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「第 53期通常総会」開催 

第 53期通常総会開催報告 

平成 28年 6月 7日近畿複写産業協同組合

「第 53期通常総会並びに懇親会」を梅田

スカイビルにて、開催致しました。 

１．開催通知の年月日       

平成 28 年 5 月 10 日 

及びその方法   

  文書を各組合員に発して通知した。 

１．開催の日時       

平成 28 年 6 月 7 日  午後 4 時 

１．開催場所      大阪市北区大淀中 1-1 タワーウエスト 22 階 2ｎｄフロア 

         梅田スカイビル会議室 E-2 会議室  

１．理事・監事の数及び出席理事・監事並びにその出席方法 

                 理事数 14 人  出席理事数 13 人 （委任状出席 1 人） 

         監事数  2 人  出席監事数  2 人 

１．組合員数      62 人 

１．出席者数      62 人(本人出席 29 人、委任状出席 33 人) 

１．出席理事の氏名     河村武敏、楠本雅一、福味正俊、満田創、日笠宏昭、桑田靱比古、 

巽充雄、藤田知子、田中義雄、関雅夫、佐々木洋之、小野正治、鶴井宏尚 

１．出席監事の氏名     浅見善和、阪木道生 

１．議長        河村武敏 

１．議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名  巽充雄 

１．議事の経過の要領及びその結果  

定刻に至り司会者 日笠宏昭は、本総会の出席者数を報告、適法に成立する旨を告げ、議長の選出につ

いて議場に諮ったところ河村武敏が選任された。次いで河村武敏は議長席につきただちに議案の審議に入

った。 

第 1 号議案  第 53 期(平成 27 年度)決算書類承認の件 

議長は、日笠宏昭に平成 27 年度(自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日)における当組合の事業

状況を詳細に報告させ、下記の書類を提示してその承認を求めた。 

１．事業報告書 

２．財産目録 

３．貸借対照表 

４．損益計算書 

５．剰余金処分案 

次いで、監事浅見善和は上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適切であることが認め

られた旨を報告した。 

満場一致で第 1 号議案を可決承認した。 

第 2 号議案  第 54 期(平成 28 年度)の事業計画及び収支予算承認の件 

議長は、日笠宏昭に次年度の事業計画及び収支予算を詳細に説明させた後、その可否を議場に諮ったと

ころ、満場一致で第 2 号議案を可決承認した。 
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第 3 号議案  賦課金の額、その徴収の時期及び方法決定の件 

議長は、日笠宏昭に定款により総会にて承認を得る事項で有る旨を説明させ、承認を議場に諮ったとこ

ろ満場一致で第 3 号議案を可決承認した。 

第 4 号議案 加入手数料決定の件 

議長は、日笠宏昭に組合加入時の手数料について説明させた後、加入手数料については、前 

期同様 10,000 円にしたい旨を議場に諮ったところ満場一致で第 4 号議案を可決承認した。 

 

第 5 号議案  定款変更の件 

議長は、本組合の定款第 3条の変更理由について詳細に説明をし、定款 3条を下記の通り変更したい旨

議場に諮ったところ、満場異議なく可決承認した。 

 （地区）第 3条 本組合の地区は、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、愛媛県及

び高知県の区域とする。 

 

以上をもって第 53 期通常総会の議案全部の審議が議了しその後参加者全員の集合写真を撮影し、総会は

閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。 

 

以上報告いたします。 

 

ご参加いただきました組合員様一同記念撮影です。 
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総会後懇親会の様子 

河村理事長挨拶 

昨年より理事長を勤めます河村でございます。平素は組合活動に多々ご支

援いただきまして有難うございます。さて、この１年は歴史的なタイミング

だったと思います。各地区２世の方が活動される時期となり私も入社して２

６年経ちました。お客様も変り、提供するサービスも変ってきています。継

続して社会の役に立つということが我々の使命であります。変化は恐れては

いけないと思います。その中２年目の今年、日本複写産業協同組合連合会の

大会を有馬で開催するに当たり、近畿複写産業協同組合がホスト役を務めま

す。 

コンセプトは組合員同業者皆様や元同業の皆様、そして賛助会員の皆様と目線を同じくして次のサービスを

考えていく為のプレミアム合宿と命名しました。有馬温泉は近畿複写産業協同組合にとってはゆかりの地であ

りまして、複写連社史「草創の 10 年」によると複写連の法人化前の組織である「全日本青写真工業組合連合

会」（通称、全青連）が昭和 35年 4月 23日に発足、全国各地から 61名が出席し、近畿の奥座敷のひとつであ

る「宝塚温泉」でスタートしたという記録があります。 

また、日本初の大阪万博開催の昭和 45年 5月 10日に総会を「有馬グランドホテル」で開催され 150名ほど

がひな壇に並んだ記念写真も同じく機関紙「青と白」にありました。 

昭和 58年 6月 18日、19日に宿泊形式で、全青連大阪大会を「有馬グランドホテル」で開催、「複写業界の

将来展望」と「全青連法人化について」をテーマに基調講演を行い、その後に故・河村敏男氏がコーディネー

ターになり、東北・関東・横浜・名古屋・九州の各地区から、故・朝香常良さんや現・青柳泰秀さんがパネラ

ーで「コピー業界の現状と将来展望」をテーマにパネルディスカッションを行ったという記録がありました。 

今も昔も経営環境・技術環境は異なりますが、同様に全国の御同業の皆様と切磋琢磨していた事実を目の当

たりにしました。 

近畿複写産業協同組合でやる限りは原点に立ち返り、サービスというのはこんなに素晴らしい、将来はこん

なに明るいということを皆さんで発信をしたいと思っております。 

先日のﾄﾞゥロッパでは賛助会員さんであるゼロックス様キャノン様リコー様コニカ様がとても大きな連帳

の機械を開発されて発表されていました。元気を頂いて帰りました。そんな素晴らしい賛助会員様がおられる。

我々の目線で新しいマーケットを作っていければとそういう１年を今年過ごせればと 54 期の開幕にむけての

挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願い申上げます。 

 

