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巻頭言 春の心地よい一日
教育委員長　木村　吉伸

“整理”が大切になってきています。そして理事長、

副理事長がよくお話される「愛知県印刷工業組合は、

皆様にお役に立つ情報をおしみなく提供していきま

すので、是非セミナー等に参加してください。そし

て情報や知識を得たら、ひとつでよいので行動し実

践してください。」ですね。トヨタの課長は、部下

500人いても机の上は電話だけ。一般的な会社の課

長は部下が２、３人増えただけでも資料が山積みだ

そうです。書類も情報も整理整頓して、必要な時に

10秒以内に取り出せるようにしなければと痛感し

た春の心地よい一日でした。

“トヨタの片づけ”で印象深かった点…

●書類を取り出すのは“10秒以内”

●“いつかは使う”には期限をもうける

●“いらないもの探し”は壁ぎわから

●“発注点”を定め、“視える化”する

“使わないもの”“使えないもの”を明らかに　

 赤札を貼る

●どこに戻せばよいか、一目瞭然の“姿置き”

過日、トヨタ産業技術記念館を見学する機会があ

りました。ご周知の通り、世界の“トヨタ”の創業か

ら現在、そして未来への変遷が、展示だけでなく実

際に機械を動かしてわかりやすく説明していただけ

ました。外国の方も多くお見えのようで、日本語、

英語、中国語での説明はもちろん、広い館内にもか

かわらず各ブースの案内係員が居心地よい空間をつ

くり、気持ちよく見学できました。嫌みのない真の

“おもてなし”を実感した瞬間でした。お時間のゆる

す際に、一度お勧めですよ。

帰りがけにショップがあり、何気なく目にとまっ

た“トヨタの片づけ”という100ページほどの本。日

頃、机の上が書類で溢れている情けない自分にとっ

て一助になればと思い、買ってしまいました。日常、

自分の机が書類でいっぱいの方も多いのではないで

しょうか。恥ずかしながら私も、実務的な書類や、

現場に関する書類、経営や会計に関する書類等で山

になっています。これは、インターネットが普及し

た現在、多種多彩な情報で溢れている状況と同じよ

うに感じます。今、書類も情報も“いるもの”と“い

らないもの”に分け“いらないもの”は捨てるという
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主要な事故の型の中で転倒災害が増加中
出典：労働者死傷病報告

日常生活でも転倒・転落災害は交通事故死より多い
出典：人口動態統計

□職場での転倒事故をなくしましょう

「STOP！ 転倒災害プロジェクト2015」開始
休業4日以上の労働災害で最も多い「転倒災害」防止を目指し！

□転倒による労働災害の状況
仕事中の転倒が原因で4日以上仕事を休んだ人は25,878

人（平成25年）で、休業4日以上の労働災害全体の22％を占
めており、平成20年（24,792人、19％）と比較して、人数、
割合とも拡大しています。平成26年（12月末日現在の速報
値）も前年同期と比較して3.5％増加。また、第3次産業では、

「第12次労働災害防止計画の目標達成に向けた労働災害対策
の推進について」の協力要請が愛知労働局長よりありましたので、
以下、紹介します。

それによりますと、厚生労働省と労働災害防止団体は、休業
4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるた
め、「STOP ！転倒災害プロジェクト2015」を開始しました。1月
20日から12月31日までを期間とし、転倒災害の多い2月と全国
安全週間の準備月間である6月を重点取り組み期間としています。

労働災害全体の30％前後を転倒が占めています。製造業や
建設業では割合は低いものの、その増加率は他の事故と比較
して高くなっています。

□プロジェクトの主な取り組み
【厚生労働省の実施事項】
①業界団体などに対する職場の総点検の要請／関連業界

団体など（約260団体）に対して、厚生労働省労働基準局安全
衛生部長名で転倒災害防止に向けた職場の総点検を要請。

②都道府県労働局、労働基準監督署による指導／ 2月、6
月を重点取り組み期間に設定し、事業場に対して安全委員会
などにおける転倒災害防止対策の検討やチェックリストを活
用した職場巡視、点検の実施を指導。

③STOP ！転倒災害特設サイトの開設／厚生労働省の
ホームページ（職場の安全サイト）内に、「STOP ！転倒災害プ
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転倒災害のいろいろ
①「滑り」による転倒災害：
　床が滑りやすい素材である、

