修の参加者が全体の 8、9 割に
のぼったことが報告された。

▽広報企画部
１. 関複写真展の参加賞（クオカード1000 円） 
    を各参加者へ郵送完了。
２. 月刊関複の内容を魅力的にするために、

三役にも参加をあおぎ、11 月 2 日に拡大
広報委員会を開催することを決定した。

Ⅲ【その他】
次回理事会は 11 月 11 日午後 2 時からオンラ
イン開催。

理事会のZoom 画面

関複

令和3年度 第3回定例理事会を開催
上期決算の概要報告を細部にわたり審議
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　日本グラフィックサービス工業会（中村耀会長）
主催、日本自費出版ネットワーク（JSN、中山千夏・
川井信良代表理事）主管、関複などが後援する「日
本自費出版文化賞」の第 24 回最終選考結果記者
発表会が 9 月15 日午後 5 時から、東京・小伝馬
町のジャグラ本部会議室で行われた。
　今回の応募数は、すべての部門で前年より増加し、
合計で209 点増の 812 点と前年を大幅に上回った。
最終選考会まで 3 度にわたる選考会を経て、第 24 
回日本自費出版文化賞・大賞には藤沼敏子氏（埼玉・
川越市）の『あの戦争さえなかったら 62人の中国残
留孤児たち（上）―北海道・東北・中部・関東編―』
／『同（下）―関西・山陽・四国・九州・沖縄・中
国の養父母―』＜発行者 津成書院／印刷所 中央
精版印刷＞（地域文化部門）が選ばれた。特別功
労賞には色川大吉氏作品が輝いた。
　発表会冒頭、中村ジャグラ会長は「今年はコロナ
禍の中にもかかわらず数多くの出品があり、本当に
良い作品が揃った。これもJSNと審査委員の方々
の努力のたまものと感謝している」と関係者にねぎ
らいの言葉を述べた。
　また、JSN の川井信良代表理事は選考経過説明
を始める前に、発表会前日に逝去した色川大吉氏
に哀悼の意を表した。
　続いて、色川氏が昨年、応募数が少ないと困る
からと応募した『不知火海民衆史（上）―論説篇』
／『同（下）―聞き書き篇』が特別功労賞を受賞し
たことを発表した。

　色川氏は日本自費出版文化賞の第 1 回から第
20 回までの 20 年間、1998 年から 20 年間選考
委員長として日本の自費出版文化を先頭に立って支
えてきた。
　川井氏は「これは本そのものと同時に、今まで
の自費出版文化賞への貢献を含めて顕彰したもの」
と紹介した。
　部門賞と特別賞作品は以下のとおり。敬称略。
　〈部門賞受賞作〉
　【地域文化】『粟国島（あぐにしま）の祭祀―ヤガ
ン折目を中心にー』安里盛昭（沖縄県）　【個人誌】

『鍬の戦士　父・前田定の闘いー満蒙開拓青少年
義勇軍に消えた青春―』前田千代子（高知県）　【小
説】『ペリーの巣』あいちあきら（埼玉県）　【エッ
セー】『味覚喪失～人は脳で食べている～』元木伸
一（静岡県）　【詩歌】歌集『イーハトーブの数式』
大西久美子（神奈川県）　【研究・評論】『御冠船（う
かんし）料理の探求 文献資料と再現作業』 揚華

（う・やんふぁ）（沖縄県）　【グラフィック】『土と緑
と人間とー西阿波・祖谷（にしあわ・いや）傾斜地
に暮らすー』日浦嘉孝（香川県）
　〈特別賞〉
　【地域文化】『四國秘境物語』安森滋（愛知県）　【個
人誌】『お前の親になったる』草刈健太郎（大阪市）　
【小説】『墓仕舞い』荒川昤子（千葉県）　【エッセー】『阿
波の福おんな』安部才朗（島根県）　【詩歌】句集『峡
の畑（かいのはた）―石井美智子句集―』石井美智
子（秋田県）　【研究・評論】『イタイイタイ病と戦争―
戦後七五年忘れてはならないことー』向井嘉之（富
山県）　【グラフィック】『モリノコ』黒瀬麻美（愛媛県）
　なお JSNでは、10 月 23 日に開催予定だった自
費出版フェスティバル、表彰式が中止になったため、
11月 30 日をめどに誌上表彰式として記念誌を発行
し、受賞者あてに送付する。

第24回日本自費出版文化賞を決める
ジャグラ

月刊関複2021年11月号 7

　JP 産 業 展協会（作 道孝 行 会長） が 主催す
る西日本最 大の印刷 関 連 機 材の 総 合展 示 会

「JP2021･ 印 刷 DX 展 」 が 8 月 26 日、27
日の 2 日間、大阪・住 之江区のインテックス
大阪 5 号館で開催された。
　同展示会は 6 月に開催予定であったが、新
型コロナウイルス感染拡大のため、延期となっ
ていたが、折しも大阪府域を含む全国主要地
域に対し 4 度目の緊 急事 態 宣 言発 出中の開
催となった。展 示会のリアル開催への強い要
望に応え、新型コロナウイルス感 染 症 対 策の
徹底のもと、今回開催の運びとなった。
　昨 年まで同展の名称であった「ICT と印刷
展」から「印刷 DX 展」に変更され、出展物も
DX をテーマにしたものが中心になっている。
　 以下は 主な出 展 企 業とその主要 展 示 品を
紹介。

　●リコージャパン　　　

　 ゴールドとシルバーを 使 い 表 現 の 幅 が 広
がるカラープロダクションプリンタ「RICOH 
Pro C7200S」。DX 関 連 出 品では 1to1QR
コードで Web サイトへ 誘 導し、 解 析した 顧
客 ニーズにあった DM パンフを自動で印刷、
発 送するソリューションを展 示紹介。

　●コニカミノルタジャパン

　 生 産 性 向 上とコスト最 適 化を実 現 する 今
秋 販 売 予定のデジタル印刷システム「Accur
ioPressC7100」。印刷会社向け受注 支 援ソ
リューション、印刷物とデジタルマーケティン
グ（MA）を融合したツール「Print バル」も
注目を集めた。

　●ダイヤミック

　トナー・インクを使わずに刷版も製 版フイ
ルムも出力可能なプロセスレス CTP「TDP-
459 Ⅱ」。高速・乾燥不要の、普 通紙が使え
るトナー昇 華 型プリンタ「SDP-A410」 で 利
便性をアピール。

JP2021・印刷DX 展に見る
メーカー・ベンダーの出展状況
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発表会が 9 月15 日午後 5 時から、東京・小伝馬
町のジャグラ本部会議室で行われた。
　今回の応募数は、すべての部門で前年より増加し、
合計で209 点増の 812 点と前年を大幅に上回った。
最終選考会まで 3 度にわたる選考会を経て、第 24 
回日本自費出版文化賞・大賞には藤沼敏子氏（埼玉・
川越市）の『あの戦争さえなかったら 62人の中国残
留孤児たち（上）―北海道・東北・中部・関東編―』
／『同（下）―関西・山陽・四国・九州・沖縄・中
国の養父母―』＜発行者 津成書院／印刷所 中央
精版印刷＞（地域文化部門）が選ばれた。特別功
労賞には色川大吉氏作品が輝いた。
　発表会冒頭、中村ジャグラ会長は「今年はコロナ
禍の中にもかかわらず数多くの出品があり、本当に
良い作品が揃った。これもJSNと審査委員の方々
の努力のたまものと感謝している」と関係者にねぎ
らいの言葉を述べた。
　また、JSN の川井信良代表理事は選考経過説明
を始める前に、発表会前日に逝去した色川大吉氏
に哀悼の意を表した。
　続いて、色川氏が昨年、応募数が少ないと困る
からと応募した『不知火海民衆史（上）―論説篇』
／『同（下）―聞き書き篇』が特別功労賞を受賞し
たことを発表した。

