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コニカミノルタジャ
パン㈱様

近畿ドキュメントサービス協同組合ニュース

デルフィーノのご紹介

オフィスの健康経営・
働き方改革

デルフィーノは接触感染を予防するサービスです。
感染症対策として、
「 手洗い・うがい・マスク」
などが
あげられますがマスクや個々の消毒ではウィルス感
染は防げません。ハード
（室内で接触するすべての面）
をまるごと抗菌コーティングする事で強制的に、もし
くは従業員が意識することなく感染症のリスクを最大
限減らすことが可能になります。

感染症対策に「これだけやっていれば大丈夫！」
と
いうものはありません。予防対策製品を適切に組
み合わせて感染リスクを減らすことが重要です。
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Report
※出典元：株式会社デルフィーノケア HPより

デルフィーノ概算施工金額（税抜）
1回の噴霧で、約1年間の効果！
定期的なメンテナンスは不要で
什器もそのままでOK！

空間全体をコーティング＆
頻繁に接触する箇所はスポット
コーティングで念入りに！

デルフィーノの特徴

※エリアによっては出張費・交通費がかかります。
※ 施 工 場 所・状 況により価 格 が 変 動することが ありますので、
正確なお見積りに関しましては、弊社営業までお気軽にお問
い合わせください。

1. プロの抗菌技術

2.簡単短時間施工

医療の現場から生まれたサービス
です。3種の触媒反応を組み合わ
せた新技術で、画期的な抗ウィル
ス抗菌・消臭作用を実現します。

たった1日の抗菌コーティングで、効果はお
よそ1年続きます。ご利用中のオフィスはそ
のままの状態で施工できますので、わざわざ
什器等を移動いただく必要もありません。

3. 信頼と安全性

4. 施工後に証書・施工済ラベルを発行

抗菌製品の性能や安全性に関す
る基準を決めることを目的とした
協議団体、SIAA(抗菌製品技認め
られた製品です。

証書やラベルを外部に公開すれば、
事業者が従業者や利用者を守るため
の取り組みとして、対外的にPRするこ
ともできます。

コロナ禍を吹き飛ばそう！
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ドキュメントサービス川柳 大募集
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●ドキュメントサービス業界の
身内ネタ川柳
●ウィズコロナ川柳
●職場や家庭ネタの川柳

60,000 円 程度

■1位 10,000 円 ●表彰 ／ 第1位〜第10位 + 佳作10作
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そうだ！賛助会員さんに聞いてみよう
！

組合員、賛助会員の皆様

日頃はリコー製品のご活用、また私共の営業・サービスが大変お世話になりありがとうござい
ます。新型コロナの感染拡大により世の中のビジネススタイルが大きく変化いたしました。
そんな中、弊社も、
「デジタルサービスの会社」
、働く人の創造力を支えワークプレイスを変える
サービスを提供する会社へと変わっていくことで、今後も皆様へのお役立活動を継続してまいり
ます。コロナの終息が見えない中、
ご一緒になり乗り越えていければと考えます。
今後ともよろしくお願い致します。

リコージャパン株式会社
販売事業本部 大阪支社
支社長

柳谷 明広

【自己紹介】
リコージャパン㈱BP･DSグ
ループ川下です。本年度より
組合様を担当しております。
リコー独自の視点で皆様に
有益な情報が提供できるよ
う努めてまいりますので今
後とも宜しくお願い致します。

みなさまの〜
ご応募どしどし
待ってます〜

賞品（賞金）総額

応募要領

新型コロナウイルスにより、例年盛大に行っている
「ボーリング
大会」
もやむなく中止となりました。組合としましては、組合員企業・
賛助会員企業の社員の皆様とのつながりがとても大切だと考えて
おります。そこで、隔月発行しています組合誌「KDSニュース」の企
画として、
「ドキュメントサービス川柳」
を大々的に募集することにい
たします。
豪華賞品を用意しておりますので、どしどしご応募のほどよろしく
お願いします。

なんと！

コロナは
まだまだ先が
見通せず…

リコージャパン
㈱様

専用の噴霧器でデルフィーノを散布。室内の壁・床・
天井や電話、キーボードや机の裏までコーティングし
ます。
「頻繁に消毒できない箇
所」
や「感染源の恐れがあ
る様々な物」
をデルフィー
ノでコーティングし、接触
感染リスクを抑制！
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ウィルスや菌による感染症はどうやって予防すれば良いの！？

