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平成２６年度 親睦ボウリング大会開催
平成２６年９月７日日曜日 「イーグルボウル」にて親睦ボウリン
グ大会を開催致しました。
当日は、素晴らしい秋晴れの中、早朝より組合員様１５社１１１名、
賛助会員様５社１３名、役員理事事務局合わせて１３３名の方々がご
参加下さいました。有難うございました。
昨年度よりご家族の御参加が増えたことを踏まえ、今年度より小学
生低学年まではハンディをつけることにしました。すると今年度も小
学生以下の子供たちやご夫婦でのご参加が多くみられ、ご家族
での楽しいひと時を過ごして頂けたのではないでしょうか。
さあ、まずは準備体操で堅い身体をほぐし、満田専務理事の
元気な挨拶で開会式です。
昨年度団体優勝チームが不参
加の為同グループ会社リコージ
ャパン㈱樽口様から優勝杯の返還をして頂きました。
次に昨年度上位者の㈲三洋青工所前
田充夫様に模範演技を・・・あれれ？
何とガーターでまずは溝掃除を行って下さいました！
さて その後はいよいよ、練習タイム。今年も多数御参加頂きました
ので２階フロアと４階フロアに分かれての競技となりました。

４階では２チームだとちょっとさびしいですね～とのお言
葉に、来年は４階も参加者で埋まるよう、より多くの御参加
を募りたいと思いました。
さて、３ゲーム。徐々にスコアの上がる人。だんだん腕力
が無くなってきた人。悲喜こもごも・・・
結果やいかに。
。
。
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まずは、個人賞の発表です。
個人賞
優勝
準優勝
３位
５位
７位
１０位
２０位
３０位
４０位
５０位
６０位
７０位
８０位
９０位
１００位
１１０位
１２０位
ブービー賞
女子ﾊｲ
ｹﾞｰﾑ賞
男子ﾊｲ
ｹﾞｰﾑ賞

氏名
前田洋一
前田充夫
大谷健志
吉村久郎
小西正登
鞍田結衣子
豊住敏明
南雅子
阪口義紀
鶴岡信吾
石塚小六
岡崎萌美
五百蔵納子
波多野周作
波戸岡武
加藤文也
香川麻友美
小山陽都

チーム名
スコア
㈲三洋青工所
502
㈲三洋青工所
484
㈱ダイビスA
482
㈱京阪工技社A
479
ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術㈱A
466
㈱淀川工技社A
462
㈱田村コピーA
439
ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術㈱B
413
㈱ダイビスC
397
㈱ダイビスB
388
ﾏﾙﾜ写真工業㈱
376
㈱ダイビスE
358
㈱ダイビスF
323
ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術㈱A
307
㈱ダイビスC
294
㈱ﾔﾏｲﾁﾃｸﾉA
266
㈱ダイビスF
234
㈱淀川工技社B
152

鞍田結衣子 ㈱淀川工技社A

181

前田充夫

199

㈲三洋青工所
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そして、続いて団体賞は、優勝は㈲三洋青工所チームでした。マイボール使用の為ハンディ無でのスコアです。

団体賞
優勝
準優勝
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
１１位
１２位
１３位
１４位
１５位
１６位
１７位
１８位
１９位
２０位
２１位
２２位
２３位
２４位
２５位
２６位
２７位
２８位
２９位
３０位
ブービー賞
３２位

チーム名
㈲三洋青工所
㈱田村コピー
㈱京阪工技社A
㈱ダイビスA
㈱関西青写真
マルワ写真工業㈱
㈱ヤマイチテクノ
㈱コピーフジタ
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱
㈱ダイビスB
エイチエス写真技術㈱B
エイチエス写真技術㈱A
㈱日青＆ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱

石川特殊特急製本㈱
富士ｾﾞﾛｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
㈱京阪工技社B
㈱淀川工技社A
㈱アピックスC
㈱ヤマイチテクノA
㈱ダイビスD
石川特殊特急製本㈱B
㈱ダイビスC
㈱アピックスA
㈱京阪工技社C
㈱阪神青写真工業所
㈱ダイビスF
㈱淀川工技社B
リコージャパン㈱
エイチエス写真技術㈱C
㈱宏和
㈱アピックスB
㈱ダイビスE

