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近畿ドキュメントサービス協同組合ニュース

サービス

ダイヤミック㈱ 様

ごあいさつ
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。

現在ダイヤミックでは、新分野への挑戦に新たな革新をもたらすご提案としてウェアプリントなど、生地に直接印刷するシステムで

あるガーメントプリンターの販売に注力しております。市場拡大にともないこれまで品質的にノウハウを要したポリエステル生地へ
ルームにご来場いただき、その品質をその目でお確かめください。皆様のお越しをお待ちしております。
担当：生藤 靖隆

TEL 06-6468-7901

コニカミノルタ ジャパン㈱ 様
IDEA SHOWROOM内、印刷業向けキーワード

組合員、賛助会員の皆様

■印刷業でのスキルレス・自動化

コニカミノルタは印刷や制作、販売促進に役立つ情報をお届けします。
バーチャルとリアルが融合した、IDEA SHOWROOM

これまでにない新たなショールーム体験をご覧ください。

■デジタル印刷・付加価値印刷

■印刷業での売上向上・ビジネス拡大

また下記の「つながるプリントラボ」では皆様に有益な

情報をご提供できるよう、各種コンテンツを更新してい

ます。是非こちらも併せてご覧ください。

https://www.konicaminolta.jp/business/solution/idea-showroom/
いつでも・どこでもご利用いただける、IDEA

SHOWROOMに蓄積され

た膨大なデータから、あなたの知りたい情報に合わせてサイトをカス

https://www.konicaminolta.jp/business/products/gr
aphic/printlab/index.html

タマイズ。

コニカミノルタ ジャパン株式会社
関西支社 関西営業統括部長 山中 勝己

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 様

＊キヤノンマーケティングジャパン
（株）
からの一押し！
＊新製品のセンシングユニットにより、オペレータの作業負担軽減で新たな作業時間を創出し
ドキュメントサービス業におけるDXを強く推進します。
新搭載の冷却ユニットとセンシングユニットで、
オペレータの作業効率を大幅向上
imagePRESS V1000では品質安定性の向上のために、新たに「冷却ユニット(標

準装備)」
と
「センシングユニット(オプション)」を搭載しています。

冷却ユニットは定着で高温になった用紙を上下のベルトで紙を挟みながら接触

吸熱することで、約25%の熱を低減。排紙時の用紙の貼りつきや反り返りを抑制し、

imagePRESS V1000

高品位な出力を可能とすることで、断裁や製本などの後加工や梱包作業を効率化します。

センシングユニットは用紙の四隅にレジ検査マークを打ち、
レジ位置を検知します。印刷中もリアルタイムに表裏レジを自動で補

正します。
また、定着後の用紙の端に濃度パッチを打ちセンサーで濃度変化を検知することで印刷中に色味を自動で補正するので、
高品質な印刷画像を維持することが可能です。

Report

２０２２年賛助会員イチ押しサービス

お問い合せ先 ダイヤミック㈱大阪支社
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のプリントに革新的な効果をもたらす注目の材料「DTFフィルム＆パウダー」の販売も開始致しました。
ダイヤミック㈱大阪支社ショー
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事前告知

組合初！

非集合型大規模イベント

健康ウォーキングデイズ 2022！ 同時開催 フォトコンテスト
コロナ禍になり、組合が毎年開催していた「ボーリング大会」のような
集合型の福利厚生事業は開催の目途が立たない状況です。そこで組合
としては初めて非集合型のイベントを開催することにいたしました。
イベントの概要は、
組合員・賛助会員企業の社員が、

組合事務局へ

• 家族と、友人と、一人で
• 自由なコース設定で
• 9/20 〜 10/19 の間の都合の
良い日時で
ウォーキングをしていただき、

• 簡単な報告書
• 参加者の写真
• フォトコ ン テ スト へ の 応 募 写 真
（ウォーキング中の人、風景など）
を送ってもらうだけで、

募集要項 QR

参加賞や様々な賞を受け取ることができる、
という画期的なイベントです。
後日参加要領書を送りますので是非ともご参加いただき
イベントを盛り上げていただければ大変嬉しく思います。

社員育成研修2022開催
昨年ご好評を頂きましたリコージャパン株式会社
様協賛の社員育成研修を今年も開催させて頂きま
す。
今回のメインテーマは「SDGｓ実践編」です。昨
年の「SDGs を知る」から一歩踏み込み、個人や
会社でどの様にすればより良く取り組めるのかを組合
員の皆様でコミュニケーションをとりながら学び・考
えて頂く内容になっております。昨年の続編にはなり
ますが初参加の方には親しみやすく、過去に参加さ
れた方には深堀をしたものになります。
また今回はリアルとリモート混合のハイブリット方式
●開催日時
●研修要件

●会
●費

場
用

参加希望エントリーは
こちらの QR からどうぞ !

教育事業委員会委員長

石川 敬一

で開催を予定しております。
双方とも大歓迎しておりますので奮ってご参加くだ
さい。

2022 年 10 月 4 日（火）10:00 〜 17:00
対象・若手から中堅社員
講師・リコージャパン株式会社 人財本部 人財開発室 営業教育 G 平利 博氏
方式・ハイブリット方式（リアル参加・リモート参加が選択できます。）
リコージャパン株式会社 本町橋事業所 ６階 及び各事業所
3,000 円（教材費、飲食費）

今回の印刷は、富士フイルムビジネスイノベーション社製 “ Iridesse TM Production Press ” で行っております。
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サービス

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 様
2022年 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)がお勧めする、一押し Marketing Cockpit

2022年 モトヤがお勧めする、一押し モバイルソリューション
「CARM2（カームツー）」
CARM2は貴社のお客様が抱えている
「業務効率化」
や
「販売促進」
等の、
課題解決を支援するモバイルコンテンツ作成ソリューションです。