　色川氏は日本自費出版文化賞の第 1 回から第
20 回までの 20 年間、1998 年から 20 年間選考
委員長として日本の自費出版文化を先頭に立って支
えてきた。
　川井氏は「これは本そのものと同時に、今まで
の自費出版文化賞への貢献を含めて顕彰したもの」
と紹介した。
　部門賞と特別賞作品は以下のとおり。敬称略。
　〈部門賞受賞作〉
　【地域文化】『粟国島（あぐにしま）の祭祀―ヤガ
ン折目を中心にー』安里盛昭（沖縄県）　【個人誌】

『鍬の戦士　父・前田定の闘いー満蒙開拓青少年
義勇軍に消えた青春―』前田千代子（高知県）　【小
説】『ペリーの巣』あいちあきら（埼玉県）　【エッ
セー】『味覚喪失～人は脳で食べている～』元木伸
一（静岡県）　【詩歌】歌集『イーハトーブの数式』
大西久美子（神奈川県）　【研究・評論】『御冠船（う
かんし）料理の探求 文献資料と再現作業』 揚華

（う・やんふぁ）（沖縄県）　【グラフィック】『土と緑
と人間とー西阿波・祖谷（にしあわ・いや）傾斜地
に暮らすー』日浦嘉孝（香川県）
　〈特別賞〉
　【地域文化】『四國秘境物語』安森滋（愛知県）　【個
人誌】『お前の親になったる』草刈健太郎（大阪市）　
【小説】『墓仕舞い』荒川昤子（千葉県）　【エッセー】『阿
波の福おんな』安部才朗（島根県）　【詩歌】句集『峡
の畑（かいのはた）―石井美智子句集―』石井美智
子（秋田県）　【研究・評論】『イタイイタイ病と戦争―
戦後七五年忘れてはならないことー』向井嘉之（富
山県）　【グラフィック】『モリノコ』黒瀬麻美（愛媛県）
　なお JSNでは、10 月 23 日に開催予定だった自
費出版フェスティバル、表彰式が中止になったため、
11月 30 日をめどに誌上表彰式として記念誌を発行
し、受賞者あてに送付する。

第24回日本自費出版文化賞を決める
ジャグラ

月刊関複2021年11月号 7

　JP 産 業 展協会（作 道孝 行 会長） が 主催す
る西日本最 大の印刷 関 連 機 材の 総 合展 示 会

「JP2021･ 印 刷 DX 展 」 が 8 月 26 日、27
日の 2 日間、大阪・住 之江区のインテックス
大阪 5 号館で開催された。
　同展示会は 6 月に開催予定であったが、新
型コロナウイルス感染拡大のため、延期となっ
ていたが、折しも大阪府域を含む全国主要地
域に対し 4 度目の緊 急事 態 宣 言発 出中の開
催となった。展 示会のリアル開催への強い要
望に応え、新型コロナウイルス感 染 症 対 策の
徹底のもと、今回開催の運びとなった。
　昨 年まで同展の名称であった「ICT と印刷
展」から「印刷 DX 展」に変更され、出展物も
DX をテーマにしたものが中心になっている。
　 以下は 主な出 展 企 業とその主要 展 示 品を
紹介。

　●リコージャパン　　　

　 ゴールドとシルバーを 使 い 表 現 の 幅 が 広
がるカラープロダクションプリンタ「RICOH 
Pro C7200S」。DX 関 連 出 品では 1to1QR
コードで Web サイトへ 誘 導し、 解 析した 顧
客 ニーズにあった DM パンフを自動で印刷、
発 送するソリューションを展 示紹介。

　●コニカミノルタジャパン

　 生 産 性 向 上とコスト最 適 化を実 現 する 今
秋 販 売 予定のデジタル印刷システム「Accur
ioPressC7100」。印刷会社向け受注 支 援ソ
リューション、印刷物とデジタルマーケティン
グ（MA）を融合したツール「Print バル」も
注目を集めた。

　●ダイヤミック

　トナー・インクを使わずに刷版も製 版フイ
ルムも出力可能なプロセスレス CTP「TDP-
459 Ⅱ」。高速・乾燥不要の、普 通紙が使え
るトナー昇 華 型プリンタ「SDP-A410」 で 利
便性をアピール。

JP2021・印刷DX 展に見る
メーカー・ベンダーの出展状況



月刊関複2021年11月号8

　キヤノンマーケティングジャパン（キヤノンMJ）
はこのほど、GIMS 社の寳積（ほうづみ）昌彦社長
を講師に、セミナー「採択結果から見えてきた印刷
業界での事業再構築補助金の活用方法～事業再
構築補助金とものづくり補助金の違いを徹底解説
～」を11月8日までオンライン録画配信した。
　講師の寳積氏は印刷業に特化した支援・コンサ
ルティング業を展開中で、特に印刷業を対象とし
た公的支援制度活用が得意。これまで採択を受け
た「ものづくり補助金」件数はトータルで230 件
を超えるという（2021年 4月時点）。
　寳積氏は、今年度多く出されている補助金の施
策のうち、コロナの影響が非常に高く事業再構築
度が高い会社のための補助金である「事業再構築
補助金」を中心に解説した。同補助金の第3回公
募締め切りは9月21日に終了しているが、全 5回
の公募が予定されており、第 4回は11月あるいは
12月になると予想されている。
　はじめに「事業再構築補助金」の基本要件として、
・2020 年 4月以降の連続する6か月のうち、任意
の3か月の合計売上高がコロナ以前（2019年また
は 2020年1月～3月）の同 3か月間の合計売上
高と比較して10％以上減少しており、（かつ）2020
年 10月以降の連続する6か月のうち、任意の3
か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年または
2020 年1月～3月）の同3か月の合計売上高と比
較して5％以上減少していること。・補助事業終了
後3～5年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増
加、または従業員1人当たり付加価値額の年平均
3.0％以上増加の達成。などを詳細に説明した。
　寳積氏によると、同補助金の過去の採択デー
タでは印刷会社の採択占有率は全体で 0.8%と
非常に厳しい状況。通常のものづくり補助金では
印刷会社は 2％くらいの採択率である。

　また、申請内容を見ると「業種転換ということ
で印刷業をやめて他の分野に進出するというのは
まれで印刷業のなかで何ができるか模索している
会社が多い」という。
　寳積氏は過去の採択例として、・通常枠【新分野展
開】「デザイン力＋デジタルラベルで新マーケットを創
造する」市の特産品製造業に対してデザイン力の高い
ラベルをオンデマンド印刷機を活用して小ロット、短
納期で提供し市の魅力を全国に発信。・特別枠【新分
野展開】「webサイトを活用した個人向けオリジナル
卒業アルバムの提供」webサイトとオンデマンド印刷
機、PUR製本機を導入して受注から生産、出荷まで
の社内一貫体制を構築して従来とは違った商品分野
に進出。などのいくつかの具体例を紹介した。
　また寳積氏は、過去の申請事例からみて申請書
類はキーワード採点されていると指摘し、「自社の
人材、技術、ノウハウなどの強みを活用」「地域イ
ノベーションに貢献する」などのキーワード記載の
重要性を訴えた。
　最後に申請における留意点として、・売上減少
書類の不備、添付漏れ、指定フォーマット以外で
の提出などの要件不備に注意すること。・コロナ
による売り上げ減少要因記載は端的にし、むしろ
「新しいニーズ、気づき」を記載し事業再構築に
前向きにつなげる姿勢がポイント。・再構築がゴー
ルでないことに留意して、再構築事業の実効性、
収益根拠を可能な限り精査、数値化して示すこと
などの重要点 3点を紹介した。