スコア
1,885
1,815
1,770
1,669
1,664
1,636
1,606
1,583
1,554
1,514
1,511
1,497
1,495
1,480
1,420
1,401
1,365
1,351
1,304
1,300
1,292
1,257
1,251
1,247
1,219
1,211
1,178
1,173
1,155
1,125
1,095
1,050

準優勝は、㈱田村コピーチーム、第 3 位は㈱京阪
工技社Ａチームでした。

飛び賞は、１０位２０位とありますが、１０位と１１位の差は、
惜しくも３ピン差、又２０位と２１位の差は８ピン差でした。
㈱アピックスＢの渡辺君はブービー賞に選ばれてとっても喜
んでくれました。
さて、皆さんのチームは何位だったでしょうか？
本年度の御参加
有難うございまし
た。又、来年も多く
の方の御参加をお
待ちしております。
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組合会員企業による事例紹介＆情報交換会開催（主催：次世代事業委員会）
平成 26 年 7 月 30 日（水）18：30～
組合会議室にて 事例紹介＆意見交換会を開催致しました。
発表者 コーセイプロス㈱

田中 義雄氏（近畿複写産業協同組合理事・次世代組織委員会副委員長）

参加組合員 ｱｻﾐ写真情報㈱

ｵｰｴﾑｶﾗｰｺﾋﾟｰ㈱ ㈱関西青写真 （有）図面ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ（ｷﾝｷ）㈱宏和 ㈱桜商会

㈱菅原 ㈱双陽社 ㈱ダイビス 大和写真工業㈱ ㈱日青 ㈱ﾌｼﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ(有)布施技術社
次世代事業委員会委員 ㈱宏和 コーセイプロス㈱ ㈱アピックス ㈱淀川工技社等
合計 20 名ご参加頂きました。
事例紹介「顧客ニーズに対応した取り組み」と題してお話し頂きました。
EpisodeⅠ：お客様からの声・・・お客様からお声掛け頂いて仕事が展開した。
EpisodeⅡ：先輩経営者からの声・・・客先に深くさされ！
EpisodeⅢ：知識、資格・・・既存社員の努力による知識の取得。
EpisodeⅣ：お客様との距離感・・・軽作業の代行ではない。
EpisodeⅤ：失敗・・・社内でできないことには手をださない。
EpisodeⅥ：防災・・・現在仕事の柱になって。

先輩からの声掛けのエピソードあり、失敗談ありの興
味深くそして参考になるお話しで、その後の質疑応答も
活発に交わされました。
参加頂いた方々からは、同業者の生の情報を話して頂
き、とても参考になった、参加して満足！のご意見を沢
山いただきました。
今後も引き続き このような企画を考えて参ります。
是非、次回の御発表をお楽しみにして下さい。

事例紹介の後は、組合事務局近く個室旬彩北浜 南禅にて 懇親会 開催
引き続き、各テーブルでは意見交換が行われ、だんだ
んとその後はプライベートの話題にも触れ、同業者の新
たな横のつながりを深めて頂けたようでした。
今後、各社の強みを生かして、組合員同士人と人との
つながりで業務のコラボレーションを諮って頂けるか
もしれません。
そういった機会の育む場として今後も活動を続けて
参りますので、今回ご参加頂いた方もご参加できなかっ
た方も次回の御参加をお待ちしております。
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富士ゼロックス様による「ＢＳＣ研修会」開催
第二回目 平成２６年８月１日（金）～２日(土)
狙い＊自部門のビジョンを作成し、ビジョンに基づき
ＳＷＯＴ分析が出来、戦略目的を明確化する。
＊戦略マップの重要性を知り、戦略マップを作
成できる。
効果＊自社のビジョンに基づく戦略目的を抽出できる。
＊SWOT 分析にて自社の現状を把握できる。
オブザーバーとして楠本理事長、満田専務理事、佐々木
理事、アピックス㈱川野様、㈱ダイビス中村様がお見え頂
き受講生を応援して下さいました。
↓昼食風景
経営者講話では富士ゼロックス山崎紅様
にお越し頂き、
「戦略策定・実行を現場で実践する」ノ
ウハウを教えてくださいました。
第三回目 平成２６年９月５日（金）～６日（土）
狙い＊実効性の高い戦略策定の為
のブラッシュアップ
効果＊明日から実行できる部門戦
略が策定できる。
＊自部門の戦略の見える化に
よりメンバーへの周知徹底
が出来るようになる。
経営者講話では、株式会社ＳＥＩＵＮＤＯ代表取締役 田畑良一様にお越し
頂き、
「請負い」型受け身経営からの脱却 ～優位な立場から買い手に尽くし、
自社の未来像を主体的に描く～ について、講話頂きました。
1.本日の私の「立ち位置」
2.キーワード（いつも考えていること）
3.その結果、見えた景色（ニッチトップの利点）