あるいは凍結している、床に
水や油が飛散している（飲食
店や食料品製造業者に多く発
生）、ビニールや紙など滑りや
すい異物が床に落ちている。

②「つまずき」による転倒障害：
　床の凹凸や段差、床に放置さ

れた荷物や商品など。
③「踏み外し」による転倒障害：
　大きな荷物を抱えるなど、足

元が見えない状態での作業。

転倒災害防止のためのチェックシートロジェクト2015」特設サイトを開設。このサイトには以下
の情報を掲載し、事業場の転倒災害防止対策を推進。転倒災
害を防ぐための対策や好事例の紹介、転倒防止に有益な保護
具などの紹介、転倒災害の知識を養うためのセミナー、教育
用教材の紹介など。

④労働災害防止団体などによる支援／中央労働災害防止
協会をはじめとした労働災害防止団体では、このプロジェク
ト推進に役立つ情報の発信、セミナーの開催、専門家による
安全衛生指導などを実施。

【実施者の実施事項／一般的な転倒災害防止対策】
①作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目などの

解消、②4S（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面の
水濡れ、油汚れなどのほか、台車などの障害物の除去、③照
度の確保、手すりや滑り止めの設置、④危険箇所の表示など
の危険の「見える化」の推進、⑤転倒災害防止のための安全な
歩き方、作業方法の推進、⑥作業内容に適した防滑靴やプロ
テクターなどの着用の推進、⑦定期的な職場点検、巡視の実
施、⑧転倒予防体操の励行

□転倒災害とは？
転倒災害には大きく分けて3つのタイプがあります。下図

参照。

□転倒災害を防ぐには？
転倒災害を防ぐには、災害が多発している場所や環境、

行動に着目して原因を洗いだし、順次対策を講じていくこと
が必要です。例えば、作業フロアや通路などの床面が水で濡
れている、油や粉がそのままに放置されている、照明がなく
十分な明るさが確保されていない、といった設備管理面の問
題。さらには、急ぎ足で歩いている、両手がふさがって足元
が見えない状態で荷物を運んでいる、といった作業方法の問
題など、チェックリストを活用して確認し、転倒災害の原因
を減らしていくことが必要です。

□職場の危険を洗い出す
職場の危険をなくすためには4S活動とKY活動が重要で

す。滑りやつまずきによる転倒災害を防止するには、職場内
の4S活動（整理、整頓、清掃、清潔）が基本的かつ最も重要
な対策になります。4S活動により転倒の原因を除去すれば、
作業性が向上し生産性の向上も期待されます。ただし、忙し
い時間帯などは、4S活動がおろそかになって作業通路が汚
れたり、作業を急ぐあまり注意力が散漫になるなどにより、

あなたの職場では、このような災害が
起こっていませんか？
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靴底の設置面積が大きく安定

トゥダウンが発生

ある程度のトゥスプリングの高さは必要である

靴底の設置面積が小さく不安定

安定した歩行ができる

靴の屈曲性

靴の重量

転倒災害のリスクが増加するため、定期的な職場巡視や過去
の災害事例を基にしたKY（危険予知）活動も、積極的に進め
たいものです。

危険箇所の「見える化」で情報の共有も大切です。職場の
中で転倒災害が多発している箇所は、危険マップやステッ
カーの貼り付けなどにより作業員全員で情報を共有し、安全
意識を高めます。

□転倒防止に有効な安全靴
転倒を防ぐため、足のサイズに合った靴を選ぶことが大

事です。転倒の大きな原因のうち「滑り」と「踏み外し」は、靴
底の耐滑性能を上げることで、転倒リスクを下げることがで
きます。「つまずき」は、靴底の構造によって、ある程度の効
果を出すことができます。転倒の原因から靴に求められる性
能を整理すると次のようになります。

①靴の屈曲性〜靴の屈曲性が悪いと足に負担がかかるだ
けでなく、擦り足になり易くつまずきの原因となります。

②靴の重量〜靴が重くなると足が上りにくく、擦り足に
なりやすくつまづきの原因となります。靴の重量には個人差
もありますが、短靴では900g/足以下のものをお勧めしま
す。

③靴の重量バランス〜靴の重量がつま先に偏っていると、
歩行時につま先が上りにくく（トゥダウン）無意識のうちに擦
り足になりやすくつまずきが生じやすくなります。

④つま先部の高さ〜つま先部の高さ（トゥスプリング）が
低いと、ちょっとした段差でもつまずきやすくなります。高
年齢労働者ほど擦り足で歩行する傾向にあるため、よりつま
ずきやすくなります。