キヤノンマーケティングジャパンが「採択結果から見えてきた印刷
業界での事業再構築補助金の活用方法」をオンライン録画配信

キヤノンＭＪ

講師の寳積氏
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キヤノンMJの提案 61 

バックオフィス業務のDXを支援する「AI OCR×データ入力サービス」を提供開始 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、BPOサービス「AI OCR ×データ入力サービス」の提供を2021年11月 

1日より開始します。AI OCRを活用したスピーディーで高精度なデータ入力サービスを提供し、企業の生産性向上を 

支援します。また、OCRやRPA、BPM（Business Process Management）などを組み合わせたBPO サービス事業を強

化することで、企業のバックオフィス業務のDXを推進していきます。 

 
「AI OCR×データ入力サービス」の概要 

BPO新サービスとして紙帳票からのデジタル化を支援する「AI OCR×データ入力サービス」の提供を開始します。 

お客さまは、請求書や納品書などの紙帳票を複合機でスキャンしたPDFやスマートフォンで撮影したイメージデータを 

クラウド上にアップロードするだけで、翌日にはExcelやCSVなど編集可能な電子データを受け取ることができます。 

 

■ 対象帳票例 

全業種        ： 各種申込書、注文書、報告書、請求書、勤怠管理表、交通費証憑 

医  療        ： 各種問診票、各種健診表票、保健指導、ストレスチェックシート 

金  融        ： 振込依頼書、口座振替、各種税収納、保険加入申込書類、保険契約書類 

製造、メーカー  ： 仕入マスタメンテナンス、工程管理表、品別集計表 

建設、土木     ： 作業報告書、完成報告書 

印  刷        ： 生産実績表 

電力、ガス、鉄道、インフラ ： 固定資産税納付書 

卸  売        ： 受注・発注書、仕入納品書 

小  売        ： 日報、商品マスタメンテナンス 

予備校、学習塾 ： 各校、各教室で発生する請求書 

調剤薬局      ： 処方箋データ化 

 

弊社のBPOセンターでは、キヤノンITSが開発したクラウド型AI OCRソリューション「CaptureBrain」を活用して電子データ

を作成後、熟練のオペレーターが確認作業（ベリファイ）を行います。キヤノンMJは、本サービスによりお客さまの人手

を介する入力業務の負荷やミスの低減を実現し、業務プロセスの改善やコア業務への集中を支援します。 

 

●「AI OCR ×データ入力サービス」ホームページ：https://cweb.canon.jp/solution/bpo/solutions/ai-ocr-dataentry.html 

 

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 
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キヤノンMJの提案 61 

バックオフィス業務のDXを支援する「AI OCR×データ入力サービス」を提供開始 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、BPOサービス「AI OCR ×データ入力サービス」の提供を2021年11月 

1日より開始します。AI OCRを活用したスピーディーで高精度なデータ入力サービスを提供し、企業の生産性向上を 

支援します。また、OCRやRPA、BPM（Business Process Management）などを組み合わせたBPO サービス事業を強

化することで、企業のバックオフィス業務のDXを推進していきます。 

 
「AI OCR×データ入力サービス」の概要 

BPO新サービスとして紙帳票からのデジタル化を支援する「AI OCR×データ入力サービス」の提供を開始します。 

お客さまは、請求書や納品書などの紙帳票を複合機でスキャンしたPDFやスマートフォンで撮影したイメージデータを 

クラウド上にアップロードするだけで、翌日にはExcelやCSVなど編集可能な電子データを受け取ることができます。 

 

■ 対象帳票例 

全業種        ： 各種申込書、注文書、報告書、請求書、勤怠管理表、交通費証憑 

医  療        ： 各種問診票、各種健診表票、保健指導、ストレスチェックシート 

金  融        ： 振込依頼書、口座振替、各種税収納、保険加入申込書類、保険契約書類 

製造、メーカー  ： 仕入マスタメンテナンス、工程管理表、品別集計表 

建設、土木     ： 作業報告書、完成報告書 

印  刷        ： 生産実績表 

電力、ガス、鉄道、インフラ ： 固定資産税納付書 

卸  売        ： 受注・発注書、仕入納品書 

小  売        ： 日報、商品マスタメンテナンス 

予備校、学習塾 ： 各校、各教室で発生する請求書 

調剤薬局      ： 処方箋データ化 

 

弊社のBPOセンターでは、キヤノンITSが開発したクラウド型AI OCRソリューション「CaptureBrain」を活用して電子データ

を作成後、熟練のオペレーターが確認作業（ベリファイ）を行います。キヤノンMJは、本サービスによりお客さまの人手

を介する入力業務の負荷やミスの低減を実現し、業務プロセスの改善やコア業務への集中を支援します。 

 

●「AI OCR ×データ入力サービス」ホームページ：https://cweb.canon.jp/solution/bpo/solutions/ai-ocr-dataentry.html 
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　キヤノンマーケティングジャパン（キヤノンMJ）
はこのほど、GIMS 社の寳積（ほうづみ）昌彦社長
を講師に、セミナー「採択結果から見えてきた印刷
業界での事業再構築補助金の活用方法～事業再
構築補助金とものづくり補助金の違いを徹底解説
～」を11月8日までオンライン録画配信した。
　講師の寳積氏は印刷業に特化した支援・コンサ
ルティング業を展開中で、特に印刷業を対象とし
た公的支援制度活用が得意。これまで採択を受け
た「ものづくり補助金」件数はトータルで230 件
を超えるという（2021年 4月時点）。
　寳積氏は、今年度多く出されている補助金の施
策のうち、コロナの影響が非常に高く事業再構築
度が高い会社のための補助金である「事業再構築
補助金」を中心に解説した。同補助金の第3回公
募締め切りは9月21日に終了しているが、全 5回
の公募が予定されており、第 4回は11月あるいは
12月になると予想されている。
　はじめに「事業再構築補助金」の基本要件として、
・2020 年 4月以降の連続する6か月のうち、任意
の3か月の合計売上高がコロナ以前（2019年また
は 2020年1月～3月）の同 3か月間の合計売上
高と比較して10％以上減少しており、（かつ）2020
年 10月以降の連続する6か月のうち、任意の3
か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年または
2020 年1月～3月）の同3か月の合計売上高と比
較して5％以上減少していること。・補助事業終了
後3～5年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増
加、または従業員1人当たり付加価値額の年平均
3.0％以上増加の達成。などを詳細に説明した。
　寳積氏によると、同補助金の過去の採択デー
タでは印刷会社の採択占有率は全体で 0.8%と
非常に厳しい状況。通常のものづくり補助金では
印刷会社は 2％くらいの採択率である。