来賓ご挨拶 大阪府中小企業団体中央会 横田荘司様 

第 53 期総会滞りなく終了され懇親会が盛大に開催されたことお慶び申上

げます。 

年が明けて円安になり株価も乱高下し加えて中国経済の減速で先行き不

透明感、景気の下冷えリスクが見えてきているように思い皆様方を取り巻く

環境というのは、大変厳しいものだと感じます。 

持続的発展していく為には、持ち前の機動力、特殊技術、専門性といった

経営資源をしっかり活かされておられますが、共同で競争に勝ち抜くのも大

切でそういう意味でも協同組合の取組みは大きな意味を持つのではないかと思います。中央会でも中小企業の

皆様へ向け色々な事業を展開しております。どうぞ活用してください。理事始め皆様方の結束を強められまし

て、さらに発展されることを祈念いたしましてご挨拶に代えさせていただきます。 
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賛助会員ご挨拶 リコージャパン株式会社様太田謙治様 

弊社は今年大きな体制の変更が二つありました。一つは、本来 8 つの事

業本部がありその下に支社がありましたがブロックをなくし、支社を社長

直結にし、一つ階層をなくしました。目的は地域密着の支社が責任をもっ

て対して行く、スピードをもって決断をすることが大きな目的です。 

また、もう一つは重点の業種を 5 つ決めました。お客さまの立場になっ

て何が出来るのかを見ることによってビジネスの幅が広がってきた。お客

さまの先を見たときにやるべきことが沢山あるのではないかと思う。そう

言う観点で皆様方と一緒に価値の提供を行っていきたいと考えておりま

す。そうなっていない時は叱咤していただきたいと思います。 

 

賛助会員ご挨拶 キヤノンマーケティングジャパン株式会社植月裕道様 

 

皆様ビジネスの大きな変換点である、このタイミングに我々も皆様に対

して、Ｂ to Ｂ、Ｂ to Ｃ、新しいビズネスを精一杯ご提案させて頂きた

いと思っています。 

私どもキヤノンは来年の 5 月に事務所を中ノ島に移転を予定していま

す。キャノングループが結集しまして、業種別というか、お客様に近いと

ころのビジネスができる体制を整えていこうと考えております。 

また、プロダクションビジネスについても新たな展開を予定しておりま

す。今後もご提案やご支援をさせていただきますので、今後ともよろしく

お願い致します。 

 

乾杯のご発声 富士ゼロックス西日本株式会社 古川利正様 

複写連全国大会が 10月に近畿で行われるに当たり、賛助会員が英知を

絞って成功に導けるように、私どもも日々皆様方に価値を提供できるか

ということを競争しながら、より魅力のあるものをご提供できるよう自

負をもって励んでいきたいと思います。 

富士ゼロックスは今年チェンジという言葉を合言葉にしています。景

気低迷の中、近畿及び全国の複写組合がチェンジできる初年度になるよ

う祈っております。 
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新規加入組合員ご紹介 有限会社総合コピーサービス  直原孝一様  

 

 

元は四国複写産業協同組合に加入しておりました。現在組合がなくなり、

１人で活動するには限界がありますので、このたび近畿に加入させて頂

きました。 

高知にお越しいただけましたら、美味しい魚とお酒をご紹介致しますの

で起こしください。慣れないことも多々あると思いますが、よろしくお願

い致します。 

 

賛助会員様のご紹介 

株式会社ワカホシ 菅原様 

インクジェット紙・製本フィルム・ＰＰＣ用紙などアナログ商品を商売

しています。今後も益々よろしくお願い致します。 

株式会社モトヤ 

    古門様 林様 

活字製造販売・印刷機

材・人材派遣・モトヤ書

体販売を行っています。

今年から安くて沢山の

書体を使えるセット販売「モトヤＬＥＴＳ」を始めました。Ｊ

Ｐ展でも紹介しています。どんな書体があるの？とブースにお

越しください。 

 

株式会社ムサシ 新妻様  

東大阪市の紙文具流通団地に支店を構えています。紙といえば複写とい

うことで大昔から大変お世話になっております。今後とも何卒よろしく

お願いします。 

 

ダイヤミック株式会社 時田様 中山様  

                       

６月 23・24・25

日はドゥルッパ

とほぼほぼ同じ規模で展示し、印刷業･複写業の皆様

に来て頂けるよう準備しています。 

インテックス５号館 42 ブース、本日これだけは覚え

て帰ってください。 
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コニカミノルタジャパン株式会社 亀田様 