⑤靴底と床の耐滑性のバランス〜滑りやすい床には滑り
にくい靴底が有効ですが、滑りにくい床に滑りにくい靴底で
は、磨耗が強くなりすぎて、歩行時につまずく場合がありま
す。靴底の耐滑性は、職場の床の滑りやすさの程度に応じた
ものとする必要がありますので、靴はできるだけ履いてみて
から選定することをお勧めします。

耐滑性能に優れた靴底を持つJIS規格安全靴には「F」
（FRICTION＝摩擦の頭文字）の記述が入っており、JSAA規
格プロテクティブスニーカーには、べロ裏に耐滑性を示すピ
クトが入っていますので、それらの記述が入っている商品を
選定します。なお、安全靴の耐滑性能には寿命があり、靴底
の磨耗が進み、靴底の凹凸が完全に摩滅してしまうと耐滑性
が急激に低下しますので、靴底の凹凸が残っているうちに交
換することをお勧めします。

転倒は床の状態が急に変化したような環境下で発生しや
すいので、出入り口の周辺に滑りにくいゴムマットを敷くな
ど、職場の床の滑りやすさをできるだけ一定にする対策が有
効です。その際、その床に対してやや滑りにくい程度の靴底
を持つ安全靴を組み合わせると、より安全性が高まります。

※「STOP ！転倒災害プロジェクト2015」についての情報
は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、あるいは、
中央労働災害防止協会のホームページを参照ください。
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全日本印刷工業組合連合会では、第9回となる「ワンスター
認定」の募集と第1期ワンスター認定企業の「ワンスター認定
更新」と「ツースター認定登録」を行なっている。この第9回
より組合員外の企業の認定登録も行なわれる。
【第9回ワンスター認定募集】
▼応募資格
全印工連CSR認定規格が定めるCSRの取り組みを行なう企

業。
▼募集期間
平成27年2月1日（日）〜 4月30日（木）※平成27年6月認定

登録（予定）
▼申請書類
応募申込書到着後、全印工連より申請書を送付。次の①〜

⑤を提出。①CSR取り組み項目チェックリスト、②法令遵守
宣誓書（所定要式）、③納税証明書（税務署が交付した証明書）、
④過去3年の行政処分がないことの宣誓書（所定要式）、⑤添
付書類（CSR取り組み項目チェックリストでチェックした項
目を証明する書類）。

▼認定の概要
ワンスター認定はCSR認定の標準認定であり、審査機関の

横浜市立大学CSRセンターが書類審査を実施し、外部の有識
者で構成する全印工連CSR認定委員会において認定する。認
定企業は、CSRマークを自社の名刺やホームページ、顧客の
印刷製品に表示することができる。認定取得後は2年ごとに
更新審査を行ない、上位認定であるツースター認定を取得す
ることも可能。

▼認定費用
従業員1 〜 9名の場合50,000円（組合員外100,000円）税

別。（一例）
※ちなみに、平成27年1月現在CSR認定企業は81社

【ワンスター認定更新】および【ツースター認定登録】
平成25年6月より認定を開始したCSR認定制度では、平成

27年6月に2年間の有効期限を迎え、ワンスター認定の更新
審査並びにツースター認定の登録審査を開始する。これによ
り、第1期ワンスター認定企業には、ワンスター認定の更新
に伴い「ワンスター認定更新審査（書類審査のみ）」及び上位認
定である「ツースター認定登録審査（書類審査・現地審査）」の
案内を行なっている。

▼審査対象
第1期ワンスター認定企業（平成25年6月にワンスター認

定登録された企業）。
▼応募・申請期間
応募申込書提出期間＝平成27年2月1日（日）〜 3月6日

（金）、申請書類提出期間＝平成27年2月1日（日）〜 4月30日
（木）　※平成27年6月認定登録。

▼申し込み書類
応募申し込み書の到着後、全印工連より申請書類の様式

（WORD版、EXCEL版など）を送付。
▼ワンスター認定更新に必要な申請書類→ワンスター認定

更新審査は書類審査のみ実施。①CSR取り組み項目チェック
リストおよびチェック項目を証明する書類。

▼ツースター認定登録に必要な申請書類→ツースター認
定登録審査は書類審査・現地審査を実施。①企業概要書、②
CSR取り組み項目チェックリストおよびチェック項目を証明
する書類、③ツースター認定評価用記入シート（経営理念な
ど）、④ツースター認定評価用記入シート（CSRによる経営効
果）及び取り組み内容を証明する書類、⑤CSRマネージメン
トシステム評価チェックリストおよび各項目を証明する書
類。