　また、申請内容を見ると「業種転換ということ
で印刷業をやめて他の分野に進出するというのは
まれで印刷業のなかで何ができるか模索している
会社が多い」という。
　寳積氏は過去の採択例として、・通常枠【新分野展
開】「デザイン力＋デジタルラベルで新マーケットを創
造する」市の特産品製造業に対してデザイン力の高い
ラベルをオンデマンド印刷機を活用して小ロット、短
納期で提供し市の魅力を全国に発信。・特別枠【新分
野展開】「webサイトを活用した個人向けオリジナル
卒業アルバムの提供」webサイトとオンデマンド印刷
機、PUR製本機を導入して受注から生産、出荷まで
の社内一貫体制を構築して従来とは違った商品分野
に進出。などのいくつかの具体例を紹介した。
　また寳積氏は、過去の申請事例からみて申請書
類はキーワード採点されていると指摘し、「自社の
人材、技術、ノウハウなどの強みを活用」「地域イ
ノベーションに貢献する」などのキーワード記載の
重要性を訴えた。
　最後に申請における留意点として、・売上減少
書類の不備、添付漏れ、指定フォーマット以外で
の提出などの要件不備に注意すること。・コロナ
による売り上げ減少要因記載は端的にし、むしろ
「新しいニーズ、気づき」を記載し事業再構築に
前向きにつなげる姿勢がポイント。・再構築がゴー
ルでないことに留意して、再構築事業の実効性、
収益根拠を可能な限り精査、数値化して示すこと
などの重要点 3点を紹介した。

キヤノンマーケティングジャパンが「採択結果から見えてきた印刷
業界での事業再構築補助金の活用方法」をオンライン録画配信

キヤノンＭＪ

講師の寳積氏
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キヤノンMJの提案 61 

バックオフィス業務のDXを支援する「AI OCR×データ入力サービス」を提供開始 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、BPOサービス「AI OCR ×データ入力サービス」の提供を2021年11月 

1日より開始します。AI OCRを活用したスピーディーで高精度なデータ入力サービスを提供し、企業の生産性向上を 

支援します。また、OCRやRPA、BPM（Business Process Management）などを組み合わせたBPO サービス事業を強

化することで、企業のバックオフィス業務のDXを推進していきます。 

 
「AI OCR×データ入力サービス」の概要 

BPO新サービスとして紙帳票からのデジタル化を支援する「AI OCR×データ入力サービス」の提供を開始します。 

お客さまは、請求書や納品書などの紙帳票を複合機でスキャンしたPDFやスマートフォンで撮影したイメージデータを 

クラウド上にアップロードするだけで、翌日にはExcelやCSVなど編集可能な電子データを受け取ることができます。 

 

■ 対象帳票例 

全業種        ： 各種申込書、注文書、報告書、請求書、勤怠管理表、交通費証憑 

医  療        ： 各種問診票、各種健診表票、保健指導、ストレスチェックシート 

金  融        ： 振込依頼書、口座振替、各種税収納、保険加入申込書類、保険契約書類 

製造、メーカー  ： 仕入マスタメンテナンス、工程管理表、品別集計表 

建設、土木     ： 作業報告書、完成報告書 

印  刷        ： 生産実績表 

電力、ガス、鉄道、インフラ ： 固定資産税納付書 

卸  売        ： 受注・発注書、仕入納品書 

小  売        ： 日報、商品マスタメンテナンス 

予備校、学習塾 ： 各校、各教室で発生する請求書 

調剤薬局      ： 処方箋データ化 

 

弊社のBPOセンターでは、キヤノンITSが開発したクラウド型AI OCRソリューション「CaptureBrain」を活用して電子データ

を作成後、熟練のオペレーターが確認作業（ベリファイ）を行います。キヤノンMJは、本サービスによりお客さまの人手

を介する入力業務の負荷やミスの低減を実現し、業務プロセスの改善やコア業務への集中を支援します。 

 

●「AI OCR ×データ入力サービス」ホームページ：https://cweb.canon.jp/solution/bpo/solutions/ai-ocr-dataentry.html 

 

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 
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キヤノンMJの提案 61 

バックオフィス業務のDXを支援する「AI OCR×データ入力サービス」を提供開始 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、BPOサービス「AI OCR ×データ入力サービス」の提供を2021年11月 

1日より開始します。AI OCRを活用したスピーディーで高精度なデータ入力サービスを提供し、企業の生産性向上を 

支援します。また、OCRやRPA、BPM（Business Process Management）などを組み合わせたBPO サービス事業を強

化することで、企業のバックオフィス業務のDXを推進していきます。 

 
「AI OCR×データ入力サービス」の概要 

BPO新サービスとして紙帳票からのデジタル化を支援する「AI OCR×データ入力サービス」の提供を開始します。 

お客さまは、請求書や納品書などの紙帳票を複合機でスキャンしたPDFやスマートフォンで撮影したイメージデータを 

クラウド上にアップロードするだけで、翌日にはExcelやCSVなど編集可能な電子データを受け取ることができます。 

 

■ 対象帳票例 

全業種        ： 各種申込書、注文書、報告書、請求書、勤怠管理表、交通費証憑 

医  療        ： 各種問診票、各種健診表票、保健指導、ストレスチェックシート 

金  融        ： 振込依頼書、口座振替、各種税収納、保険加入申込書類、保険契約書類 

製造、メーカー  ： 仕入マスタメンテナンス、工程管理表、品別集計表 

建設、土木     ： 作業報告書、完成報告書 

印  刷        ： 生産実績表 

電力、ガス、鉄道、インフラ ： 固定資産税納付書 

卸  売        ： 受注・発注書、仕入納品書 

小  売        ： 日報、商品マスタメンテナンス 

予備校、学習塾 ： 各校、各教室で発生する請求書 

調剤薬局      ： 処方箋データ化 

 

弊社のBPOセンターでは、キヤノンITSが開発したクラウド型AI OCRソリューション「CaptureBrain」を活用して電子データ

を作成後、熟練のオペレーターが確認作業（ベリファイ）を行います。キヤノンMJは、本サービスによりお客さまの人手

を介する入力業務の負荷やミスの低減を実現し、業務プロセスの改善やコア業務への集中を支援します。 

 

●「AI OCR ×データ入力サービス」ホームページ：https://cweb.canon.jp/solution/bpo/solutions/ai-ocr-dataentry.html 
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富士フイルムビジネスイノベーションの提案

「グラフィックコミュニケーション東京」のご紹介
～アイデアを“試し”、提供価値を“具現化する”ためのショウルーム ～

61

GC東京の特徴的な展示コンテンツ

▮新展示テーマ「見方を変え
れば、答えは変わる。」

用紙の特性×特殊色を活かし
て、さまざまな「見え方」を
壁面ビジュアルで表現。紙と
印刷を活かして「多様性を体
感する場」を創り出すことに
挑戦しています。

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、本年1月にグラフィックコミュニケーション事業の
ショウルーム「グラフィックコミュニケーション東京（以下、GC東京）」を中野坂上サンブライトツインビル16Fに開
設し、印刷ビジネスにおけるサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）やデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）推進のため、さまざまな顧客企業やパートナー企業との連携による多彩なコンテンツを展示しています。

変革

グラフィックコミュニケーション東京のコンセプト
アイデアや想像性を
「試す」「具現化」

する場

機器だけでない
ソリューション

提供の場

共創
連携

お客様同士やさまざまな
ステークホルダーとの

連携促進の場
各拠点連携の場

業界におけるSXやDXの加速に貢献

東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上駅」出口1番 地下1階から直結

グラフィックコミュニケーション東京
東京都中野区本町2-46-1 中野サンブライトツイン16F

皆様のご来場を心よりお待ちしております!