ビジネスの環境変化が益々激しくなる中で、企業が直面する課題に対し、ITを手段とした解決策を提示し、それから生成されるデータ

を基軸とした運営をサポートすることが可能です。

組合員の皆様
売上向上・販促効率化
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱として、一押
しのサービスを紹介させていただきます。
集客・育成
WEBサイト・アプリでの体験向上
お客様との接点は、店舗やダイレクトメール（DM）をはじめ
新規顧客との接点
既存顧客との接点
とするオフラインから、WEBサイトやSNSなどのオンラインま
改善ポ
パーソナ
訪問顧客
DM
デジタル広告
イント
で多岐に渡り、お客様が購買に至るまでのプロセスは複雑化
ライズ
の分析
の抽出
アプリ
店頭POP
しています。
GC 営業統括部
CRM/POS
デジタル
本サービスは、ECサイトや店舗（POS）の購買データ・WEB
TV・新聞
店舗
データ活用
広告配信
斎藤グループ長
DM配信支援
サイトやアプリの行動データ・顧客属性等、企業内にバラけて
Marketing Cockpit
いるお客様データを統合的に分析し、DM施策精度向上、WEB改善、オンライン/オフ
専門人材不要
ツール導入不要
ライン施策の最適化等、お客様体験に沿った施策実施を伴走支援いたします。
弊社がクラウド上に開発した独自のシステム基盤にて、役務サービスとしてご提
供いたしますので、
システム導入は不要、各企業様の課題にあわせたスモールスタートが可能となります。
「マーケティングツールを導入したが活用できていない」、 「データを利活用できる人材不足」、 「何から手を付けて良いか分からない」
…といったマーケティング・販促部門の課題を解消し、ビジネスのランクアップをご支援いたします。
(認知度向上・ブランディング・顧客の獲得・カスタマーサクセス・人材採用)

（一例）

・店舗側の業務効率化と、顧客分析から販促へと繋げるモバイルオーダーキャッシュレスアプリ
・学校側のコスト削減と、在学生の学業支援を両立する学校支援アプリ
など。

「お客様の企業課題解決を支援することにより、結果として組合員皆様の売上利益向上へとつなげて頂く」。
これこそ、CARM2が皆様へご提供する本質的な価値となります。

桂川電機㈱ 様

㈱日本ＨＰ 様

2022年 桂川電機 がお勧めする、一押し 大判普通紙LED カラー複合機
桂川電機は、大判ビジネスにおけるカラー化の加速に伴い、大判普通紙LED カラー製品を充実させフルラインナップで製品をご用意

しております。

この製品は、
ドライトナー方式を採用しており一般的な普通紙にプリントが可能で、
ランニングコストの面で非常に優位(低コスト)に

なる上に、
この方式での特徴である耐候性、耐水性にも大変優れています。

普通紙 LED カラー方式の特長を生かした製品は、作業性・即応性に優れ業務の効率化と運用・管理コストの削減を可能にし、1台で

何役にも対応可能な「付加価値」のある製品として、
ドキュメンとサービス業様の現状の問題解決と共に働き方改革の実現に向けた大
判カラー製品となっております。

2022年 HPがお勧めする、一押し新製品
新製品 HP PageWide XL Pro 及び HP DesignJet XL3600 のご案内
新製品のHP PageWide XL Proシリーズは、驚異のプリントスピードは

そのままに、
グラフィック品質が向上しました。さらに10㎜までのボード

素材へのダイレクトプリントが可能となり、パネル作成で従来必要であっ
た用紙のカットや糊つきのパネルへの張り込みなどの加工時間が大幅
に短縮できます。図面だけではなくグラフィック用途への営業品目の拡
張を可能にします。

HP Designjet XL 3600シリーズは、現在お使いのエントリークラスモノ

独自性の高い様々な製品の開発・製造・販売を行なっております桂川電機

クロLEDからの買い替えにおすすめの製品です。LEDで使い慣れた引き

を今後とも宜しくお願いします。

出し式の用紙取り付けやスリムなボディーとカラー化のニーズに応え、消
費電力の削減やランニングコストの低い導入しやすい製品です。

新しいPageWideXLシリーズ、DesignJetXLシリーズ、ぜひよろしくお願いいたします。

リコージャパン㈱ 様

ワカホシ㈱ 様

組合員の皆様へ

コロナ第七波に負けない、リコージャパンがお勧めする一押し
新規ビジネス
「壁紙事業化パック」のご紹介

平素はハッピー電子ファイルおよび製本材料等のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

コロナ禍において通常の営業活動を行えない状況が続いております。その中でやはり紙での出力を根強くご要望される案件もござい

平素はリコー製品のご活用、
また私共の営業・サービスが

ます。今回ご紹介させていただきます特殊紙『ハッピー防水紙』は撥水加工を施し筆記性をもたせた製品です。屋外作業での水濡れ、

大変お世話になっており、誠にありがとうございます。私た

冷凍冷蔵庫での使用など多目的に活用いただけます。

ちリコージャパンは、中堅中小企業を中心としたお客様の課

題に向き合い、お客様価値の高いデジタルサービスを創り、

ご活用を支援することでお客様の生産性革新に貢献してい

きます。新しい生活様式や働き方に対応したデジタルサー
ビスを提供し、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・省力化を実現し、働く

人のストレスの低減や業種業務課題の解決に努めています。今後とも宜しくお
願いいたします。

リコージャパン株式会社 大阪支社 支社長

前

隆志

新たな
ビジネスの
創出！

撥水拡大写真
水の溜まっているところでも鉛筆で書けます