▼認定の概要
ワンスター認定企業は、2年ごとの更新時にワンスター認

定の更新、もしくは上位認定のツースター認定登録にステッ
プアップすることができる。ワンスター認定は審査機関であ
る横浜市立大学CSRセンターによる書類審査のみ実施してい
たが、ツースター認定ではCSRセンター審査員による現地調
査も実施される。

▼その他詳細については
全印工連CSR認定事務局（TEL03-3552‐4571）、または、

ホームページ「全印工連CSR」で検索。

日本印刷産業連合会（日印産連）は、機関事業として展
開しているグリーンプリンティング認定制度におけるグ
リーンプリンティング（GP）を表示した印刷製品の総数
が、累計で3億部に達したと発表。

GPマークは、日印産連が定める環境基準を達したグ
リーンプリンティング認定工場が印刷する製品の環境ラ
ベルとして、平成18年のGP認定事業の創設以来、各種
印刷製品に表示されてきた。日印産連グリーンプリン
ティング認定事務局では、制度スタート以来、GPマー
クの表示件数と表示印刷部数を集計してきたが、この程、
最新の集計データがまとまり3億部を越えたことが判明
した。平成26年9月末日までの実績では、オフセット印
刷製品のGPマークの表示件数が13,406件、印刷部数が
3億915万部となった。スター数別の割合（件数）では、
環境配慮の度合いが一番高いスリースターが15％、ツー
スターが45％、ワンスターが40％であった。

組合員外企業の認定登録も開始

全印工連
第9回 ワンスター認定募集と

「ワンスター認定更新」および「ツースター認定登録」

日印産連／ GPマーク表示印刷製品3億部を超える
― GPマーク表示件数の最新集計結果 ―
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分科会で活発な意見交換

実態調査をもとに、会員に有益な事業を

全体会議の冒頭挨拶に立った四橋中部地区協会長は、存
続が危ぶまれている製版DTP検定にふれ「全印工連で全国に
案内し、岐阜県のDTP技能検定試験の見学に、新潟、佐賀、
広島、愛知などから大勢の皆さんが来た。DTP技能検定は
我々と同じように全国でも行なっていると思っていたが、行

なっていたのは3 〜 4県だけであった。カルチャーショッ
クを受けた。DTP検定は今まで製版組合が行なっていたが、
これから印刷業界が中心になってDTP検定を盛り上げてい
きたいと思っている。また、こうした国家検定、公的な資格
でもって、社員を正しく評価する、そういったシステムにし
ていくべきだ」と、DTP検定の今後の進め方について述べた。

続いて、全印工連の島村会長が、「来月、全印工連の決算
がでるが、昨年同様、黒字で終わることができる予定であ

全日本印刷工業組合連合会・平成26年度中部地区印刷協議会（中部地区協／四橋英児会
長・岐阜県印刷工業組合理事長）の下期会議（愛知県会議）が、2月13日午後1時30分より名
古屋駅前のホテルキャッスルプラザで開催され、中部５県（愛知、岐阜、三重、富山、石
川）の印刷工業組合の幹部ら64余名が出席。全印工連から、島村博之会長、木野瀬吉孝副
会長（愛知県印刷工業組合理事長）、池尻淳一事務局長、オブザーバーとして（公社）日本印
刷技術協会花房賢CS部副部長が出席した。

挨拶をする四橋英児会長

中部地区印刷協議会下期会議

■全日本印刷工業組合連合会
平成26年度中部地区印刷協議会【下期会議】

｢公的資格で社員を正しく評価するシステムづくりを！｣（四橋会長）
全印工連60周年事業「還暦のつどい」開催
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紙でご愛顧70年

豊山配送センター

名古屋市東区主税町4̶83　　　  〒416̶0018
TEL.052̶931̶2221㈹　FAX.052̶932̶1418

愛知県西春日井郡豊山町豊場
TEL.〈0568〉39 ̶0501

る」と報告。次いで、2つの事業を紹介した。「1つは印刷業経
営実態動向調査についてであるが、昨年の京都大会で結果を
発表したが、非常に内容の濃い調査結果が出ている。これま
での調査は平均社員数が多い中堅企業が多く、平均従業員数
20名という全印工連の状態においては、あまり実態にあっ
た結果になっていなかった。ところがWebで解答してもら
うようにしてから、実態に近い数字が出るようになった。こ
うした調査を経て、全印工連では全体の8割を占める20名以
下の会社に合った事業をしていかなければいけない。そのた
めには実態をしっかり把握できていないと暗中模索の中で事
業をしていくことになる。まだ、回答数が少ない、是非協力
をお願いしたい。2つめは、全印工連が創立60周年を迎える。
ついては全印工連フォーラムに変え、60周年記念式典『還暦
のつどい』にしたいということで準備を進めている」ことを明
らかにした。