コニカは４月に３つの事業を統合しコニカミノルタジャパンとなりまし

た。そこでＪＰ展では目玉となる、西日本初出展となります機械を出させ

て頂いております。ここでの紹介は避けさせて頂きますので、ぜひＪＰ展

にお越し頂き、ご覧いただきたいと思っておりますので、コニカミノルタ

ジャパンのブースにお立ち寄りください。 

 

株式会社共同紙販ホールディングス 上鶴様  

紙全般を扱っております。大阪でがん

ばっております。 

よろしくお願い致します。 

 

株式会社桂川電機 島谷様  

ＫＩＰとして全世界に大判プリンタ

を提供させてもらっている会社で

す。昨年 10月にフルカーラーＰＰＣ

プリンタを発表しました。世界に唯

一のマシンを財産として持っていま

す。大判の新たな市場ビジネスに対する製品として、興味を持って頂けれ

ばと思います。 

そして青焼機で培ってこられたビジネスは紙からイメージへの転換があ

ると思われます。そこをご協力させて頂けたらと思っております。 

 

有限会社エムアールデジタル 前田様  

お仕事いただけましたらと思っておりま

す。よろしくお願い致します。 

 

 

中締めご挨拶 福味副理事長 

全国大会は１０月２８日そして、本日は

第５３期通常総会を無事終えました。本

日の懇親会は賛助会員様 100％出席いた

だきました。 

お陰で盛り上がっております。 

賛助会員様はなぜ組合を賛助いただけますか。それは

業績をあげる為です。 

今年組合員は業績 10％アップになるよう、頑張りまし

ょう。 

皆様が繁栄いただけるよう、１本締めで締めましょう。 

よ～おっ！ 

本日はご参加頂きまして有難うございました。 
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新製品研究会＆情報交換会開催 

次世代組織委員会主催の「新製品研究会＆情報交換会」が５

月１７日（火）、リコージャパン株式会社様本町橋事業所で開

催されました。 

 今回は総勢３４名（過去最高）ものご参加をいただき、急き

ょ、開催場所をいつもの組合事務所からリコージャパン株式会

社様セミナールームに変更することに。急なお願いに快く会場

をご提供いただきましたリコージャパン様に改めて御礼申し上

げます。 

 

 

大判複合機 HP Page Wideシリーズのご紹介 

はじめに株式会社日本ＨＰ様より「ポストジアゾ」との評判

も高い、大判インクジェット複合機 Page Wide シリーズの詳

細をご説明いただきました。特徴ある３種のラインナップとイ

ンクジェットとしては驚異的なスピード、顔料インク使用によ

る幅広い仕事への適応性等、動画を交えご説明いただきました。 

 

 

複写業者からみた HP Page Wide 

 続いてこの HP Page Wide を２台導入し、

業績を伸ばされている株式会社さかもと代表取

締役 坂本憲治様に同じ複写業者の立場からご

講演いただきました。 

導入の経緯から稼働状況、スピード、用紙対応

力、コスト等について、たくさんの出力見本をご

用意いただき、生の声をお聞かせいただきまし

た。メンテナンスに関して「これまで一度も紙詰

まりしたことがない」というお言葉が印象的で

した。実際、講演後のアンケート結果では皆様か

ら坂本社長様への感謝の言葉をたくさん頂戴い

たしました。やはり組合員の皆様はメーカーの解説ではなく、同業者の生の声を聴きたいのだと実感した次第

です。今後の次世代組織委員会の運営にもぜひ活かしていければと思います。 

末筆ではございますが、慌ただしい中、わざわざ大分県から駆けつけていただきました坂本社長様に改めて

感謝申し上げます。 

近畿大会 有馬サミット 2016、実行委員会発足を宣言！ 

最後に日笠専務理事より１０月２８日に開催される「複写連近畿大会有馬サミット 2016」について熱いメ

ッセージをいただきました。 

「近畿大会有馬サミット 2016 を盛り上げるため、ここに実行委員会の発足を宣言します。 

皆さん、協力お願い致します。オーッ！」 
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大変満

足

59%

満足

41%

普通

0%

やや不満

0%

不満

0%

必要

100%

必要ない

0%

どちらと

もいえな

い

0%

情報交換会（懇親会） 

 場所を懇親会場に移動し、おいしい料理とお酒・情報交換などいつものように大いに盛り上がりました。坂

本社長様はじめ日本ＨＰ様、リコージャパン様もご参加いただき、ここだけの話？大きな声では言えない話？

等をゲットされた強者達も…。リラックスした中での組合員同士のコミュニケーションは次世代組織委員会の

メイン行事でもありますので、今後も大いに充実させていきたいと考えております。次回も更にたくさんの皆

様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

『新製品研究会＆情報交換会』 アンケート結果 H28.05.17 

参加人数：組合員 19 名、役員 7 名、ゲスト 8 名 合計 34 名    

アンケート回答数：組合員 18 名、役員 3 名、ゲスト 1 名 合計 22 名                

 

1.参加された感想をお聞かせください。                          2.今後も、このような企画は必要ですか？  

 

①大変満足 13 名 

②満足 9 名 

③普通 0 名                            ①必要 22 名 

④やや不満 0 名                          ②必要ない 0 名  

⑤不満 0 名         ③どちらともいえない 0 名    

                                   

                                                 