【GC東京におけるその他の主要展示コンテンツ】
 富士フイルムグループ企業による事例紹介
 ユーザー企業による研究会「Document Service Forum（DSF）」会

員の技術力や商品展示
 用紙や後処理機のパートナー企業と協業し、多彩な紙種と技術力を融合

した作品展示
 クリエイターや美術系教育機関の学生とのワークショップで制作された

作品の展示
 富士フイルムBIのプロダクションプリンター（2021年11月現在）

Revoria Press™ PC1120 DocuColor 7171P（Model-ST）
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▮用紙サプライヤー連携エリア
複数用紙サプライヤーとのコ
ラボレーションで、デジタル
印刷ビジネスで活用が出来る
用紙見本を多数展示。お持ち
帰り可能なサンプルも準備。
当コーナーは定期的に展示を
リフレッシュしていきます。

▮環境配慮用紙展示エリア
環境に配慮した用紙マテリア
ルを専用コーナーとして展示。
使用シーンをイメージして提
案することを目的としたサン
プル帳も用意。用紙特性によ
る風合いのある表現を手に
取ってご確認ください。

▮デジタル印刷コンテスト
入賞・応募作品展示エリア

デジタル印刷コンテストIPA※

の作品を展示。それぞれの作
品が持つデジタル印刷ならで
はの技術に加え、品質・革新
性・ビジネス性などを手に
取って体感いただけます。

※2008年からアジア・パシフィック地域で開催されているデジタル印刷に関する
コンテスト「Innovation Print Awards（IPA）」

2021年8月リニューアル
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～デジタルトランスフォーメーション（DX）実現をめざし、儲かるビジネスを探求するコミュニティ～
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GC東京の特徴的な展示コンテンツ

▮新展示テーマ「見方を変え
れば、答えは変わる。」

用紙の特性×特殊色を活かし
て、さまざまな「見え方」を
壁面ビジュアルで表現。紙と
印刷を活かして「多様性を体
感する場」を創り出すことに
挑戦しています。

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、本年1月にグラフィックコミュニケーション事業の
ショウルーム「グラフィックコミュニケーション東京（以下、GC東京）」を中野坂上サンブライトツインビル16Fに開
設し、印刷ビジネスにおけるサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）やデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）推進のため、さまざまな顧客企業やパートナー企業との連携による多彩なコンテンツを展示しています。

変革

グラフィックコミュニケーション東京のコンセプト
アイデアや想像性を
「試す」「具現化」

する場

機器だけでない
ソリューション

提供の場

共創
連携

お客様同士やさまざまな
ステークホルダーとの

連携促進の場
各拠点連携の場

業界におけるSXやDXの加速に貢献

東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上駅」出口1番 地下1階から直結

グラフィックコミュニケーション東京
東京都中野区本町2-46-1 中野サンブライトツイン16F

皆様のご来場を心よりお待ちしております!

【GC東京におけるその他の主要展示コンテンツ】
 富士フイルムグループ企業による事例紹介
 ユーザー企業による研究会「Document Service Forum（DSF）」会

員の技術力や商品展示
 用紙や後処理機のパートナー企業と協業し、多彩な紙種と技術力を融合

した作品展示
 クリエイターや美術系教育機関の学生とのワークショップで制作された

作品の展示
 富士フイルムBIのプロダクションプリンター（2021年11月現在）
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ルを専用コーナーとして展示。
使用シーンをイメージして提
案することを目的としたサン
プル帳も用意。用紙特性によ
る風合いのある表現を手に
取ってご確認ください。

▮デジタル印刷コンテスト
入賞・応募作品展示エリア

デジタル印刷コンテストIPA※
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品が持つデジタル印刷ならで
はの技術に加え、品質・革新
性・ビジネス性などを手に
取って体感いただけます。
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 クリエイターや美術系教育機関の学生とのワークショップで制作された

作品の展示
 富士フイルムBIのプロダクションプリンター（2021年11月現在）

Revoria Press™ PC1120 DocuColor 7171P（Model-ST）
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富士フイルムBI GC営業部 営業企画部 鈴木 信彦
Tel:03-6271-4101

E-mail:nobuhiko.suzuki.jw@fujifilm.com

お問合せ先

▮用紙サプライヤー連携エリア
複数用紙サプライヤーとのコ
ラボレーションで、デジタル
印刷ビジネスで活用が出来る
用紙見本を多数展示。お持ち
帰り可能なサンプルも準備。
当コーナーは定期的に展示を
リフレッシュしていきます。

▮環境配慮用紙展示エリア
環境に配慮した用紙マテリア
ルを専用コーナーとして展示。
使用シーンをイメージして提
案することを目的としたサン
プル帳も用意。用紙特性によ
る風合いのある表現を手に
取ってご確認ください。

▮デジタル印刷コンテスト
入賞・応募作品展示エリア

デジタル印刷コンテストIPA※

の作品を展示。それぞれの作
品が持つデジタル印刷ならで
はの技術に加え、品質・革新
性・ビジネス性などを手に
取って体感いただけます。

※2008年からアジア・パシフィック地域で開催されているデジタル印刷に関する
コンテスト「Innovation Print Awards（IPA）」

2021年8月リニューアル

富士フイルムビジネスイノベーションの提案

ドキュメント・サービス・フォーラム（DSF）のご紹介
～デジタルトランスフォーメーション（DX）実現をめざし、儲かるビジネスを探求するコミュニティ～
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全国のグラフィックアーツ業界の事業者が集まり、新しい技術・市場・事業を研究し、事業の繁栄を図ることを目的としてPODを主体と
した新たなデファクトスタンダードを作るため、デジタルトランスフォーメーション（DX）の実現をめざすユーザーコミュニティです。
特徴は、ビジネスに直結したフォーラムであり、活動主体はフォーラム会員で運営し、「積極的な参加」をコンセプトとしています。
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富士フイルムビジネスイノベーションの提案　61
富士フイルムビジネスイノベーションの提案

「グラフィックコミュニケーション東京」のご紹介
～アイデアを“試し”、提供価値を“具現化する”ためのショウルーム ～
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GC東京の特徴的な展示コンテンツ

▮新展示テーマ「見方を変え
れば、答えは変わる。」

用紙の特性×特殊色を活かし
て、さまざまな「見え方」を
壁面ビジュアルで表現。紙と
印刷を活かして「多様性を体
感する場」を創り出すことに
挑戦しています。

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、本年1月にグラフィックコミュニケーション事業の
ショウルーム「グラフィックコミュニケーション東京（以下、GC東京）」を中野坂上サンブライトツインビル16Fに開
設し、印刷ビジネスにおけるサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）やデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）推進のため、さまざまな顧客企業やパートナー企業との連携による多彩なコンテンツを展示しています。

変革

グラフィックコミュニケーション東京のコンセプト
アイデアや想像性を
「試す」「具現化」

する場

機器だけでない
ソリューション

提供の場

共創
連携

お客様同士やさまざまな
ステークホルダーとの

連携促進の場
各拠点連携の場

業界におけるSXやDXの加速に貢献

東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上駅」出口1番 地下1階から直結

グラフィックコミュニケーション東京
東京都中野区本町2-46-1 中野サンブライトツイン16F

皆様のご来場を心よりお待ちしております!