リコージャパン㈱様による「若手社員育成研修会」開催
平成２６年８月２９日（金）
・３０日（土）
リコージャパン㈱本町橋事業所６階にて、
昨年・一昨年と引き続き、若手社員育成研修を行いました。
講師は、リコーヒューマンクリエイツ㈱平利博氏です。
今年度は、内容を少しバージョンアップしたアドバンスコースになりました。
参加者は２０代から３０代の７社１２名。女性が３名男性が９名です。
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講師 平利博氏

同業者の同世代が一堂に会して同期となり、班ごとにグループワークを通して
自分の強みや弱みを指摘し合い自分気付きをし、高め合いました。

班内で意見を出し合い、より気づきが深まった

２日目にはそれぞれが作成したアプローチシナリオを発表

見事河村賞を掴んだのは大西さん。
是非実践で活かしてくださいね！

記念品

平講師を真ん中にいい笑顔のセミナー受講生集合写真

懇親が深まって名残惜しい～
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富士ゼロックス新商品Ｖｅｒｓａｎｔ

2100 Ｐｒｅｓｓお披露目会開催

平成２６年７月１５日
ザ・リッツ・カールトン大阪にてお披露目会が行われました。
Ｖｅｒｓａｎｔ 2100 Ｐｒｅｓｓ
特徴：①トップスピード毎分 100 ページ。52ｇ/㎡薄紙から 350ｇ
/㎡厚紙まで対応
②高速走行時も高画質を可能にする定着技術を標準搭載。２本の
加熱ロールが、ムラなく加熱させることにより温度変動を抑え
ます。
③オフセット印刷とオンデマンド印刷をハイブリッドに切り替え
コストダウンを図ります。
④封筒から長尺用紙まで幅広い用紙サイズに対応し、新たなビジ
ネスの可能性が広がります。