3.参加者のコメント（抜粋） 

・㈱さかもと様のお話が複写業の未来を大きく変える話のように感じました。大変参考になりました。 

・さかもと様ですが、導入にあたり細かく検証されていて勉強になります。 

・坂本社長様のお話は、実践に基づかれたものだったので、素晴らしい説得力でした。      

御参加、御協力下さった皆様、誠に有難うございました。   （記・鶴井宏尚 次世代事業委員会） 



11 

 

  

平成 28 年（27 年度）総会後懇親会 梅田スカイビルにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会   福宮 伸太 
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キヤノンＩＰカレッジｉｎ大阪開催 

2016年 5月 24日（火） 

第一部「ストアフロントとバリアブルでオンデマンド機の稼働率を向上す 

   る実践型ストアフロントサービスのご紹介」 

   講師：株式会社レゾロジック 代表取締役 池野弘明氏 

第二部「強い」Ｗ2Ｐ（Web to Print）サービスで勝つために！ 

    講師：株式会社フルキャスト 代表取締役 岡本幸憲氏 

    どんなＩＴやデータと繋がる？「紙」で、お客様ビジネスを支援する紙プロフェッショナルを目指すには。 

    例えば、デジタルマーケティングの連携を考える。 

    全てのチャンネルをシームレスに繋げ、リアルとバーチャルを同等に動かす必要性が出てくる。 

最適なプロダクションマネジメントを重視しサービスをスケーラビリティ（システムへの要求の変化に応

じたり，それに伴って自らの性能を柔軟に変化させるようす）。に。 

そして、サービスプロバイダーとしての立ち位置をブランディング（他と明確に差別化できる個性・ブラ

ンドの構築や管理を行うこと）できれば。 

展示会 「キヤノン新型オンデマンド機 ｉｍａｇｅＰＲＥＳＳ Ｃ65展示会」 

 

心を揺り動かす豊かな色彩や質感をあますところなくデザインカンプに再現で

きる。常に正確な商品イメージを伝えれる。環境の変化に左右されない抜群の安

定性。それらの印刷クオリティーはビジネスに違いを作ります。 

クライアントへのアピール力が大きく違います。興味を持たれた方はキヤノン

ＭＪ又はＳ＆Ｓの担当者へお問い合わせください。 

富士ゼロックス大阪株式会社【Fuji Xerox Solution Mall 2016】 

平成 27 年 6 月 9 日（木）富士ゼロックス大阪株式会社様に

よる FujiXeroxSolutionMall2016 が開催されました。 

DocuWorks体験教室 

DocuWorks とは 

＊オフィスソフトやイメージファイル等様々な電子文書を束ね 

たり、ばらしたり、付箋を貼ったりと紙の文書を扱うように 

画面上で操作出来るソフト。 

＊パソコン上に再現した電子の机とその上に並べた文書を閲 

覧・編集するツールで構成。 

＊紙を使用する時のように嵩張らない。保管場所が必要ない。 

＊ファックスの送受信が出来るので用紙の紛失や確認ミスが起こりにくい。 

＊電子化を進めることによりコストの大幅な削減、文書の受け渡しも素早く確実になる。 

＊作業効率アップ。 

出力環境最適化のご紹介 

＊会社の経営課題解決に向けた情報を提供するサービス。 

＊使用していないコピー機や、無駄な紙類、コスト削減等現状を把握した上でプランの策定、実行、効果確認、

定着を出力環境が適切な状態になるまで支援する。 

＊富士ゼロックス大阪株式会社オフィスでは、見学ツアーも開催しており効率化を実際に目で見ることが出来 
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る。 

空いている複合機からプリント 

＊複合機が複数台あるのに、プリント待ちをすることがある。その場合に便利なサービス。 

＊効率的にプリント出来る仕組みを提案。 

＊50 台までの複合機に出力対応をし、初期投資やサーバー運営費用を抑えることが出来る。 

＊印刷指示ミスや出力不要となったデータは、複合機のパネルで削除し無駄なプリントを削減できる。 

SkyDeskMediaSwitch クロスメディアサービス 

＊iphone で、MediaSwitc のアプリをインストールし、対象の画像を撮影す 

 るとコンテンツにリンクするサービス。 

＊従来の QR コードを使用しなくても、紙面を撮るだけで簡単にアクセスが 

可能。 

＊写真や文字以外にも、動画や音声、ソーシャルメディア、マップ等のコンテ 

ンツを取得でき、より詳しく相手に情報を伝えることが出来る。 

＊1 つのマーカー画像から、リンク先は 6 個まで設定可能。 

 

