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今回の印刷は、キヤノン社製 “ Image PRESS C800 ” で行っております。

プロダクション・CAD 市場向けに“imagePROGRAF TZ-30000MFP”を発売致します。
CAD・ポスター向けの「TX シリーズ」６機種発売と合わせ幅広いニーズに対応致します。
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Report

中小機構の小規模企業共済のご案内
　国が中小企業経営者のみなさまへ準備した安心安全のセーフティーネットをご紹介
いたします。
■制度の主な特長
　❶経営者のための退職金制度　❷掛金は全額所得控除　❸受取時も税制メリット

　また、「契約者貸付けの利用が可能」や「共済金の受給権は差押禁止」など活用し
やすいものとなっています。
　24時間・365日問い合わせ可能なので、この機会にぜひご検討ください。

ほっと一息
お花の
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imagePROGRAF TZ30000MFP

富士フイルム社製 「HydroAg+」

imagePROGRAF TX4100

賛助会員様
に聞く

㈱ムサシ様

　弊社は2021年4月1日に「富士ゼロックス株式会社」から
「富士フイルムビジネスイノベーション株式会社」に社名変
更いたしました。
　また、同日付で弊社の国内営業部門と国内の全販売会社
31社、ならびに富士ゼロックスインターフィールド株式会社
を統合し、新会社「富士フイルムビジネスイノベーションジャ
パン株式会社」を設立しました。
　富士フイルムグループが掲げるコーポレートスローガン
「Value from Innovation」のもと、新社名には「富士フイ
ルムグループの企業として、常にビジネスに革新をもたらす
存在であり続ける」との決意を込めました。
　新たな経営体制のもと、富士フイルムブランドで、これか
らも高い品質の商品・サービスをご提供し、お客様のビジネ
スに新たな革新をもたらすことを目指します。
　何卒ご高承の上、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。

タルト生地もアーモンドクリームも材料を上から順に加えては
混ぜるを繰り返す。
タルト生地は2～3時間ほど冷蔵庫で冷やしタルト型につめて
180度で10分程焼く。
アーモンドクリームを粗熱をとったタルト台に詰め170度で30分
焼く。
焼いている間にカスタードクリーム・生クリームを作る。カス
タードクリームはボウルに材料を入れ混ぜ沸騰直前まで温めた
牛乳を加え濾し再度弱火でとろっとするまで熱を加える。バニラ
ビーンズを加え混ぜて、粗熱を取る。
生クリームは、ボウルに砂糖と生クリームを加え冷やしながら混
ぜてクリームが立つまで混ぜる。
花を作る。イチゴを花に見えるように切り込みを入れる。プラス
チックチョコレート花は、色粉をバターで溶き小分けにしたチョ
コレートに練こみ桃色にする。オーブンシートに薄く伸ばして、2
分冷蔵庫で冷やし取り出しシートからひだを作りながらはがし
花びらにする。大きな花になれば冷蔵庫で冷やす。
仕上げとしてタルト台にカスタードクリームを塗り中央に生ク
リームをのせ花を飾る。周りに生クリームを飾りイチゴを飾れば
完成。タルト生地の残りがあれば葉の形にして飾っても良い。

■材料：18センチタルト型
★タルト生地
●無塩バター ……………… 75ｇ
●砂糖（グラニュー糖可） … 75ｇ
●全卵 ………………M寸1/2個
●バニラビーンズ
　(バニラエッセンス可） ……少々
●薄力粉  …………………150ｇ
●塩 …………………………少々

★アーモンドクリーム
●無塩バター ………………50ｇ
●砂糖（グラニュー糖可） … 50ｇ
●全卵 ………………… M寸1個
●アーモンドパウダー …… 50ｇ

★カスタードクリーム
●卵黄 ………………… M寸2個
●グラニュー糖 …………… 50ｇ
●薄力粉 ……………………20ｇ
●牛乳  ………………… 200ｃｃ
●バニラビーンズ
　(バニラエッセンス可） … 少々

★生クリーム
●生クリーム
  （脂肪分が高いと立てやすい） …100ｃｃ
●グラニュー糖 ………………5ｇ
★花
●プラスチックチョコレート（白） …100ｇ
●赤色粉 ……………………少々
●苺数個 ………………9～10粒

