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日本複写産業協同組合連合会東海大会開催
平成 26 年 11 月 7 日

名古屋国際ホテル 2 階老松の間にて全

国より 118 名の組合員、賛助会員が参集し、盛大に執り行われ
ました。
「私たちのリデザイン」をテーマに
1.日本複写産業協同組合連合会会長挨拶
2.実行委員長挨拶
3.日本複写産業協同組合連合会業務報告
4.日本複写産業協同組合連合会表彰
5.日本複写産業協同組合連合会

確定拠出委員会最新報告

続いて
6.各組合の現況報告及び今後の方針を各協同組合理事長より発表
されました。
7.閉会挨拶
そして記念講演（演題「事業リデザインの考え方・すすめ方」と
して、講師『中小企業診断士（経営コンサルタント）
「キャリアデザ
イン総合研究所」代表佐々木史光氏』
）が行われました。
その後はお楽しみの懇親会です。
各地域からの参集者が一同に介して和やかに会食がすすみ、楽し
いビンゴゲームで盛り上がりました。
近畿複写産業協同組合は次回開催ホスト役として「次は大阪の地で皆様にお会いしたい」とご案内を致しま
した。
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平成２６年９月１８日大阪府中小企業団体中央会大阪大会業界功労賞受賞
桑田靱比古副理事長・山脇雅則理事・河村武敏理事が
長年の組合へのご尽力に対して業界功労賞を受賞されました。
桑田様、山脇様、河村様いつも組合諸行事について大変お世話になりま
す。
また

今後とも今迄同様にご尽力賜ります様お願いしたいと思います。

この度はおめでとうございました。

富士ゼロックス様による「ＢＳＣ研修会」開催
第四回目 平成 26 年 10 月１0 日（金）
狙い：今日の環境変化を踏まえ、中期的な視点から自分
の思いを具現化するビジネスモデルを発表し、不退
転の決意で実行を誓う。
効果： ①ビズネスプラン実行のコミットメント
②新たな人的交流を育む場
終日受講者によるビズネスモデルの発表を行いました。

続いて、経営者講話では、㈱富士ゼロックス総合研究所代表取締役社長 芳澤
宏明様にお越し頂き、
「求められる人材像

戦略の実行とリーダーシップ」につ

いて講話頂きました。
■当社の紹介、自己紹介
■これからの時代に必要となる人材
■戦略は実行することで価値（業績）が出る
■リーダーシップ
最後に修了式にて修了証書と記念品授与の後懇親会を行い、再会を誓い合いました。

←古屋講師を真ん中に発表を終え晴れ晴れ
とした受講生の集合写真です。
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リコージャパン㈱