HD映像コミュニケーションシステム  

＊HD コム本体があれば、外出先からでもモバイル機器を使用してビデオ会議 

に参加出来る。 

＊様々な画面レイアウト機能を備えており、会話音量のおおきな拠点を優先表  

示するなど会議のタイプに合わせて柔軟に選ぶことが出来る。 

＊複雑なネットワーク設定が不要なため、専用の担当者がいなくても管理・運   

営が容易に行える。 

＊実際に展示会の会場から離れたオフィスにいる女性と話したが、画面や音はクリアで、映像の乱れも起こら 

ずスムーズに会話することが出来た。 

＊このシステムを使用すれば、時間や場所にとらわれることなく、簡単にビジュアルコミュニケーションが実 

現出来る。 

＊カメラは非常に鮮明なため、1000 円札を画面に写すと肉眼でも見えない隠し文字が見ることが出来る。 

富士ゼロックスダイレクト複合機サービス 

複合機を管理する時間が限られ、なかなか活用できない場合に便利なのが富士ゼ

ロックスダイレクト。 

1 複合機の使用状況の確認 

2 修理点検 

3 消耗品の管理 

4 キャンペーンの案内 

5 電子請求書のダウンロード 

6 オンラインでメーター確認 

等々…手間をかけずに依頼や問い合わせが可能。 

元ラグビー日本代表大畑大介氏 講演 

 ラグビーは社会の縮図だ～信頼と個性の尊重でつなぐ組織論、団結力～ 

 大畑大介選手は、皆と同じことをするのが苦手な子ども時代を送っていたが、「皆に振り向いて欲しい、む

こうから歩みよってもらいたい」という強い気持ちからラグビースクールに入る。 

既にコミュニティとして確立していたラグビースクールの中に入り込むことは難しかったが、大畑選手は足
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がとても速く、そのことから皆に興味を持ってもらい、輪の中に入ることが出来た。自分を表現する、なりた

い自分になる、チームの中に入るという目標をしっかり叶えて、大畑選手のラグビー人生がはじまる。 

 大学ではラグビーチームのキャプテンに就任し、チームの一体化・団結力をモットーに皆で力を合わせ、日

本一にはなれなかったがベスト 4 に入ることが出来た。 

それも、明確な目標があったからこそ良い結果に繋がったという。 

 「自分の責任がとれない行動はするな、A と B の選択肢があったらしんどい方を選べ」 

という大畑選手の父の言葉を忘れることなく、辛い時も、前向きに生きている大畑選手の姿がとても印象的だ

った。 

大畑選手はその時点では叶いそうにない事であっても常に未来に高く目標をもち、なりたい自分になるため

にはどうすればいいのかを考えながら行動している。怪我で試合に出られないことや、身体が小さいと言われ

て選手に選ばれなかったこともあるがその状況に絶望することなく打破していける考え方や実力を持ってい

る。 

ラグビーの世界だけではなく社会生活の中でも、自分の存在を認めて貰えるような行動をとり、社会の一員

として周りと協力しながら成長していかなければいけない。常に自分のなりたいビジョンを明確に持って、生

きていくことの大切さを今回の講演から学ぶことが出来たと思う。（記・佐藤事務局） 

 

 

Ｄ.Ｄ.Ｓ.Ｓビジネスマーケティング研究会 

日時：2016年 6月 17日（金） 

場所：富士ゼロックス株式会社 

    ドキュメントコア・オオサカ２Ｆセミナールーム 

    大阪市中央区本町 3-5-7 

「ユーザーイノベーションが切り開く新たな可能性」 

講師：神戸大学経営学研究科教授 小川進氏 

昭和 46年頃から物が不足する時代から物が余っている時代へ変る。 

スマホがあれば欲しいものが欲しい時手に入る時代。 

そこに既製品では問題を解決できず、自分で解決する為に作ってしまう（ユーザーイノベーションで）人が出現。 

その数、日本では 470 万人（約一般+主任社員数と同数） 

①0から必要なものを作り出す人。（ex バンドエイド） 

②改造改変し作り出す人。（exマウンテンバイク） 

③元の商品の用途の開発（ex 竿なかとおるくん） 

しかしアイデアが企業に取り入れられない＝理由：普通のマーケティング調査では、変わり者がいた程度扱い 

                      ：おもちゃにしかみえない。 

  ：頼みもしないのにアイデアを持ち込んでくるので迷惑。 

したがってなかなか商品化に繋がらない。 

今後は消費者のイノベーションを意図的に取り込まないといけない。 

新しいターゲット・価値がみすごされがちだから。 

外からの風を取り込もう。 

時代の空気を社内に注入することで生活者（消費者）と同じ感覚でわ

かるような経営がもとめられているから。 
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JP2016情報・印刷産業展 

平成 28年 6月 23日～25日インテックス大阪 5号館にて JP2016情報・印刷産業展が開催されました。 

当組合の賛助会員様の出展の様子を報告いたします。 

 

リコージャパン㈱  

機械は展示しません！！ あなたのお客様の「こんなん欲しかった」

を展示します。 

今回は機械を展示せず、RICOH Pro C7110S シリーズを使った印刷物の展示

でした。 

顧客に印刷物を提案し、その作成の仕事を受注するという、仕事の創生か

らの提案です。 

リコージャパンのラグビー部のノベルティを作成し、社員にどのノベルテ

ィが欲しいか、価格はいくらなら購入したいかなどのアンケートをとった結

果を展示していました。 

ク ッ シ ョ ン：サイズが小さいけど欲しい。ペットの写真を印刷 

  したい。1000円で。 

T シャツ＆ポロシャツ：これは追加注文ありうる！2500 円で買う。 

テニス部も購入しています。2000円なら安い。 

マ ウ ス パ ッ ド ：仕事で使用するので、ロゴ入りなら 500円。 

オリジナルなら 1500円で買う等々。 

＊RICOH Pro C7110S は、リコー自慢のクリアートナーとホワイトトナー 

 の交換は、使用者自身で１５分位で簡単にできます。 

＊RUSP検証センターへ印刷したいものを持ち込めば印刷可能かどうか検証してもらえます。 

受注のチャンスが広がりそうな提案展示でした。 

 