富士フイルムビジネスイノベーション㈱様

新製品のご案内

　キヤノンは、大判プリンター「imagePROGRAF」の５色顔料インクモデルの新製品として、A0ノビ対応の
“TZ-30000MFP”およびB0ノビ対応の“TX-4100/TX-4100MFP”,A0ノビ対応の“TX-3100/TX-3100MFP”、A1
ノビ対応の“TX-2100/TX-2100MFP”を2021年5月中旬より順次発売します。
　製造業や設計事務所など、製品や建築物の図面を大量出力する環境において、
高速プリントや快適な操作性、高画質への
要望が高まっています。キヤノンはこうし
たニーズを受け、より高い生産性が必要と
される市場を「プロダクションCAD市場」と
位置づけ、新たに「TZシリーズ」を展開し、
“TZ-30000 MFP”を発売します。
　また、CAD市場・ポスター市場向けの
「TXシリーズ」の新製品として“TX-4100”
など6機種を発売し、幅広いプリントニーズ
に応えます。

キヤノンマーケティングジャパン㈱様

株式会社ムサシ
大阪支店　取締役支店長
五島　眞一

　平素はマイクロ関連機材をはじめとし、弊社取扱商品をご愛顧いただき誠にありがとうござい
ます。2021年4月1日付で大阪支店に着任いたしました五島でございます。
　またこの度は、富士フイルム社製持続除菌アルコール「HydroAg+」をお買い上げいただき、

会員様へのご配布、誠にありがとうございました。
　まだまだコロナ禍における経済への影響は大きく、厳しい
ビジネス環境は当面続く見込みですが、業界一丸となってこ
の難局を乗り越えていけますよう、弊社もサポートさせてい
ただきたく、従来の商品群のみならずコロナ対策商品及び
BPOサービスを含め、ご提案させていただく所存ですのでどうぞよろしくお願い
申し上げます。

ご挨拶

タルト生地作り方 仕上げアーモンドクリーム
作り方

タルト型で焼く
方法



M16

設定エリア内の
放射温度で処理

S16

▲機械設備の熱監視

▲ゴミ処理場の異常熱による火災監視

株式会社モトヤ　人材派遣部からのご提案

ＳＤＧｓへの取り組みにアプローチをしてみませんか？

リ
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み

温度を視覚化できるサーマル画像と通常の
可視画像を1つのデバイスで同時に
閲覧することが可能！

●紹介予定派遣実績
　290 件（近畿地区・印刷関連業）
●連絡先はこちら　
　株式会社モトヤ　人材派遣部
　担当：太田　TEL：06-6261-1945

●新商品のご紹介
　インクジェット抗菌性メディア　　IJ-RC-KFF120
　インクジェット高耐光性メディア　IJ-F-LDM110
　インクジェット生分解性メディア　IJ-RCB-BPF100

■サーマルセンサーと可視光センサーが同じ筐体に内蔵
■MOBOTIX の特徴である他のセンサーや
　オーディオ機能がそのまま利用可能
■動体の方向性も検知可能
■サーマル画像と通常のカメラ画像を
　重ねて見ることが可能
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　新型コロナワクチン感染の拡大に伴い感染者が増加し
通常の営業活動が難しくなっております。
　そんな中、鉄骨型紙用トレーシングフィルム「ビューレック
スシリーズ」を長年販売してきました弊社が鉄鋼業、またはアパ
レル業向けの高精度な長尺出力を可能にするスプロケットドラム式を採用した
型紙加工専用カッティングプロッタの紹介をいたします。
　鉄骨、造船、橋梁、アパレルメーカー様などへご提案頂けましたら幸いです。

桜井㈱様

鉄骨､造船､橋梁､
アパレル様向け製品のご案内

中途採用をお考えの企業様へ

　新シリーズは新しい機能と環境性能を高めたモデルになり、
インクジェット方式による低消費電力やフルカラーなどの特徴
はそのままに、さらに環境に配慮しインクカートリッジのエコカー
トン化と予備インクカートリッジの装着が不要になったインクサプライシステムを
追加しCO2排出量の削減を実現しました。また、15.4インチの大型コントロール
パネルを装備しファイルのプレビューなど非常に扱いやすくなりました。
　価格は先代モデルと同じ価格を維持しつつ性能はグレードアップしました。既
存のPageWide XLをお使いのお客様は現在お使いのソフトウェア―など継続で
使用できる物も多いので買い替え時の負担も軽減します。
　新しいHP PageWide XLシリーズをよろしくお願いいたします。