【GC東京におけるその他の主要展示コンテンツ】
 富士フイルムグループ企業による事例紹介
 ユーザー企業による研究会「Document Service Forum（DSF）」会

員の技術力や商品展示
 用紙や後処理機のパートナー企業と協業し、多彩な紙種と技術力を融合

した作品展示
 クリエイターや美術系教育機関の学生とのワークショップで制作された

作品の展示
 富士フイルムBIのプロダクションプリンター（2021年11月現在）
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Versant® 180i Press ApeosPro™ C810
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ラボレーションで、デジタル
印刷ビジネスで活用が出来る
用紙見本を多数展示。お持ち
帰り可能なサンプルも準備。
当コーナーは定期的に展示を
リフレッシュしていきます。

▮環境配慮用紙展示エリア
環境に配慮した用紙マテリア
ルを専用コーナーとして展示。
使用シーンをイメージして提
案することを目的としたサン
プル帳も用意。用紙特性によ
る風合いのある表現を手に
取ってご確認ください。

▮デジタル印刷コンテスト
入賞・応募作品展示エリア

デジタル印刷コンテストIPA※

の作品を展示。それぞれの作
品が持つデジタル印刷ならで
はの技術に加え、品質・革新
性・ビジネス性などを手に
取って体感いただけます。

※2008年からアジア・パシフィック地域で開催されているデジタル印刷に関する
コンテスト「Innovation Print Awards（IPA）」
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富士フイルムビジネスイノベーションの提案

「グラフィックコミュニケーション東京」のご紹介
～アイデアを“試し”、提供価値を“具現化する”ためのショウルーム ～

61

GC東京の特徴的な展示コンテンツ

▮新展示テーマ「見方を変え
れば、答えは変わる。」

用紙の特性×特殊色を活かし
て、さまざまな「見え方」を
壁面ビジュアルで表現。紙と
印刷を活かして「多様性を体
感する場」を創り出すことに
挑戦しています。

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、本年1月にグラフィックコミュニケーション事業の
ショウルーム「グラフィックコミュニケーション東京（以下、GC東京）」を中野坂上サンブライトツインビル16Fに開
設し、印刷ビジネスにおけるサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）やデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）推進のため、さまざまな顧客企業やパートナー企業との連携による多彩なコンテンツを展示しています。

変革

グラフィックコミュニケーション東京のコンセプト
アイデアや想像性を
「試す」「具現化」

する場

機器だけでない
ソリューション

提供の場

共創
連携

お客様同士やさまざまな
ステークホルダーとの

連携促進の場
各拠点連携の場

業界におけるSXやDXの加速に貢献

東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上駅」出口1番 地下1階から直結

グラフィックコミュニケーション東京
東京都中野区本町2-46-1 中野サンブライトツイン16F

皆様のご来場を心よりお待ちしております!

【GC東京におけるその他の主要展示コンテンツ】
 富士フイルムグループ企業による事例紹介
 ユーザー企業による研究会「Document Service Forum（DSF）」会

員の技術力や商品展示
 用紙や後処理機のパートナー企業と協業し、多彩な紙種と技術力を融合

した作品展示
 クリエイターや美術系教育機関の学生とのワークショップで制作された

作品の展示
 富士フイルムBIのプロダクションプリンター（2021年11月現在）

Revoria Press™ PC1120 DocuColor 7171P（Model-ST）
Versant® 3100i Press Revoria Press™ E1136
Versant® 180i Press ApeosPro™ C810

富士フイルムBI GC営業部 営業企画部 鈴木 信彦
Tel:03-6271-4101

E-mail:nobuhiko.suzuki.jw@fujifilm.com

お問合せ先

▮用紙サプライヤー連携エリア
複数用紙サプライヤーとのコ
ラボレーションで、デジタル
印刷ビジネスで活用が出来る
用紙見本を多数展示。お持ち
帰り可能なサンプルも準備。
当コーナーは定期的に展示を
リフレッシュしていきます。

▮環境配慮用紙展示エリア
環境に配慮した用紙マテリア
ルを専用コーナーとして展示。
使用シーンをイメージして提
案することを目的としたサン
プル帳も用意。用紙特性によ
る風合いのある表現を手に
取ってご確認ください。

▮デジタル印刷コンテスト
入賞・応募作品展示エリア

デジタル印刷コンテストIPA※

の作品を展示。それぞれの作
品が持つデジタル印刷ならで
はの技術に加え、品質・革新
性・ビジネス性などを手に
取って体感いただけます。

※2008年からアジア・パシフィック地域で開催されているデジタル印刷に関する
コンテスト「Innovation Print Awards（IPA）」

2021年8月リニューアル

富士フイルムビジネスイノベーションの提案

「グラフィックコミュニケーション東京」のご紹介
～アイデアを“試し”、提供価値を“具現化する”ためのショウルーム ～

61

GC東京の特徴的な展示コンテンツ

▮新展示テーマ「見方を変え
れば、答えは変わる。」

用紙の特性×特殊色を活かし
て、さまざまな「見え方」を
壁面ビジュアルで表現。紙と
印刷を活かして「多様性を体
感する場」を創り出すことに
挑戦しています。

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、本年1月にグラフィックコミュニケーション事業の
ショウルーム「グラフィックコミュニケーション東京（以下、GC東京）」を中野坂上サンブライトツインビル16Fに開
設し、印刷ビジネスにおけるサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）やデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）推進のため、さまざまな顧客企業やパートナー企業との連携による多彩なコンテンツを展示しています。

変革

グラフィックコミュニケーション東京のコンセプト
アイデアや想像性を
「試す」「具現化」

する場

機器だけでない
ソリューション

提供の場

共創
連携

お客様同士やさまざまな
ステークホルダーとの

連携促進の場
各拠点連携の場

業界におけるSXやDXの加速に貢献

東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上駅」出口1番 地下1階から直結

グラフィックコミュニケーション東京
東京都中野区本町2-46-1 中野サンブライトツイン16F

皆様のご来場を心よりお待ちしております!

【GC東京におけるその他の主要展示コンテンツ】
 富士フイルムグループ企業による事例紹介
 ユーザー企業による研究会「Document Service Forum（DSF）」会

員の技術力や商品展示
 用紙や後処理機のパートナー企業と協業し、多彩な紙種と技術力を融合

した作品展示
 クリエイターや美術系教育機関の学生とのワークショップで制作された

作品の展示
 富士フイルムBIのプロダクションプリンター（2021年11月現在）

Revoria Press™ PC1120 DocuColor 7171P（Model-ST）
Versant® 3100i Press Revoria Press™ E1136
Versant® 180i Press ApeosPro™ C810

富士フイルムBI GC営業部 営業企画部 鈴木 信彦
Tel:03-6271-4101

E-mail:nobuhiko.suzuki.jw@fujifilm.com

お問合せ先

▮用紙サプライヤー連携エリア
複数用紙サプライヤーとのコ
ラボレーションで、デジタル
印刷ビジネスで活用が出来る
用紙見本を多数展示。お持ち
帰り可能なサンプルも準備。
当コーナーは定期的に展示を
リフレッシュしていきます。

▮環境配慮用紙展示エリア
環境に配慮した用紙マテリア
ルを専用コーナーとして展示。
使用シーンをイメージして提
案することを目的としたサン
プル帳も用意。用紙特性によ
る風合いのある表現を手に
取ってご確認ください。

▮デジタル印刷コンテスト
入賞・応募作品展示エリア

デジタル印刷コンテストIPA※

の作品を展示。それぞれの作
品が持つデジタル印刷ならで
はの技術に加え、品質・革新
性・ビジネス性などを手に
取って体感いただけます。

※2008年からアジア・パシフィック地域で開催されているデジタル印刷に関する
コンテスト「Innovation Print Awards（IPA）」

2021年8月リニューアル

月刊関複2021年11月号 11

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）
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オンデマンドの「壁紙ステッカー」で、
DIY需要もビジネス領域にしていきませんか？