コニカミノルタジャパン㈱ 

待望機 JETvarnish 3D､関西初出展 デジタル印刷の未来をめざして！ 

 

版やイニシャル加工不要で 3D ニスコーティングや箔加

工が出来ます。 

DMのレスポンス率 UPには手にとってメディアに触れる、

感情心理面へのアポローチがあるからです。 

ニス加工によって触覚へアプローチし、箔加工で高級感

を出す。中身を開けずに捨てられない為に封筒にも加工

し、中身は何だろうと封を開けさせます。 

またテストマーケティングが可能で効果が試せるので発

注しやすい。 

C1085 デジタル印刷後、後処理でニス加工をし、15～100ミクロンまで厚さを調整し箔加工へとつなげます。オプシ

ョンを接続すれば最高 200 ミクロンまで可能です。思わず触りたくなる記憶に残る立体感で五感を刺激する成果物

の提案が可能となります。 
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俺の名前は「バッグつく郎」 

自由に印刷できるペーパーバックキットの紹介。 

100 枚セットで用紙ともち手と底ボール紙と両面テープﾟがセットになっ

ています。 

印刷機械はコニカミノルタジャパン製のみならず、用紙が通る機械なら OK

です。卒業式入学式の保護者向け資料袋やマイナースポーツの応援用グッ

ズなどに提案できそうです。 

袋に完成させるには手作業ですが慣れれば３分ほどで１個作成できるそ

うなので POD事業にはぴったりです。 

キットの販売もコニカミノルタジャパンで取り扱っているそうです。 

株式会社ムサシ 

満を持しての登場！ 

 

「究極」のプリンタ Ｐｒｉｍａｃｙ 

Made in フランス Ｅｖｏｌｉｓから１枚作成１８秒という

この分野最速の仕上がり、パワー、性能を兼ねそなえています。

片面印刷だけではなく両面印刷もエンコードも一工程で行い

ます。 

社員証、乗車券、今話題のマイナンバーカードもこれにて作成

されています。 

Ｅｖｏｌｉｓプレミアム・スイート同梱で操作は非常に簡単

で、黄・赤・青・黒そしてオーバーシートによるリボンにて１

巻約３００枚作成可能。 

ＰＯＤ事業にぴったりの機械です。 

㈱モトヤ 

モトヤフォントを使い放題「モトヤＬＥＴＳ」 

モトヤ書体の読みやすさや高い可読性は幅広い分野で評価され、数多くの実績を収めてきました。その導入事例を

ご紹介します。 

基本書体・伝統書体・・・電報サービス「ほっと電報」三省堂「全訳 漢辞海 第三版」 

ＵＤ対応フォント・・・マピオン、自動計量包装値付機「ＡＷ-5600」 

新聞書体・・・日本経済新聞、日経Ｍ、産経新聞、サンケイスポーツ 

デザイン書体・・・ゲームソフト「ドミネーションズ-文明創造-」ケーブルテレビニュース番組「Ｋ-ＣＡＴｃｈ」 

学参フォント・・・ゲームソフト「漢検ＤＳトレーニング」、マルチメディア学習システム「天神」 

そのモトヤフォントを使い放題できるのが「モトヤＬＥＴＳ」です。通常のモトヤフォント製品の違いは、紙媒体

や固形物への印刷（商用一次使用）以外の分野（商用二次使用）での許諾内容に差があります。 

「ＬＥＴＳ Ｐｏｗｅｒ Ｕｐ Ｔｏｏｌ Ｋｉｔ（ＰＵＴＫ）」無償で利用可能！年間ライセンス契約の為、経費の

固定化ができ、計画的な予算立てが可能です。 

クリエイティブ業界に強い㈱モトヤ派遣事業部 

質の高いプロの即戦力必要な時に必要な人材をっ必要な期間（31日以上）ご紹介します。職業紹介も行い、正社員

採用のご相談もお受けします。かかるコストは「実働時間×時給」。各種保険はモトヤ負担です。 
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ダイヤミック㈱ 

新規ビジネスのご提案「ウエアプリント用ガーメントプリンター」ご紹介 

衣類用高機能プリンターガーメントプリンターＧＴ－３は、ＰＣ上のイメージをそのままプリントできます。高品

質なプリントが低コストで行え、小ロットのオンデマンド型高付加価値ビジネスをサポートします。 

白い衣類にはそのまま台にセットするだけ。濃い色目の衣類には先にインクが浸透しないよう薬剤を塗布します。

その上に白インクが先にプリントしその後色がのります。その行程をワンパス機能により１度に行う優れもので

す。 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

インクの密度が高い為、タオルやジーンズのような厚さやでこぼこのもので

も印刷可能です。 

デザインによりますが、Ｔシャツですと 1,200dpi の標準的な 300mm × 

250mm のデザインで、1枚約 2分 20秒１時間で約２０枚可能です。ＰＯ

Ｄ事業にぴったりです。 

 