㈱日本ＨＰ様

フルカラーでLEDの速度を実現した
HP PageWide XLシリーズの
ラインアップが新しくなりました。

コニカミノルタジャパン㈱様

温度の視覚化可能なサーマルカメラ

　（株）モトヤ人材派遣部としては紹介予定派遣を推奨い
たします。
　このシステムは派遣から始まった後に正社員に切り替
えます。契約期間は1ヵ月、次回は2ヶ月、次回3ヶ月と計
6ヵ月後に正社員に切り替える採用方法です。採用の際、
紹介料が発生いたしますが国の助成金なども
ご利用いただければ、負担は軽減できます。
　最大のメリットはその人の人柄や姿勢、考え
方などを仕事をしながら確認し、更新という話
し合いの場を通じて確認しながら採用まで進
められる点にあります。複数名採用するのが
難しいこのご時世、採用の失敗を防げる今
の時期に合った方法ではないかと思いご提
案いたします。
　まずはご相談ください。

　平素より三菱製紙製品をはじめ弊社提案の資機材をご
愛顧賜り、誠に有難うございます。私は日々皆様と接する
度に、コロナ禍においても目線を上げ前向きな姿勢に業
界の逞しさを常に感じております。
　さて弊社は、今期４月から社内営業部を「グラフィックシ
ステム営業部」「イメージングメディア営業部」「ライフスタ
イルビジネス営業部」「グローバルビジネス営業部」と再
編し、各分野の専門性を高め将来の発展に向けた新体制を整えスタート致しま
した。今後、コロナ禍の急速で大きな変化に対し果敢に挑戦する皆様に、各営業
部を横断した新着情報をご提供出来るように努めて参ります。

ダイヤミック㈱様

組合員の皆様
　日頃はリコー製品のご活用、また私どもの営業・サービスが
大変お世話になりありがとうざいます。2021年4月、北海道よ
り大阪に着任しました脇永です。何卒、宜しくお願い致します。
　リコージャパンは、SDGsを経営の中心に据え、事業活動を通
じた社会課題解決を目指しています。新しい生活様式や働き方
に対応したデジタルサービスを提供することで、お客様の経営
課題の解決や企業価値の向上に貢献。オフィスだけでなく現場
や在宅、企業間取引における業務ワークフローの自動化・省力
化により、“はたらく”を変革目指して、皆様へのお役立ち活動を
継続してまいります。今度とも宜しくお願い致します。

コロナ禍の中、貴重なお客様との面談時にこんなお言葉を・・・
●お 客 様 ： カラフルなバッチつけてるね。それは何かな？
●セールス ： カラーホイールと言いまして、SDGｓのバッチなんです。
●お 客 様 ： 最近よく見かけるけど～　また今度詳しく教えて欲しいな。
そんな時、リコージャパンでは自社の取り組みをお客様にご紹介するツールをご用意
していますのでお気軽にお声掛けしてください。

●お客様への取り組み ：セミナー・インナーセミナーの実施
社内外へのＳＤＧｓの勉強会、セミナーや学校への出張授業など、お客さま先でのSDGｓ
の浸透のお手伝いもしています。
●社員浸透の取り組み ：社員向けSDGｓイベントの実施
ＳＤＧｓをテーマにしたカードゲーム大会や、ファミリーデーを実施し、楽しんで社員浸透
が進む取り組みをしています。
●社会貢献のとりくみ ：事業所での収集活動の実施
福祉施設のお菓子の常設販売や、注文販売など、買うボランティアに気軽に社員が参加
できる環境に作りに取り組んでいます。

抗菌IJメディアは液体培地の濁りが少な
く、大腸菌の増殖が抑えられていました。
〈99％以上の菌が死滅しています〉

抗菌性の簡易評価
JIS Z2801条件を参考に、大腸菌培養液をメディアに滴下し、24時間経過後、
液体培地中にて培養し、大腸菌の繁殖量を
培地の濁り度合い（濁度）で評価しました。

リコージャパン㈱様

組合員、賛助会員の皆様

㈱モトヤ様

株式会社モトヤ
人材派遣部　次長
太田　英之

ダイヤミック京都
堀　茂実

リコージャパン株式会社
大阪支社　支社長
脇永　勉

知性を統合した
ネットワークカメラ

サーマルTRの主な仕様
検知範囲:-40～550℃　動作温度:-30～60℃
検知波長:7.5～13.5μｍ　最大誤差:±10℃（±10°K）
イメージサイズ:336 x 252 ピクセル（ネイティブ）、
　　　　　　　 6メガピクセル（最大）
最大フレームレート:9fps（サーマルセンサーのみ）
選択可能レンズ:45°×32°、25°×19°、17°×13°

in 大阪

抗菌・抗ウイルスメディア〈開発品〉
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