Value

Presentation2014 開催

平成 26 年 9 月 9～10 日グランキューブ大阪にて Value

Presentation2014 が開催されました。

この度はコミュニケーションエリア（展示会場）を 4 つ色分けでゾー
ン展開され、売上拡大ゾーン・ワークスタイル変革ゾーン・業務プロセ
ス改革ゾーン・経営基盤強化ゾーンとわかりやすく展示されていました。
気になったのは、「ＲＩＣＯＨ－Ｓｈａｒｉｎｇ ＢｏｘタイプＭ3」。
これは社外にデータボック
スを置くことなく、どこから
でも「安心アクセス」で外出
先からでも安心して社内のデータを活用できるそうです。情報漏え
いやなりすましによる不正アクセスが心
配な方でもリコー独自のセキュリティー技術、暗号化による安全な通信。アクセス
できるデバイスを制限し、万一デバイス紛失時もＷＥＢブラウザーで管理ができて
安心だとのことでした。
もう一つは、｢ＲＩＣＯＨ ＭＰシリーズ｣にＺシリーズが参考出展されていたも
のです。「スマホでピッと印刷できないかな？」というような時、アプリで複合機
を簡単操作するというものです。スマートデバイスをかざすだけでデータ印刷を可
能にするというものです。実現出来たら店頭でちょっと気軽にスマホのデータを出
力できるって、いいですね。期待したいと思いました。
イベントホールでは色々なセミナーが開催されていました。元プロ野球選手桧山進次郎選手やＴＶで御馴染
みの門倉貴史氏を招かれて会場は沢山の来場者で一杯だったそうです。
その中の一つ、旭化成㈱吉野彰氏によるセミナー「日本の技術が世界でブレイク～リチウムイオン開発秘話
と今後の関西エネルギー市場～」に出席しました。
野外実験に成功しえなかったら今のリチウム電池は無かったかもしれないお話や、1995 年ＷＩＮ.95 発売と
同時期にリチウム電池の販売が重なり市場が拡大したこと。今後はより大型の電池の開発により、
ＥＴ(Environment＆Energy Technology）変革をおこすであろう技術分野が目白押しであること。そして、
ＥＴ製品を当たり前のように使う市場の顕在化は 2020 年頃にはおこっているのではなかろうかという事でし
た。16 年後東京オリンピック開催の頃、技術はどこまで進歩しているのでしょうかとても楽しみです。

コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱セミナー・フェア開催案内
KONICA MINOLTA bizhub Fair 2014～ 「はたらき方の変革」をご提案します～
LINK UP！KONICA MINOLTA を開催。
日時：11 月 18 日（火）10 時～18 時
11 月 19 日（水）10 時～17 時 30 分
会場：西本町インテスビル 17F
大阪市西区西本町 2-3-10
http://www.konicaminolta.jp/business/information/2014/141118_19.html 開催のコンセプトは
「お客様に最適な課題解決策をご提供します！生産性向上＋コスト削減＋ガバナンス強化」
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セミナー同時開催
13:00～14:00 経営者が語る「移転を機会とした新しいワークスタイルへの取組」
コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）取締役マーケティング本部長鈴田透
14:30～15:10 働き方変革を支える自社実践ソリューション
コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）ソリューション事業本部長新野和幸
15:40～16:20 営業力強化の現場自社実践事例
コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）ソリューション事業本部副本部長別府幹雄
右記の Web 予約よりお申し込みください。http://goo.gl/33euES

近畿複写産業協同組合主催キヤノンマーケティングジャパン㈱セミナー開催案内
デジタル化の波に乗る
～企業の存続・発展を導く「経営のあり方」の探求～
第一部

15:00 -16:00

「元コンサル・現印刷会社経営幹部が語る印刷会社が生き残るための方法」
～元船井総研コンサルタントが経営者にメッセージを発信致します～
講師 ： 株式会社ＭＣＣ
第二部

–Ｍedia

Craft ＆

Consulting- 代表取締役

奥敦雄様

16:15 -17:00

「新規開拓の取り組みが皆様の会社を強くする！」
～地域密着型営業手法をご紹介致します～
講師 ： キヤノン MJ 近畿中部プロダクション営業開発課 課長
17:00～「キヤノン新型カラーライトオンデマンド機
～imagePRESS

松井

昭氏

Ｃ８００展示会」

C800 で様々なメディアにプリント出力致します。～

キヤノン待望のカラーライトオンデマンド機“imagePRESS

C800”を展示致します。

クラス最高水準の生産性。実際の印刷画質、スピード、安定性をご体感下さい。
詳細は右記の Web をご覧頂き、ご予約ください。http://www.kinkifukusha.jp/news/2014.11.25.pdf

富士ゼロックス㈱主催ＮＥＷ ＶＡＬＵＥ ＣＩＲＣＵＳ ｉｎ ＯＳＡＫＡ開催案内
新商品と関連するソリューションのご紹介、各種セミナーならびにエンターテインメントショウ
【 開催日時 】2014 年 11 月 27 日（木）28 日（金）
【 会 場 】ハービス HALL 〒530-0001 大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス OSAKA 地下 2 階
［セミナー］
11 月 27 日 10:30～16:30
11:00-12:00 「地域と企業が価値を共創するための技術経営」
富士ゼロックス株式会社営業計画部 復興支援室
室長 樋口 邦史氏
13:30-14:30 ミッション経営：企業の原点に戻る「企業は世の中を良くするためにある！」。
株式会社リーダーシップコンサルティング