全印工連報告の後、「ソリューション・プロバイダー／これ
までの歩みと実践事例」と題し、島村会長が講演した。その
中で島村会長は、六三印刷入社から1993年の社長就任、バ
ブルの崩壊、3期連続の赤字、3分の2の売り上げ喪失などの
苦しい5年間を紐解きながら、「六三印刷を一流にするための
研究会議」を立ち上げ、全社員のパソコン習得、インターネッ
トをビジネスにする勉強会の開始など、新しい六三印刷への
飛躍・発展を模索した点を披露。また、「変化し続ける組織」を
根幹に人材育成にも取り組み、特に、「後継者育成で気をつけ
ているのは、ゴールを同じにした喧嘩、議論は奨励。また、
管理職は部下だけではなく全社員の評価をする。部長以上
を除く辞令は全て1年限定である」などを紹介した。さらに、
重要と思っていることに、「仕事の重要性と緊急性を分けるこ

と、社員はほとんどの時間を緊急な仕事で費やしている。納
品をする、移動をするということは決して緊急であるが重要
ではない。大事なのは重要であるが緊急ではない仕事。これ
はお客様の販促のことを考えたり、社員教育などであり、こ
こに如何に自分の時間を費やせることができるかである」と
し、「こうしたことは、社員にしっかりと理解してもらうこと
が必要である」と説いた。

全体会議前半は、全印工連の事業概要について池尻事務局
長が報告。「①印刷道セミナーの開催、②CSR事業の推進、③
印刷用紙の値上げ動向と対応、④教科書の電子化に対する考
察、⑤制度教育事業のあり方、⑥技能検定製版職種DTP作
業実施への協力、⑦印刷業経営動向実態調査および組合員台
帳の回収結果、⑧ミラサポ　未来の企業応援サイト（中小企
業庁）、⑨組合支援セミナー新企画、⑩全印工連60周年記念
式典開催、⑪全国協議会の開催」など。

その中で、印刷道セミナーの開催について、冊子「印刷道」
は5,754冊を販売。これに関連して開催していた「印刷道実
践セミナー」については18組合で実施、年度内に5工組の予
定がされている。CSR事業の推進について、2年前にはじめ、
第7期の募集を終え、合計81社が取得した。6月には第1期
40社が更新を迎えるのでツースターの案内も行なう。印刷
用紙の値上げ動向と対応について、1月14日、（一社）日本印
刷産業連合会から断固反対の文書を日本製紙連合会へ提出。
その回答として、「関係委員会を通じて、会員企業には伝達し
た」という文書が届いている。現在、資材対策専門委員会の
橋本唱市委員長と相談、今後の対応を検討中であるが、卸商

□ 全 体 会 議

開会挨拶をする
細井中部地区協副会長

島村全印工連会長 木野瀬全印工連副会長 水谷中部地区協副会長の
閉会挨拶
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の団体である日本洋紙板紙卸商業組合宛に、透明性かつ公平
性のある対応を求める文書を提出する予定である。また必要
に応じては全印工連名で各メーカーに対して値上げ反対の文
書を提出する。

教科書の電子化に対する考察については、中小印刷産業振
興議員連盟の議員に対して、昨年10月31日に「教科書の電
子化に対する考察について」という文書を提出。その内容は、

「電子化には適するものと適さないものがある。人間形成で
一番大事な小中学校の時期においては、電子教科書より紙の
教科書の方が圧倒的に優位性があるので、紙の教科書の利用
を続けて欲しい」ということで、11月19日に議連の総会に
おいて生井義三専務理事から詳細を説明、各議員の賛同を得
ている。

制度教育事業のあり方では、営業に関する講座、試験を2
つと技術に関する講座を行なっている。この3つの講座、3
つの試験に対するアンケートの実施を検討中である。また
技能検定製版職種DTP作業実施への協力では、全印工連の
教育・研修委員会のもとにきちんとしたDTP検討部会を設置
し、積極的な周知、PR活動、内容修正を行なうと厚生労働
省にプレゼンを提示。平成27年度は中止、平成28年度の結
果により存続を判断するなどが説明された。