壁紙ステッカーって、何？ 普通の壁紙用紙に印刷するのと、どう違う？
糊付きの壁紙用紙（フリース素材）に印刷しています。
誰でも簡単に壁に貼ることができます。 はがすのも簡単です。

個人だけでなく、施設でのレクリエーションや、会社の受付/食堂、店舗、
幼稚園、保育園、学校、病院など、 様々なビジネスシーンで活用できます。

活用するアイテムはラテックスWFプリンター。

１．用紙対応力

２．臭いがほとんどない

３．速乾性

ポイントは３つ！

「壁紙ステッカー」 にすることで 施工業者要らず になり、
皆様のビジネス領域とすることができます！

商品の詳細は弊社のPOD担当営業区にお問い合わせください。

リコージャパンの提案 6１
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DCプランコーナーDS連

　日本の確定拠出年金は、2001 年に施行された【確定拠出年金法】に基づき実施（加入）できるようになっ
た制度で、米国内国歳入法の 401 条（k）項を参考に導入したため、日本版 401k と通称されています。
また、確定拠出年金は英語で「Defined Contribution Plan」といい、その頭文字から「DC（ディー・
シー）プラン」とも言われています。DS 連 DC プランは日本ドキュメントサービス協同組合連合会で取扱
いしている確定拠出年金制度です。
　本号より、関東複写センター協同組合会員の実施事業主や加入者の皆さまに、少しでも役立つ情報を
提供していきたいと思います。

★シリーズ【人生100年時代に備える】確定拠出年金です。確定拠出年金で 60 歳以降に受け取ることが
できる老齢給付金と会社から支給される退職金について、〈受け取る順番〉と〈受け取る時期〉で退職所得
控除の額（税額）が変わる場合があります。DC プランコーナーでは、複数回に分けてこの点について詳し
く説明していきます。

確定拠出年金の老齢給付金

　確定拠出年金の老齢給付金は「60 歳から 70 歳の間」で、各人において受け取り開始時期を選択で
きます（法改正により2022 年 4 月から 75 歳に引き上げられます）。
　また、確定拠出年金の老齢給付金には税の優遇措置があり、一時金（一括）で受け取った場合は「退
職所得控除」、年金（分割）で受け取った場合は「公的年金等控除」の対象となります。なお、複数の
退職一時金を受け取る場合でも、退職所得として退職所得控除の対象となります。

 ポイント

　退職一時金を受け取る場合で、前年以前 4 年以内に他の支払者から退職手当の支給を受けているとき
は、重複している期間に応じて 2 回目に退職金を受取るときに、所得控除を減らして計算する必要があり
ます。しかし、4 年以上経過しているときは 2 回目の退職一時金についても、勤続年数に応じた退職所得
控除が認められるというルールがあります。ただし、DC（一時金）受け取る場合は、この前年以前 4 年
以内 のルールが「前年以前 14 年以内」となります。
※国税庁タックスアンサー No2732 「退職手当等に対する源泉徴収」 参照
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確定拠出年金の老齢給付金（一時金）と会社からの退職金を同じ年に受け取る
場合、確定拠出年金の加入期間と会社の勤続期間は重複期間となり、退職所得
控除を減らして計算することになります。

　  同じ年に確定拠出年金とそれ以外の退職金を両方ともに一時金で受け取った場合、それぞれの勤続期
間（加入期間）のうち「最も早い日」から「最も遅い日」 のまでの期間を勤続年数として退職所得控除
額を計算します。

確定拠出年金の老齢給付金（一時金）と会社からの退職金を異なる年に受け取
る場合、「どちらを先に受け取るか」「1 回目の退職金（一時金）を受け取ってか
ら何年経過しているか」によって、以下のとおり退職所得控除の適用が異なります。

　
①会社からの退職金を受け取ってから 14 年以上経過したのちに、2 回目として確定拠出年金の老齢給付金

（一時金）を受け取る場合は、退職所得控除が適用されます。
②確定拠出年金の老齢給付金（一時金）を受け取ってから 4 年以上経過したのちに、2 回目として会社か
らの退職金を受け取る場合は、退職所得控除が適用されます。

上記の他、退職所得控除額の枠を使い切っているか否かも控除額に関係するなど、
この内容は複雑ですので、次回以降で具体的な計算事例とあわせ引き続き解説し
ます。

情報発信

DC プラン実施事業主や従業員の皆さまに、少しでも「DC プラン」がご理解いただけるような情報を今後
も「月刊 関複」で提供していきたいと思いますので、希望のテーマやご意見等がございましたら、DC プ
ラン事務局までご連絡ください。
また、確定拠出年金を取り巻く環境の変化を踏まえ、改めて確定拠出年金についてアドバイスがほしい、
上記のような従業員向けの運用に関する勉強会を開催してほしいなどのご要望がございましたら、DS 連
DC プラン「確定拠出年金専任コンサルタント」が対応させていただきます。
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　昨今、中小企業の経営者の平均年齢は年々高齢化しており、後継者不在による事業承継問題が深刻化し
ています。
　特に団塊世代の社長は、健康、時代の変化への対応、想定外問題の多発など経営課題に加え会社永続
への悩みは尽きません。
　考えてみますと、「事業承継」は、創業者にとっては初体験。後継経営者にとっても引き継いだ経験はあるが、
引き継ぐことは未経験。経営者も後継者も具体的に何をすればよいかわからない。ただわからないからと言っ
て後回しにすればするほど大問題になるのです。
　特に後継者側が悩みを抱えている例が多くなっています。
　このような状況に鑑み、この度関複では米田和秀副理事長を担当者に、「事業承継」 相談窓口を開設いた
します。米田副理事長は「事業承継」 問題について、以前から着目しており、自社での「事業承継」 の体

験と、今までお受けした相談をベースに、現在さまざまなコンサル活動を
展開しています。
　経営者の皆様のお悩みをお聞かせいただき、解消に向けての一助にな
れば幸いです。
　どうぞご遠慮なくご相談ください。

ご連絡先
〒 112-0001　文京区白山 2-37-7

（株）日本工業社　担当　米田　和秀
携帯電話：090-3208-5551　E-mail：kazuhide@jiinet.co.jp

DS連 DCプラン事務局

※住 所　〒 160-0005　東京都新宿区愛住町 8 メゾン四谷 102
※電 話　ホットライン　080-7022-7976
ホットラインでは、DC プランに関する事業主からのご質問に加え、加入者等からのご質問にもお答えします。
是非、ご活用ください！

DCプラン事務局からのお願い

DC プラン事務局では、2021 年より順次、書類の提出・受領を電子メールに移行させて頂く予定です。
つきましては、貴社ご担当者様（または、info 等の受付用）のメールアドレスのご登録をぜひお願いいたし
ます。
～メールアドレスの登録方法～
以下の E-mail アドレスあて、ご登録いただくメールアドレスより「空メール」を発信してください。事務局
にてメール受領確認後、登録完了メールを返信いたします。

【E-mail】：info@j-401k.co.jp 

関東複写センター協同組合からのお知らせ 
会員向けに「事業承継」 相談窓口を開設

米田副理事長
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２．就業規則の規定を確認する
　次に、「就業規則の規定」の確認が必要です。
以下の 7 点に特に注意してください。
　⑴ 休職開始事由がどのように定められている
か？
　就業規則にはどのような場合に休業を認めるか