Ｄ・Ｄ・Ｓ・Ｓ事務局（富士ゼロックス㈱） 

～ＥｘｔｅｎｄｅｄＨａｎｄ～は、手の感覚機能、操作機能、表現機能のうち、物理的

操作を除くすべての機能を拡げます。 

日常的な空間で手の届かないところに手を伸ばし、スマートフォンなどの身近な機器を

使用して操作が可能です。手振りを活かしたコミュニケーションや遠隔機器の操作への

利用に。 

 感覚機能：いままで感じることのできなかった離れたものを、感じられるように

します。  

 操作機能：いままで触ることのできなかった離れたものを、操れるようにします。  

 表現機能：いままで表すことのできなかった優れた表現を、表せるようにします 

参考 http://www.extendedhand.net/ 

ペン型インタフェースにおける筆記感覚の提示 

紙上で筆記に用いられる様々な筆記具の筆記感覚をペン型インターフェースで再現する。 

インターフェイスには小型の振動子が内臓されており、マイクで取得した筆記時の音響信号を再生することで振動

を指先に伝えます。 

従来のタッチディスプレイ上の筆記では得ることが出来なかった、紙の上と同

様な筆記感覚を再現しています。 

今回は「鉛筆」「ボールペン」「クレパス」の３種類の筆記具の再現し、振動が

指先に伝わるだけでなく、筆記時の振動を筆圧と筆記速度によっても変化させ

ている。まさに感覚が伝わり、実際紙上にそれらの筆記具で書いているようで

す。例えば子供たちがこの感覚があれば実物の紙を使わずお絵かきが楽しめ、エコにもなります。 

白
色
イ
ン
ク
の
み 

赤
色
イ
ン
ク
が
乗
る 
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組合日誌 

第 584回理事会開催 

開催日時:平成 28年 6 月 7日 (火)14：00～15：00 

開催場所：梅田スカイビル 23 階 

１．報告事項（各担当理事）       

１－１．第 583 回理事会議事録の報告 

１－２．富士ゼロックス㈱より支援金及び販売支援手

数料入金の件 

２．協議事項（各担当理事） 

２－１．総会・懇親会の件 

    次第案・懇親会席表を説明し、満場一致で承認

された。（新規加入組合員の紹介をする旨含む） 

２－２. Adobe製品契約支援計画の件 

    現契約本数及び契約希望本数の調査の為、契

約方法の説明を加えて、組合員へアンケート

をとることを満場一致で決定した。 

２－３. ㈱ヒカリ脱退の件     

２－４. ㈱英光産業脱退の件 

２－５. 複写連近畿大会の件 

    1.資料にあるパンフレットは複写連において

承認済。 

    2空港と新大阪駅からの交通手段として、バス

をチャーターします。 

    3.記念品を配ります。 

4.記念撮影をし、後日配布します。 

    

 5.懇親会エンタメは「大西ユカリ」昭和歌謡・ 

新世界ブルースの女王に依頼中です。 

   6.以上を鑑みた結果、△837,100円そして、組合

員参加補助金１社２名まで＠2万円の補助 

7.今後のスケジュールとして、7/8情報定期便に

てパンフレットと参加申込書を配布します。 

7/4に実行委員会として、役員のうち、田中理

事・小野理事・関理事・鶴井理事に参加頂きま

す。 

以上の内容の説明を受け満場一致で承認された。 

２－６. 新規入会組合員の件「㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃ

ｨﾝｸﾞ」様 

     HP を確認した結果、入会資格である複写業

を営まれています。今後の方向性とも一致し

ているので入会を承認することを満場一致で

可決した。 

３．その他  

＊7月 15～16日役員研修会の出欠確認の件 

   ＊吉岡様（日本グラフィック工業会）7/15 東京

で受勲パーテイがある旨報告。 

   ＊組合員六甲商会和田要様「旭日双光章」受勲

（兵庫県労働委員からの推薦。） 

     会費及び祝電を打つことが承認された。    

＊１２月２日金曜日は京都で理事会を行います。 

 

消費税転嫁対策について 

近畿経済産業局消費税転嫁対策室では、中小企業・小規模事業者への消費税の転嫁に対する法令や疑問不安に対

して対策を行っています。 

取引価格の減額や買いたたきといった、消費税の転嫁を拒否するような行為や、「消費税還元セール」、「消費税は

転嫁しません」等、消費税の転嫁を阻害する宣伝・広告は禁止されています。 

違反した事業者には、転嫁拒否した消費税分の返還勧告や、社名の公表といった厳しい措置が講じられています。 

消費税は、生産者から卸売業者、小売業者、消費者といった各取引の段階で価格に転嫁（上乗せ）されながら、

最終的に消費者が負担する税金です。 

最終的に納付する義務は事業者が負います。 

この為事業者が消費税分を取引価格に正しく転嫁（上乗せ）することは事業者の利益を守るためにかかせません。 

消費税の転嫁に困っている事業者には、消費税転嫁に関するセミナーや消費税転嫁対策特別措置法の勉強会を開

いたり、匿名で相手先事業者に対し、転嫁 Gメンが対応いたします。 

以上について何か困りごとがありましたら組合事務局または近畿経済産業局消費税転嫁対策室にご相談ください。 

近畿経済産業局 産業部 中小企業課 消費税転嫁対策室  担当：高橋、阿瀬、米田 

<住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前 1-5-44  <Tel> 06-6966-6038（直通）<FAX> 06-6966-6079 
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                           今回のテーマは“差し上げもの”です。 

                              