全体会議前半を終了し分科会が行なわれた。分科会終了後、
全体会議後半に入り、各分科会、理事長会の報告が行なわれた。

全印工連CSR推進専門委員会活動報告を山田慎二委員（愛
印工理事）が行なった。その中で、「CSRは、企業としての社
会的責任が問われるが、CSRは経営戦略と定義し、組合員向
けセミナー開催支援、中小印刷企業の資格制度、情報誌の発
行などを推進し啓蒙している。中部地区で16社が認定を受
けている。現在、第9期ワンスター認定募集を行なっており、
6月認定予定で4月末まで募集をしている。また、認定の普
及拡大を図るため、第9回からは印刷関連産業まで開放し、
印刷業界全体のCSR普及を図っていく」と述べた。

質疑応答に移り、「印刷業経営動向実態調査について」木野

瀬全印工連副会長から次のような発言があった。「経営革新・
マーケティング分科会発表に、印刷業経営動向実態調査が難
しすぎるとの話があった。昨今、若い経営者が多くなってき
たが、若くとも、当然、決算書がでたときは決算書を分析す
ると思う。経営動向実態調査を毎年行なっていると自分の会
社の定点観測になる。実態調査を難しいといって思考停止を
してしまったら、多分、その先へ経営が行かないと思う」と
警鐘し、「愛印工組には再度呼びかけた。これは、自分の会社
の分析をすることだと思っていただき、毎年1回きちんと数
字を入れるようお願いの文書を出した。皆さんの工組でも、
そうした観点から取り組んでいただきたい。皆さん自身、経
営動向調査に記入できなかったら、決算書の分析は絶対でき
ないと思う。難しいという言葉で終わることのないよう県工
組で行なって欲しい」と要請した。

四橋会長の下期会議纏めの後、水谷勝也副会長（三重県工
組理事長）の閉会の挨拶で終了した。

◎経営革新・マーケティング分科会／田上裕之副委員長
（石川県工組）

7keys・5Doorsのバージョンアップと啓発では、新しい
コンテンツの製作中であり、完成次第報告する。勝ち残り合
宿ゼミの次年度は、夏ごろを目処に名古屋で開催予定であり、
各県で声かけをし、昨年以上の人数での開催をする。印刷業
経営動向実態調査では、簡単な問から複雑へと質問の流れを
考えることも必要との意見が出た。

◎環境分科会／寺田俊之委員長（富山県工組）
環境対応アンケートの結果については、マニフェスト交

付状況報告書は未提出、報告義務を知らなかったなど高い数
字が上っているので、周知を図る。2014 〜 16年間に労働
基準局が印刷事業所全て回るという話もあるので工場内の労
働衛生の向上を主に対応する。そのためにもグリーンプリン
ティング（GP）の取得、環境推進工場登録を切っ掛けに積極

経営革新・マーケティング分科会

教育・研修分科会

環境・労務分科会

取引公正化分科会

組織・共済分科会

理事長会

□ 分 科 会
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他県からも参加して欲しい。石川県、富山県は合同会議、合
同研修を行なっており、安い費用でたくさんの研修ができる
ような取り組みを行なっている。

●平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」
1次公募

平成26年度補正予算における「ものづくり・商業・サービス
革新補助金」の第1次公募が2月13日より始まりました。

〇補助対象者：革新的な設備投資やサービス・試作品の開
発を行なう中小企業

〇補助対象事業：①革新的サービス：革新的サービス実施
に必要な設備投資、②ものづくりの革新：生産プロセス革新
に必要な設備投資

〇最大補助額：1,000万円（補助率2 ／ 3以内）
〇補助事業期間：交付決定から平成28年6月30日まで
〇申請受付期間：平成27年2月13日〜 5月8日
〇申請書提出：愛知県中央会 052-485-8460

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）

●身近な催し物のお知らせ（関係団体）

開催日時 事業・行事、場所、備考

3月11日㈬

18：30 〜
20：30

事 業 名 第2回　マーケティングセミナー
「チャンスへつながる謝り方」

場 所 ウインクあいち　1001会議室

参 加 費 組合員1人目：4,500円・2人目から：3,500円
一般5,000円

定　 員 120名（先着順）
申込期日 定員になり次第締め切り

開催日時 事業・行事、場所、備考

4月14日㈫

19：00 〜
21：00

（受付18：30 〜）

事 業 名 中部グラフィックコミュニケーションズ工業組合主催
「『Ａ４』１枚アンケートで広告を劇的に変える」

講演内容
利益を５倍にするマーケティング＆プロモー
ションの秘法
講師：株式会社アカウント・プランニング

　　  代表取締役　岡本達彦氏
場 所 ウインクあいち　1102号室
参 加 費 組合員：2,000円　一般：3,000円
定　 員 70名（先着順）
申込期日 平成27年4月6日