代表取締役社長 岩田松雄 氏

（元スターバックスコーヒージャパン CEO）
15:30-16:30

中村貞裕流「ミーハー仕事術」
株式会社トランジットジェネラルオフィス 代表取締役社長 中村貞裕 氏
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11 月 28 日 10:00～16:30
10:30-11:30 「変化するビジネスニーズへの素早い対応を可能にする」
Adobe Creative Cloud アドビ システムズ株式会社
マーケティング本部 大倉 壽子 氏
13:30-14:30 「組織視点でメンタルヘルス一次予防を考察する」
株式会社富士ゼロックス総合教育研究所
メンタルヘルスコンサルタント 竹内 理恵 氏
15:30-16:30 「How to Design」
株式会社ルームコンポジット代表取締役 カイシトモヤ 氏
［展示・デモコーナー］
11 月 27 日 12:00～18:00
11 月 28 日 10:00～18:00
[エンターテインメントショウ]
11 月 27 日 12:50 -13:10 ／ 14:50 -15:10
「明和電機」電気で動くナンセンス楽器に合わせて、社長・工員が歌い踊る、メカニカルコンサート
11 月 28 日 12:50 -13:10 ／ 14:50 -15:10
「WORLD ORDER」独自の音楽表現と身体表現で世界を魅了する、空前絶後のフォーマンスユニット
【 参 加 費 】無料／事前登録制
右記 URL よりお申し込みください http://www.fujixerox.co.jp/2014nvc2/
入力フォームで以下を入力 コード：P004

ナンバー：15863

親睦ゴルフコンペ開催のご案内
１．日

時

： 平成 26 年 12 月 6 日(土)
集合時間 ＡＭ8：00

スタート ＡＭ8:56 アウト･イン同時スタート
参加者の組み合わせ及びスタート時間は後日連
絡いたします。
２．場

所

：有馬ロイヤルゴルフクラブ
兵庫県神戸市北区淡河町北畑５７１
℡ 078-958-0121

３．募集人員

：12 組（48 人）

４．会

：8,000 円（昼食

費

会食、賞品代を含む）

プレー費（約２万円）
、売店使用等は各自でご精算下さい。
５．競技方法

：①18 ホールストロークプレー、Ｗぺリア
②同スコアの場合は、ハンディ上位、年齢上位とします。

６．入

賞

７．申込方法

：優勝、準優勝、3 位、各位賞、当日賞、ＢＢ賞、ＢＧ賞、その他
：お送りしました申込書に所定事項をご記入の上、
近畿複写産業協同組合事務局宛ＦＡＸ(06-6201-4768)にてお申し込み下さい。

８．申込期日
（問合せ先）

：当初締め切りはすぎておりますのでお急ぎお申込み下さい。
近畿複写産業協同組合
Tel

事務局

06－6201－4766 Fax 06－6201－4768
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新年互礼会開催のご案内
１． 日

時 ：平成 27 年 1 月 14 日(水)
午後 6：30～8：30（例年より開始を 30 分遅くしています。）

２． 場

所 ：フレンチレストラン「ラグナヴェールプレミア 」
大阪市北区梅田 3 丁目 1－3
大阪ステーションシティ

ノースゲートビルディング 28 階

℡ 0120－987－520※ＪＲ大阪駅より、ノースゲートビル内オフィスエントランス
エスカレーターで 4 階オフィスロビーまでお越し頂きロビー内に専用エントランスがございますので、ラグ
ナヴェール直通エレベーターにて 28 階までお越し下さい。
３．