操作面

会場の様子

役員研修会・懇親ゴルフ大会開催
平成２６年７月１８日 神戸スペースアルファにて役員研修会開催。
テーマ：メディア分析と嗜好分析･コミュニケーションとは？
講師 ：富士ゼロックス㈱プロダクションサービス営業本部
ＣＲＭ営業部 嶽肩正幸様
内容 ：色々なメディア分析・嗜好分析結果を紹介し、顧客接点モデルを
デザイン制作に活用する考え方
１９日 ジャパンメモリアルゴルフクラブにて懇親ゴルフコンペ開催
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リコージャパン㈱リコー創青会開催
平成２６年７月２４日（木）リコージャパン㈱谷町事業所にて開催。
参加者は、社内外合わせて 58 名。それを受け創青会会長佐
田様はご挨拶で「成功は出席多数で有る事だ」と述べられ
ました。
第一部セミナー
テーマ：中小企業の販路拡大活動と業態変革の実態を事例
から学ぶ」
講師 ：山田栄司様
山田栄司事務所 営業設計コンサルタント
印刷経営戦略アドバイザイー
実際にコンサルタントをされているクライアント様の事例
として、どの様な対策を講じられたのか詳しく紹介されました。
「目指す市場は、印刷＆制作ニーズが潜在化
しているブルーオーシャン。
「印刷物化推進運動」でもって抽出した課題解決を行う。その後は印刷物成功例
を武器に販路拡大を目指す。アベノミクスは追い風でこれからは、シニア市場・農業・医療がねらい目です。
販売戦略では援軍を必要とします。
」との事でした。
組合も援軍としてお役立ちを行います。お困りごとがございましたら ぜひご一報ください。
６３社の組合員や２４社の賛助会員と共に販売協力を行ってまいりたいと思います。
第二部リコーアワー
テーマ：ジアゾ終息後のリコー方向性
講師 ：BP 事業本部情報ビジネスサポート室
室長 床嶋邦臣様
2016 年 3 月末ジアゾ複写機事業を終息させること
になりました。
エンドユーザー様へは
①リコーホームページのトップページに掲載
②官公庁、調達指標の雑誌に記事・広告掲載
（物価資料・印刷料金・積算資料）
［ジアゾ機廃棄時の特別対応］
ジアゾ機回収時、マシン「回収費」標準価格の 85％にて回収
ジアゾ機廃棄時リコー製品（広幅機、複合機、POD 機）購入の場合、ジアゾ機の「回収費・処理費」全額負担。
（解体費やクレーン作業などオプション費用は対象外）
景気回復対策として「生産性向上設備投資促進税制」が行われ生産設備の優遇税制も行われている。
上記他、詳しい内容は営業担当者にお尋ねください。
第三部情報交換会
湖陽樹 谷町店にて、セミナー講師山田栄司様や東京からお越しの、リコージャパン辻田専務、坂主常務
そして、関西事業本部長太田様、大阪支社長景川様等、社内外合わせて 45 名にて有意義な情報交換の場とな
りました。
8

オーエムカラーコピー㈱様ものづくり･商業･サービス革新事業支援決定事例報告
平成 25 年度補正予算中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービ
ス革新事業に近畿複写業界初の支援が決定されました、オーエムカラーコピ
ー様をご紹介致します。
大阪市中央区谷町にて創業依頼 35 年間事業を続けられ、昨年 2013 年秋に
大阪府から新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」の承認を受けられま
した。その経緯は、あるセミナーにおいて今回の支援「1000 万円もらえる
支援策」が有ると知りました。そして、その支援を受ける為に必要な書類
代表取締役 小野正治様

を作成するに当たり、既に「経営革新計画」の承認を得ている申請に対して

は、7 点の加点があると、
（105 点満点 70 点位合格）その為断然有利になる事がわかりました。
もともと「これまでにないプリント」
「簡単に操作できるソリューション」に思いが有り、
「立体物スキャナ
を利用した非接触型カラーコピーシステム」を望んでおられました。そのシステムにより事業の幅やビジネス
チャンスを広げようとされています。
「経営革新計画」申請書類には、サ-ビス革新事業支援申請と同じ必要書類が有ります。5 か年の事業計画
を利益率や諸経費等綿密に計算し、根拠のある計画書を綿密に作成しなければ、口頭試問で詰まったり、手厳
しい質問に対して熱意を持って跳ね返せなかったりするのです。
但し、その計画が承認されれば後はそのサービスによってどんな革新的なサービスが提供できるかを、言葉
上手に作文すれば、支援決定まで近いのです。なかなかその作文も難しい場合、中には認定支援機関等に諸費
用をかけて依頼する方法もありますが、
「Ｆ＆Ｍ」
（作成 5 万+成功報酬 5 万）
のように安価で作成して頂けるところは少ないようです。然しながらサー
ビス革新事業に対する支援金ですので、設備投資目的より、新しい商品を
創造し、どの様に提供するか、そのサービスはどのように革新的なのか。
そして、その為にこの設備が必要だから支援を受けたいという流れが見え
ないと、支援決定までたどり着くのは難しいようです。
この度の支援決定となった設備では、実物を実物以上に鮮明で写しだす
ことが出来ます。
写したものが立体的に、そして光沢のある金や銀の袋などの質感が充分に感じられ、思わず手で触ってみた
くなります。
額縁に入った絵画もガラス越しに写しても乱反射することなく、全面に均
一に光が当たり全ての面において綺麗に映ります。
「スキャナ撮影機」と呼
ばれるものだそうですが、目で見たまま写しだされる様は本当に素晴らしい
と思いました。
現在は、プリンターで試作品作りを
されています。その後申請し生産機と
して承認を受ければ本格的にサービスの提供を開始されますが、現段階
では試作品として無料で作成して頂けるそうです。
ぜひ一度実物をご覧頂くためにもアンケート、ユーザー事例協力、試
作品受領書に協力していただける方は、サンプルを無償譲渡していただ
けるそうですので、試作品の作成をお勧めします。詳しい情報はＨＰhttp://www.omcolor.co.jp/pg137.html
をご覧ください。
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事務局からのお知らせ
＊組合では物価資料を隔月で購読しています。価格等参考にされたい方は組合にて閲読可
能ですので事務局までお越しください。
＊光青工業㈱代表取締役 橋本玲子様が、
「私たちの青写真～父の夢、私の夢、そして、会
社の夢～」を平成 26 年 7 月 5 日に出版されました。現在アマゾンにて好評発売中です。