１．
プロの抗菌技術
２．
簡単短時間施工1日のカンタン抗菌コーティング
で持続効果は約1年
３．
抗菌性能と安全性においSIAAの基準をクリア
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●募集期間 ／ 2020年
月
日 〜
月
日
●応募可能者 ／ 組合員企業・賛助会員企業の従業員及び役員
●応募句数 ／ 1人当たり5句まで
●応募方法 ／ 応募句に会社名、お名前、ペンネームを必ず記載の上、組合へメールまたはFAXください。
※詳しくは同封の応募チラシをご覧ください。
（入選作の発表はペンネームで行います。）
今回の印刷は、コニカミノルタ社製 “AccurioPress C4080【2020 年８月新発売】” で行っております。
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富士ゼロック
ス㈱様

㈱ 日 本ＨＰ様

桜井㈱様

ネットワークプリンターの
脆弱ポイント点検のご案内

感染症対策製品のご紹介

いつもお世話になっております。日本HP猪股です。
皆様におかれましては、コロナウィルス対策のニューノーマルの状況で、プラ
イベートとビジネスで様々なご苦労の中、日々をお過ごしの事と存じます。
弊社もリモートワークを推奨し、オンラインでの社内外コミュニケーション、
オンラインイベントや製品デモ等に日々取り組んでおります。
リモート環境下のネットワークセキュリティ対策は重要です。対策済みPC使
用やネットワーク環境構築が肝要という認識は多くの方々がお持ちですが、IT
とセキュリティの専門家300人を対象とした調査でプリンターに重大なセキュ
リティリスクがあると回答した方はわずか16％でした。ネットワーク下のプリン
ターセキュリティ対策が見過ごされがちです。
Q Rコードのリンクに詳 細コンテンツをご 用 意しました。この 機 会にプリン
ターの脆弱ポイントを点検頂いてはいかがでしょうか。今後のセキュリティ対策
の一助となれば幸いでございます。

まだまだ暑さ厳しき折ですが、組合員様におかれまし
ては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
桜井株式会社
さて、新 型コロナウイルスの 国 内 感 染 の 拡 大をうけ
大阪支店
様々な業界や市場経済に大きな影響が広がる中、当社も
熊取谷 聖悟
全事業にわたって低迷した状況が続いております。
この状況下で社会やお客様に献上する為、業種問わずご提案可能な感染症
対策品のラインナップを強化しており、その中からピックアップした下記製品を
ご案内いたします。

アクリルパーテーション
（半円台座型・H型）
「 頻 繁に消 毒できな い 箇 所 」や
「感染源の恐れがある様々な物」
をデルフィーノでコーティングし、
接触感染リスクを抑制！

フェイスシールド

●ゴーグルに比べると軽量で長時間装着しても苦に
ならない！
●透明度が高く、保護範囲が広い安全設計
●国内製造のため安心してご使用いただけます。

商 品 画 像

HP DesignJet 大判プリンター

商 品 情 報

今後もお取引先様の健康と安全を最優先に考え、感染防止に努めてまいります。

キヤノンマーケティング
ジャパン㈱様

ダイヤミック㈱
様

初めまして！新しく組合員様担当になりました

弊社ショールームのご紹介

近畿ドキュメントサービス協同組合員の皆様
平素はお世話になり有難うございます。
初めましてダイヤミック株式会社大阪支社 生藤と申します。
2020年4月より大阪に赴任となりました。また近畿ドキュメントサービス協同組合員様担当と
して、前任営業より引継致しました。
入社依頼30数年となりますが、営業としては主に印刷会社様担当であったため組合員の皆様
にはご不便をお掛けすることも多々御座いますが宜しくお願い致します。
現在のコロナ禍は、共通の取り組むべき課題として認識しております。私自身も【今迄のスタ
イル 】から【 あるべきスタイル 】へ様々な選択肢を模索して参ります。
【 正確無き道 これも人
生！】
として歩んで参ります。
末筆ながら組合員様及びご家族様の益々のご繁栄とご健勝をお祈り申し上げます。

コロナ禍でワークライフバランスの変革が求められる中、
弊社ショールームでは新しい時代のテレワーク環境を体験
いただくコーナーを構築しました。社内外のルール作り
やIT資産の運用までのご相談、そして会社と在宅を繋ぐ
勤務形態も実際にご体感いただける場となっております。
併せて、大ヒット商品imagePRESS C165もお見せしてお
ります。起動30秒！全文検索可能なPDF生成機能！FAX受発
注業務のペーパレスを実現するソリューション等、テレワー
クに必 要な機 能をフルスペックで持ちながら、プロ仕 様 の
CVトナーを採用し、上位機種同等の高画質と色味安定、多
様な用紙対応も実現しております。
ニューノーマルへ向けた取り組みを是非ご体感ください。

ダイヤミック株式会社

大阪支社

生藤 靖隆

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社
大阪支店長

北岡 康人
ダイヤミック大阪支社
マスコットキャラクター

羊(執事)のボンド君
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