お問合先 電話：052–962–5771　
FAX：052–951–0569（担当：渡辺由紀子）

的に取り組み工場内の労働環境衛生向上につなげる。
◎組織・共済分科会／大洞正和委員長（岐阜県工組）
平成26年度組合員台帳調査の回収結果では、愛知、岐阜

の提出率は100％である。他の工組も企業にはたらきかけ、
中部として他のブロックより数字を上げる。各共済制度の加
入状況では、石川県工組は、吉田克也理事長が各企業を回り、
いろいろな声を拾っている。岐阜県工組では加入メリットを
紹介している。愛知県工組ではブランディング委員会を立ち
上げ、印刷関連業にも組合加入を勧めている。平成27年度中
部地区の共済制度の重点工組候補は愛知県工組を選定した。

◎教育・労務分科会／木村吉伸副委員長（愛知県工組）
DTP作業検定は、受験者数が全国で100人を下回っている

状況であり、各県は岐阜県を見習い存続の方向で再度検討す
る。MUD事業は昨年第8回のコンペディションが開催され、
愛知県工組の㈱マルワが経産大臣賞を受賞した。MUD検定
は内容を把握している人が少ないのが現状である。制度教育
事業のあり方では、営業講座の開催が全国的に少なくなって
きているのでアンケートに答えて前向きに継続する方向で検
討する。

◎取引公正化対策分科会／下里義治副委員長（三重県工組）
最低制限価格について47都道府県の中で25県が最低制限

価格等を承認してもらっている。その中でも愛知県は設備を
持った県内業者しか参加できない制度になっている。また、
中部地区でも各県に温度差があるので、統一して進めていけ
ば最低制限価格等が認められるのではないかという話になっ
た。著作権については、三重県工組では全印工連の池尻事務
局長を呼び著作権のセミナーを開催した。その時に行政側の
人も参加してもらい理解を深めたという事例が紹介された。

◎理事長会／楠行博富山県工組理事長
技能検定の現状と今後の方針について、全国的には印刷

検定はほぼ半数、DTP検定に関してはほとんど行なわれて
いない。中部地区では印刷検定は全県で行なっているが、
DTPは岐阜県のみである。DTP検定は統一システムを作り、
2016年度は組合事業として行なう。来年度1年をかけ、仕
組み、やり方、条件を作る。それを収益事業としてできないか。

また、各県工組からの報告では、三重県は組合事業で県
民手帳を制作、愛知県からは、今年も新人研修を行なうので
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を確実に広げていくことができる。
最後に、「私が取り組んでいるCSR活動を皆

さんと一緒にできないかと考えている」と参加
を促した。

□CSR：企業の社会的責任
その後、鳥原副理事長がCSRについて紹

介した。その中で、「企業も社会の一員だとい
うことで、社会的責任を負っているのがCSR
である。どういう責任があるかといえば4つ
がある。1つ目が法的責任。これは言うまで
もなくコンプライアンスである。2つ目が制度
的責任。例えば、働く環境であったり、企業
をキチットやっていくための制度。そして、経
済的責任である。これは売り上げである。キ
チット税金を払うということである。最後は社
会貢献である」と説明。

そして、何故CSRが重要なのか、「売り上げ
はお客様が作る時代になった。Aの店で買っ

□防災絵本の発行
講師を務めた山田CSR・環境委員長は、㈱

二和印刷紙業のグループ会社㈱アドフュー
チャーにおけるCSR取り組みの経緯、活動か
らのビジネスチャンスの広がりを紹介。その
中で、「世の中の困りごとを解決するために、
印刷会社として何ができるか？」を原点に、“印
刷会社だからできる”紙を活用したCSR、そし
てそこから広がるビジネスチャンスについて
語った。

最初に、同社が発行、愛知・岐阜・三重の
許可を得た幼稚園、保育園に12万部、年11
回配布している子育て情報誌「きらきら」を取
り上げた。この情報紙はフリーペーパーでは
なく、確実に手元に届けられるようピンポイ
ントで園を選び、配布することを強みとして
いる。ただし、「きらきら」は広告が入った商業
印刷物であるため、公立の幼稚園や保育園
への配布は難しい。この点をクリアし、また
CSR活動とも合わせた社会貢献はできない
ものかと模索。そこでたどり着いたのが、幼
稚園、保育園の園児を対象にした「ぼうさい
えほん」の発行であった。これを愛知、岐阜、
三重各県に提案、快諾を受けた。さらに、
小学校1 〜 3年生向けの防災絵本「ちゃんと
かえるもん」の発行も行なった。
「きらきら」「ぼうさいえほん」「ちゃんとかえる