ほっと一息      三色クッキー 

 
材料（各種 20枚くらい） 

A.（1.バター90ｇ 2. グラニュー糖 45ｇ3.黄身M寸 1個 4.薄力粉 130ｇ） 

5.アーモンドスライス50ｇ6.バニラビーンズ1本（代用バニラエッセンス少量可） 

6.イチゴジャム 100ｇ7.チョコレート 50ｇ 3.ココア 20ｇ 

下準備：バターと黄身を常温に戻す。粉類はふるっておく。 

 

作り方 （制作時間約 80分・種を寝かす時間を除く） 

1.Aの材料を 3倍用意し、バターをクリーム状にかき混ぜ、グラニュー糖を加えて混ぜる。 

 

2.割りほぐした黄身を 1.に加えて混ぜる。 

3.2にふるっておいた薄力粉を振るいながら加え、 

 ボウルの底からゴムベラで混ぜる。まだ他に材料  

を入れるので、少しまとまる程度でよい。 

 

 

4.3の種を 3等分にする。1種類目イチゴジャムを加えてよく混ぜる。 

2 種類目、スライスアーモンドを手の中で砕きながら加える。バニラビーンズを入れる。アーモンドを余り砕かない程度

に混ぜる。 

3 種類目、ココアと砕いたチョコレートを加え、チョコレ

ートを潰さないよう混ぜる。 

 

5.それぞれをラップに棒状に伸ばし端を飴玉のように捻りとめる。アーモンドを入れたものにだけ別材料のグラニュー糖

を回りにつける。種の周りにグラニュー糖を撒き転がせば種につきます。 

それぞれを 2時間冷蔵庫で休めます。(冷凍庫なら 1時間に短縮可) 

 

6.オーブンの温度を 180度に 

 余熱 し、その間に各々ラッ 

プをはずし、1センチの厚さ 

に切り分ける。天板にクッ 

キングシートを敷き並べる。 

 

7.オーブンの温度を 170度に下げて 20～40分様子を見ながら焼く。 

チョコレートは焦げやすいので要注意。 

焼きあがれば網に置き冷ませば出来上がり。 

 

可愛い袋に乾燥剤と一緒に詰めれば手作りの差し上げ物になります。  
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お願い： 
本紙は組合員様に組合活動を出来るだけ詳しくお知らせし、よりご理解をしていただく目的でお届けしています。お手すきのお時間にご
回覧頂き、是非ともお読みください。 

発行：近畿複写産業協同組合 
〒541-0043 
大阪市中央区高麗橋 1 丁目 5-6 
TEL06-6201-4766 
FAX06-6201-4768 
発行責任：河村武敏 
監修責任：桑田靱比古 
編集制作：小野恵美子 
問い合わせ：info@kinkifukusha.sakura.ne.jp 

 

 
 
 
編集後記 
今年は、司馬遼太郎さんの没後２０年。亡くなられた月命日の２月から３月にかけてＮＨＫやＥテレで「この 
国のかたち」がたびたび放送され、書店には文庫本が平積みされていました。今「この国のかたち」を思うに、 
（神聖なタイトルを捩って不躾とは思いますがお許し下さい）不正会計のオリンパスや東芝、資料改竄の東洋 
ゴム工業、旭化成建材、東亜建設工業、三菱自動車、スズキ自動車、神鋼鋼線ステンレス、そして東京オリン 
ピックのエンブレムや誘致金銭授受のゴタゴタ。一方政界では一連の政活費や都知事問題等々。これらが「この 
国のかたち」とは思いたくもありませんが、それにしてもここ数年の間によくもまあ色々と出てきたものです。 
我が国には制度化された監査或いは検査システムがあるのですが、ややもするとスルッと通り抜けてしまう、 
これが「この国のかたち」かも知れません。小さいことからこつこつと正直にやって行きたいと思います。 

（記・桑田） 
今年は梅雨が明ける前から、日本各地で気温が上がり、熱中症による重症患者が出ています。 
今年は今までにない暑さになると天気予報で言われていましたが、もう！？と思うほどです。 
炎天下では当然のことながら、室内においても脱水症状になるらしく、喉が乾いたなと思う前に少しずつ水分を 
補給したほうがよいそうです。 
夏本番までまだありますが、今のうちから暑さに慣らして、体力を温存して参りましょう～。 
私は、公共施設で過ごすのが、良い案だと思いますがね～ ご自愛ください。（記・小野） 

 

賛助会員様へのご案内 

 

いつもこの「複写ニュース」をお読み下さり、真にありがとうございます。 

「複写ニュース」も昨年は、読者参加ページや「ほっと一息」と題しての小野さんのス

ィーツレシピ等、読者の皆様方との距離を縮めるべく刷新して参りました。しかし乍ら 

よくよく思うにまだ何か足らぬことがある。そう そうなのです、それは「賛助会員様の

ページ」なのです。 

賛助会員様よりの製品の情報、業務の案内、告知情報、我社の自慢、私共へのお役立ち

情報 ・・・etc 

勿論 広告宣伝のような記事でも結構ですし、又 個人での投稿も大いに歓迎致しま

す。 

 この「複写ニュース」も組合員各位、賛助会員各位、組合この三者が揃っての記事が掲

載されてこそ、皆様の情報誌として価値が高まると信じています。 

 何卒、賛助会員さまよりのご投稿を心よりお待ち申し上げます。 

                           （お問合せは事務局まで） 

mailto:info@kinkifukusha.sakura.ne.jp
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