会

費

： 10,000 円 (1 名に付き)

後日改めてご案内をお送りいたします。皆様おそろいで御参加賜ります様お願い申し上げます。

組合日誌

平成 26 年 10 月 22 日第 561 回理事会を開催しました。

１．報告事項（各担当理事）

２．協議事項（各担当理事）

第559回理事会議事録の報告（巽副理事長）
承認した旨報告されました。
． 10/10富士ゼロックスセミナー開催報告（河村理事）
１人15万円のセミナー費用で泊まり２回通い２回の計４回のセミナー開催でした。
ＢＳＣ（バランススコアカード）研修経営戦略立案として10/10には発表論文をプ
レゼンし論文集にまとめてあります。それぞれ各社各様でしたがセミナー後継
続して経営に取り入れることとしてほしいです。来期も継続して取り組みたいと
考えていて、再度詳細をレビューする機会を作り行いたいです。盛況に終了でき
てよかったです。
． ダイワ写真㈱９月末付け退会の件（楠本理事長）
社長と話ができていません。
． 次世代座談会開催の件（日笠理事）
９／２４に㈱双陽社米本様､㈱関西青写真巽様､㈱キンキ宮本様､コーセイ･プロ
ス㈱田中様､㈱宏和日笠の5名にて行いました。若手でざっくばらんに行いました。
原稿は提出済みです。
． 業界功労者座談会開催の件（楠本理事長）
１０／１に㈱関西青写真六藤様、㈱ダイビス満田麗子様、元マルワ写真工業㈱
松本様、藤島相談役、佐々木理事、楠本の6名にて行いましたことを報告致します。
． 青焼き関係報告（藤田理事）
各業界へ青焼き関係についてご説明にいかれた結果は如何でしたか。
関西青写真では八尾土木へ行きました。
田村コピーは今契約していないので行っていません。
組合としては各組合員が出入りしている先はわからないので、リコーの情報（メン
テナンス、部品・感光紙供給期限）等再度お知らせして各組合員に説明を依頼す
るしかないです。１２月の情報定期便にて再度情報提供例文をお送りします。
． 事務局より報告（小野事務局）
＊新事務局員の件 八松は、１２月末で退職し、２月に結婚します。約３年間お世
話になりました。有難うございました。
八松さんの後任として入局しました、佐藤由美です。よろしくお願い致します。
１２月末まで３人態勢で来年１月から又２人態勢で事務局を運営いたします。
＊賛助会員担当者変更の件
直の担当は外れておられましたが組合を長く担当して頂いていた樽口様が関西事
業本部ＯＲ関西営業部で大塚商会様担当になられました。谷町４丁目のビルで違
う階へ移られるとの事です。
＊大阪府中小企業団体中央会支援について＜資料1＞
本日１８時より中央会支援による組合ビジョン・中期計画作成支援第1回目を開
催致します。支援部会メンバーは中央会担当川口氏、福島氏、中小企業診断士
片山祐姫氏、組合員光青工業㈱橋本様、㈱双陽社米本様、㈱キンキ宮本様、
㈲南山城複写センター高辻様、安井工業写真㈱安井様、楠本理事長、佐々木理
事、日笠理事、田中理事です。本日参加予定は川口氏、福島氏、片山氏、米本様、
楠本理事長、佐々木理事、日笠理事です。５回位のディスカッションを踏まえ組合
の存在意義を明文化できることまでを目標にしています。
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11/7名古屋大会参加申込状況及び大阪大会開催告知の件（福味副理事長）
＜資料2＞
10/22現在大会17名懇親会18名の参加申込です。
フジデジタル藤様へ理事長が声かけをして下さい。
創和情報管理センター佐田様へ藤島相談役が声掛けして下さい。
山脇理事はご自身の代わりに従業員の方へ声掛けして下さい。
福味副理事長が次回開催地ホストとして紹介方法を思案し、案内をします。
福味副理事長が声掛けしましたら、御参加の理事の方はひな壇へあがって頂きま
す様お願い致します。
㈲三洋青工所退会の件（藤田理事）
退会の申し入れ2日後に代表者様が亡くなられました。会社は弟様が引き継がれ
ます。
次回か次々回の理事会で結果報告を致します。
新年互礼会開催日について（満田専務理事）
（担当者佐藤様転勤につき後任者清水様）
1/14はリコージャパンの賀春交換会と重なりました。17：00～17：30終了予定です。
そちらに参加される組合員様やリコージャパン担当者様もこちらへ出席されるのが
遅れると思われます。会場はウエスティンホテルです。
1/13（火）1/16（金）会場は予約は空いていますが1/14と告知済です。
またリコージャパンの担当者様もこちらへの参加が難しいため受付開始及び開式
の時刻を18：00から18：30に遅らせることにします。
会場の担当者、佐藤氏が関東へ転勤となり後任は清水氏とのことですが、まだコン
タクトが取れていません。引継について確認をとり次回理事会にて連絡致します。