複写日誌
平成 26 年 8 月 21 日第 558 回理事会が開催された。
1

報告事項（各担当理事）
＊ 第556・557回理事会書面議決の件
１― １ ． 第555回理事会議事録の報告（巽副理事長）
9/18に行なわれる中央会大阪大会への出席者は楠本理事長・桑田副理事長
承認した旨報告されました。
･山脇理事・小野事務局です。
１－ ２ ． 6/17第32回大阪府官公需適格組合協議会通常総会報告（藤島相談役）
＊ 7/16 定款 認可の件
協議会の事業の報告は、中央会事業の協力HPでの協会情報提供が主です。
第５１期にて承認可決されました定款ですが、近畿複写産業協同組合経済産
収支は、事業諸費のみの為会費で賄えている。
業局から7/16に認可を受けました。
今年度は、役員改選の年で藤島相談役は理事に就任されました。
2 協議事項（各担当理事）
来賓の挨拶では、閣議決定される国等の契約の方針に従って指導する旨、
２－ １ . 9/7親睦ボウリング大会の件（資料5）
又、大阪の成長戦略として官公需の確保を推進するとのことでした。
＊ 役員は９時までにご集合下さい。
１－ ３ ． 6/27全国官公需適格組合協議会 官公需フォーラム報告（藤島相談役）
＊ 司会進行は、満田専務理事にお願いし了承を得ています。
全国の会長に大阪の会長越田英喜氏が就任され、北海道複写組合山田様は
＊ 始球式は前年度４位の前田充夫様にお願いしました。
副会長に就任されました。
＊ 登録受付は、昨年同様９時３０分とします。またその後の流れも同様です。
パネルディスカッションでは、最近の共同受注の有り方として提案型事業をおこ
＊ ハンディについて、マイボール持参者は付けません。
した事例が、紹介されました。
＊ 小学校低学年に対しては女性と同様にハンディをつけます。
１－ ４ ． 7/4・8/1-2富士ゼロックスセミナー開催報告
＊ 入賞賞品についても昨年通りとします。詳細は資料５を確認下さい。
参加者５社１０名は沢山の宿題に四苦八苦しながらカリキュラムをこなされて
＊ ボーリングレーン表に有りますように、キヤノン様のレーンについて空欄ですが
います。次回は9/5-6です。
福味副理事長からキヤノン上野様へ追加参加依頼の連絡をして頂きました。
8/29-30リコージャパン若手社員研修会開催案内（河村理事）（資料1）
月末までに連絡がない場合再考します。
７社１２名の参加申込が有りました。今年度は昨年一昨年より内容がバージョン
２－ ２ . ダイヤミック斡旋商品追加の件（資料6）
アップしています。講師はリコーヒューマンクリエイツのセミナー専門の方です。
全組合員様に購入メリットを届けたいので斡旋商品の追加を申し出られました。
記念品としてスターバックスのカードとタンブラーを用意し、セミナー終了後には
インクジェット普通紙（ダイヤJETペーパー５９４×１００ １箱１本入り）を共同
河村様ご推薦の産業会館上階で懇親会をします。
購入銘柄に追加します。但し、見本として理事数分を確保依頼します。
予算が盛況の為参加者が多く中央会支援金をあてても約２万円の不足になり
詳細案内はダイヤミック様が各組合員を訪問されます。
ます。
組合おろし価格は他の斡旋商品と同様とし、受発注方法も同様です。
１－ ５ ． 7/30事例紹介及び情報交換会開催報告（日笠理事）（資料2）
3 ５月６月会計報告（小野事務局）（資料7）
組合会議室で田中理事による自社の事例紹介をして頂きその後近くの店で
主だった収入支出は昨年同様です。差が有るのは請求書未着の為未払いの
情報交換会として懇親会を行いました。
為です。売り上げは昨年より１割程度減です。
田中理事には自ら発表して頂いた事に感謝しています。また、今後どのように
製本関係の副資材に大きな受注の変化は有りませんがそれ以外の副資材が
続けていけばよいかが課題です。
約半分ほどになって居ます。同様に仕入も減少しています。
１－ ６ ． 8/6 第3回50年誌編集委員会報告（桑田副理事長）（資料3）
今後売り上げ増の為の共同購入商品を検討すべきです。
現在はまだ報告するに至っておりません。議事録をご覧ください。
４．その他 ＊ 賛助会員担当者名簿変更報告（未定部分有り）
１－ ７ ． 事務局より報告（小野事務局）
リコージャパン各支社の担当者が決定しています。
＊ 総会及び懇親会収支報告（資料4）
連絡先を確認していますのでわかり次第名簿を作成し配布します。
参加者総会２９名懇親会８４名と大盛況でした。従って組合負担金はご祝儀
＊ 年末の忘年会兼理事会について今年は有馬にてすることを次回理事会にて審
・会費を差し引いて578,080円となりました。
議します。
＊ 平成26年度官公需確保対策地方推進協議会報告
＊ 名古屋大会で大阪大会のアピール方法も次回審議します。
国からの契約の方針の変更事項は創立10年以内の会社への事案のみでした。
＊ 1603問題について（１２月に組合員様へ出す案内文について）次回理事会にて
例年になく中央会からは中小企業への積極的な発注を依頼し、また官公需適格
審議します。
組合員の説明を全社分したことにより、発注する側の多い出席者はパンフレット
＊ ラグナヴェールプレミアご招待のレセプションパーティへ参加するのは満田専務
をしげしげと見られていました。
理事、山脇理事・藤田理事・小野です。
＊ 大阪府中小企業団体中央会役員の報告
前会長岡本楢雄様が顧問に就任され、新会長に尾池良行様が就任されました。
六藤様が国際委員に再任されています。