（休職開始事由）が記載された箇所があります（第
14 条）。
　病気による休職開始事由が就業規則でどのよう
に定められているかを確認することが必要です。
　大きく分けて「業務外の傷病による欠勤が 1 か
月を超え、 なお療養を継続する必要があるため勤
務できないとき」というように定められているケー
スと「精神的疾患あるいは身体の疾患により、通
常の労務の提供ができず、その回復に期間を要す
ると見込まれるとき」と定められているケースがあ
ります。
　前者の規定方法の場合は、欠勤が 1 か月以上
続いた後でなければ休職規定が適用されませんの
で注意が必要です。
　⑵ 休職期間がどう定められているか？
　休職期間が就業規則でどのように定められてい
るかを確認しておくことも必要です。従業員の勤務
年数によって異なる休職期間を設定している会社
が多くなっています。 従業員の勤続年数を確認し
たうえで、休職期間を確認しましょう。
　⑶ 休職期間中の給与についてどう定められて
いるか？
　休職中は通常は無給ですが、就業規則や賃金
規定に休職中も給与を支給する旨の規定があれば
給与を支払う必要があります。

この点も確認しておきましよう。
　⑷ 社会保険料の負担についてどのように定め
られているか？
　休職期間中の社会保険料のうち本人負担部分に
ついては、休職中も本人が負担することになります。
　就業規則で、社会保険料の本人負担部分を会
社から本人に請求する場合の方法や支払い期日に
ついて記載されているケースがありますので内容を
確認しておきましよう。
　⑸ 休職期間中の会社との連絡について規定が
あるか？
　会社によっては、休職者に対して休職期間中の
定期連絡や定期的な診断書の提出を義務付けて
いるケースもあります。
　就業規則の規定を確認しておきましよう。
　⑹ 復職する場合の手続きがどのように定めら
れているか？
　休職後の復職の手続きについて求職者から質問
を受けることもありますので、就業規則で確認して
おきましよう。
　「復職の際は、医師の診断書の提出が必要なこ
と」や「会社が行う主治医に対するヒアリングに
休職者が協力しなければならないこと」などが就
業規則に定められていることが通常です。
　⑺ 復職できない場合の手続きがどう定められ
ているか？
　休職期間中に復職できない場合は、解雇あるい
は自動退職としている就業規則が多くなっていま
す。 また、休職期間の延長制度を設けている就
業規則もあります。
　これらの点も確認しておきましよう。（つづく）

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 「コロナうつ」対応のポイント（2）
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　どうする　複写の記録媒体・・・・ （羊皮紙の登場）

　ペルガモン王国エウメネス 2 世は困った。ヘッドハンティングは失敗するわ、記録媒体のパピルスは

手に入らないわ。ペルガモン図書館の写本作りは頓挫して弱ったが、代替策として、パピルスに代わる

材料として獣皮を薄く伸ばして紙状のものを作り、そこに文字を記録する方

法がペルガモンで発明され、使われたと某記録にはありますが、すでに皮

に文字を書くのは紀元前 5 世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスが、（動物の

皮に文字を記録する）「獣皮書記」という役目があったと記録されています

ので、ペルガモンが最初というわけではありません。しかし、獣皮を薄くし

たり書きやすくしたりする技術が飛躍的に進歩したのは、写本作りが組織

的に行われた「ペルガモン図書館」と「アレクサンドリア図書館」の確執が

あったこの時期である、とは大いに考えられます。

　この図書館間の確執には（紀元前 31

年にアクティウムの戦いの起こる 5 ～ 6

年前の話）、クレオパトラの歓心を買おうとアントニウスが、消失し

たアレクサンドリア図書館にペルガモン図書館の蔵書 20 万巻を与

えたという因縁話もあります。（アクティウムの戦いについては ＃69・

Fig140 を参照ください。） 

　 こ の 獣 皮 を 薄くの ば して 紙 状 にした も の を パ ー チメント

（Parchment）と呼び、日本では羊皮紙といわれ、羊の皮の紙と書きますが紙ではありすせん。また羊

の皮だけを使ったものでもありません。

　この時代、今のトルコ周辺では羊を多く飼っていたので羊の皮は一番手に入りやすかったのでしょうが、

羊ばかりでなく山羊や牛・鹿や豚・ラクダ・ウサギなどの皮も用いたようです。 

　動物の皮の構造は種類により多少異なりますが、表皮と真皮とからなりその下に皮下組織があるとい

う構造で、真皮の部分、特に網状層と呼ばれる膠原

繊維束（こうげんせんいそく）が主にコラーゲンの繊

維からできており、通常はコラーゲンの繊維が立体

的に緻密に絡み合わさって形成されているものが、皮

の膠原繊維束を四方からぎゅうぎゅう引っ張って伸ば

すことになり繊維が引き延ばされ、立体的だった繊

維束もペタンと平面的になり、乾燥させると「紙」の

ような質感を持つようになるのです。 

複写を考える○80　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

16 世紀ドイツの木版画
羊皮紙職人　Fig 156

アクティウムの戦い　Fig 157

日本タンナーズ協会　皮の構造（牛より）　Fig 158
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手に入らないわ。ペルガモン図書館の写本作りは頓挫して弱ったが、代替策として、パピルスに代わる

材料として獣皮を薄く伸ばして紙状のものを作り、そこに文字を記録する方

法がペルガモンで発明され、使われたと某記録にはありますが、すでに皮

に文字を書くのは紀元前 5 世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスが、（動物の

皮に文字を記録する）「獣皮書記」という役目があったと記録されています

ので、ペルガモンが最初というわけではありません。しかし、獣皮を薄くし

たり書きやすくしたりする技術が飛躍的に進歩したのは、写本作りが組織

的に行われた「ペルガモン図書館」と「アレクサンドリア図書館」の確執が

あったこの時期である、とは大いに考えられます。

　この図書館間の確執には（紀元前 31

年にアクティウムの戦いの起こる 5 ～ 6

年前の話）、クレオパトラの歓心を買おうとアントニウスが、消失し

たアレクサンドリア図書館にペルガモン図書館の蔵書 20 万巻を与

えたという因縁話もあります。（アクティウムの戦いについては ＃69・

Fig140 を参照ください。） 

　 こ の 獣 皮 を 薄くの ば して 紙 状 にした も の を パ ー チメント

（Parchment）と呼び、日本では羊皮紙といわれ、羊の皮の紙と書きますが紙ではありすせん。また羊

の皮だけを使ったものでもありません。

　この時代、今のトルコ周辺では羊を多く飼っていたので羊の皮は一番手に入りやすかったのでしょうが、

羊ばかりでなく山羊や牛・鹿や豚・ラクダ・ウサギなどの皮も用いたようです。 

　動物の皮の構造は種類により多少異なりますが、表皮と真皮とからなりその下に皮下組織があるとい

う構造で、真皮の部分、特に網状層と呼ばれる膠原

繊維束（こうげんせんいそく）が主にコラーゲンの繊

維からできており、通常はコラーゲンの繊維が立体

的に緻密に絡み合わさって形成されているものが、皮

の膠原繊維束を四方からぎゅうぎゅう引っ張って伸ば

すことになり繊維が引き延ばされ、立体的だった繊

維束もペタンと平面的になり、乾燥させると「紙」の

ような質感を持つようになるのです。 

複写を考える○80　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

16 世紀ドイツの木版画
羊皮紙職人　Fig 156

アクティウムの戦い　Fig 157

日本タンナーズ協会　皮の構造（牛より）　Fig 158

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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6月号：早坂 淳氏
お台場ヒストリーガレージにて

9月号：早坂 淳氏
ペコちゃん人形

7月号
イラスト：ナカガワ暢

埼玉県長瀞にて
渡邉	浩財子氏（関東複写センター協同組合）

■今月号の掲載写真



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。

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

新登場
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