３．９月会計報告（小野事務局）＜資料3＞

副資材の売上額が半年で昨年に比べ100万減少です。仕入はそれに伴い170万
減少です。4-6月の売上商品には3月購入の預り在庫分を含みます。
ダイヤミックのインクジェット紙については全組合員を対象に販売可となって居ます
が売上額は伸びていません。約半数の組合員においてはインクジェット紙を使用せ
ず、ＰＰＣを利用しているとのことだからです。
教育情報収入の増加はＢＳＣ研修とＰＯＤ本の売上の結果です。
後日教育情報費用として150万出金予定ですので、教育情報事業費が増加します。
副資材の種類について 必要なものがあれば提案をお願い致します。
大分県のさかもと氏の情報提供でＣＡＤ系など地図・線画・図面系でボリュームの
ある場合カラーレーザー出力がＡ1で1枚500円位と安価ですのでぜひご利用下さい。
４．その他

キヤノンセミナー及びゴルフコンペ参加申込中間報告・声掛け＜資料4＞

キヤノンセミナーにおいて、10/22現在参加申込中間報告で、4社4名です。
昨年参加の方などへ理事ネットワークでもって声掛けして下さい。
メールにてご連絡致します。ご自身の申込ＦＡＸ及びお声掛けその結果を事務局
までご連絡下さい。

日本複写産業協同組合連合会東海大会

Ｐ.1

10月10日

ＢＳＣ研修会（第4回目）

Ｐ.2

10月22日

第561回理事会開催

Ｐ.6

編集後記
本年１２月をもちまして、八松さんが組合の職を退きます。「寿」です、おめでとうございます。これからの人生、「この３年間を
活かされれば・・・」と思います。末永くお幸せに!！替わって、この１０月にニューフェースが誕生しました。佐藤さんです。
一日も早く、仕事に慣れ、組合員へのお役立ちに期待します。
（記・桑田）

今月は新入職員「佐藤さん」が参りました。慣れない環境の中一所懸命に仕事を覚えています。私も初心に戻って
仕事に取り組みたいと思います。八松さん同様よろしくご指導の程お願い申し上げます。
（記小野）

6

経済産業省及び大阪府からのお知らせ（平成２６年工業統計調査が実施されます。）
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統
計です。調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。
調査時点は２６年１２月３１日です。我が国の工業の実態を明らかにし、産業政策、
中小企業政策など、国や都道府県な どの地方公共団体の行政施策のための基礎資料
となります。また、我が国の経済統計体系の根幹を成し、経済白書、中小企業白書な
どの経済分析及び各種の経済指標へデータを提供することを目的としています。調査
にご協力の程よろしくお願い致します。

大阪府総務部統計課
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日本複写産業協同組合連合会東海大会写真集

楽しい懇親会
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