組合日誌：

7月15日
7月18日
7月24日
7月30日
8月1-2日

富士ゼロックス新商品お披露目会
役員研修会・懇親ゴルフ大会
リコー創青会
会員企業による事例紹介＆情報交換会
ＢＳＣ研修会（第２回目）

Ｐ.7
8月8日 オーエムカラーコピー様事例報告
Ｐ.7 8月21日 第558回理事会が開催された。
Ｐ.8 8月29日 若手社員育成研修
Ｐ.4 9月5-6日 ＢＳＣ研修会（第３回目）
Ｐ.5
9月7日 親睦ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会

Ｐ.9
Ｐ.10
Ｐ.5-6
Ｐ.5
Ｐ.1-3

編集後記
ここ２～３年のボウリング大会は、年を追う毎に小学生の参加が増えてきている様です。一方 今年はチーム合計年齢数が２７０弱という、かつて無い程の参加
もありました。もっともっとバラエティーに富んだ参加になればと思います。惜しむらくは参加社数が少ないこと・・・来年を期待します！（記・桑田）
沢山の御参加を頂いたボウリング大会、楽しんで頂けましたでしょうか？ぜひ来年も多くの方の御参加をお待ちしております。8 月に組合合員様の初取材をさせ
て頂きました。今後も色々な記事を掲載して参ります。ぜひ組合員様からの情報をお待ちしております。
（記 小野）
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