もん」はパートの主婦が、子育て世代の視点
から、子育て世代に必要な情報、子供たち
が理解できるものという消費者目線で制作さ
れている。また、「こどもたちに、たくさんもの
づくりに興味を持ってもらい、いろんなものづ
くりや職というもの、そして働くことに対し興
味を持ってもらいたいということ」をテーマに
し、印刷会社の強みである紙を使い、代理
店がやらないイベントの開催などを行なって
いる。

行政が企画したものをただ単に入札で受
けるのではなく、企画提案することで知名度
を上げる。と同時に、発行物の広告収入、
CSRに興味を持つ企業へのパイプ、さらには、
企業との取引に結びつき、ビジネスチャンス

愛印工組CSR・環境委員会は、1月28日午後7時より、メディアージュ愛知3階会議室で印刷寺
子屋「必聴！わかっているけど行動に移せないあなた〜 CSR活動ってビジネスチャンスが広がるこ
とを知っていますか〜」を開催した。講師には、山田慎二CSR・環境委員長（㈱二和印刷紙業）、コ
メンテーターは鳥原久資副理事長（㈱マルワ）が務めた。（出席者は32名）

編 集 だ よ り
□愛知県労働局より、「STOP！ 転倒災害

プロジェクト2015」の実施に当たり、組合
員への周知の依頼がありましたので報告し
ました。転倒災害の多いことに驚きました。
職場での転倒事故を減らしていただくため
にも、是非、一読下さい。なお、紙面の都
合で紹介できなかった、〝転倒災害防止に向
けた対策〟が厚生労働省ホームページにあり
ます。検索の上参考に供して下さい。

□橋本印刷㈱代表取締役社長橋本正明氏
は、1月11日ご逝去されました。

□㈱エムアイシーグループ相談役三浦省
三氏は、1月20日ご逝去されました。

□タック㈱代表取締役北川毅氏のご母堂
北川敦子氏が1月28日ご逝去されました。

ここに哀悼の意を表し、謹んでご冥福を
お祈りいたします。

ても、Bの店で買っても100円のペットボトル
のお茶をどちらで買うかというとき、人はどこ
かで良いことをしたいという欲望がある。こ
ういうことにお金を払うことによって、僕は社
会貢献できる」という購買心理を紹介した。

さらに、これからの企業、社員のあり方に
ついて、「これからの思考の中で、会社のため
に、会社のためにと社員が一生懸命言ってい
る会社は無くなる。わかると思うが、売り上
げを我々は作れない。どうやったらお客様に
喜んでもらえるかという風土が会社全体にな
いと、これからは新しい知恵は出てこない」と
し、その一例とし、山田委員長の活動を参考
にあげ、「うちのお客様と隣りのお客様と隣り
の知り合いを上手く結び付ければ新しい仕事
ができるかということを作り出せばいい」と結
んだ。

愛印工組【印刷寺子屋】より

CSR活動でビジネスチャンスを！
山田慎二CSR・環境委員長が事例発表

■　訃　報

大盛況となった印刷寺子屋

No.520
平成27年３月10日発行

◆ホームページアドレス  http://www.ai-in-ko.or.jp/
◆E-mailアドレス  jimukyoku@ai-in-ko.or.jp　

発行人 木 野 瀬 　 吉 孝
　編　集 組 織 ･ 共 済 委 員 会
発行所 愛 知 県 印 刷 工 業 組 合

〒461‒0001 名古屋市東区泉一丁目20番12号
メディアージュ愛知１階
TEL〈052〉962‒5771
FAX〈052〉951‒0569
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14…㈱光文堂
17…ダイヤミック㈱
18…リョービMHI

グラフィックテクノロジー㈱
19…東洋インキ㈱
20…富士フイルム

グローバルグラフィックシステムズ㈱
22…㈱永井機械製作所
23…㈱メディアテクノロジー　ジャパン
24…コニカミノルタ

ビジネスソリューションズ㈱

MEDIAGE Aichi では、テナントを募集しています。地下鉄「高岳」徒歩1分、2012年2月に新築
した鉄骨造地上4階建の最適なオフィス環境です。
所在地　名古屋市東区泉一丁目20-12  MEDIAGE Aichi
◆貸室　2階1号室（全フロア—）　　◆用途　事務室　　
◆面積　196.41㎡　59坪　　◆家賃  9,000円/坪（税別） 
愛知県印刷工業組合の組合員または、組合員から紹介された方は、特別割引価格でご提供します。
ご相談ください。
◇共益費　1,000円/坪（税別）　　◇入居　平成27年5月1日から　　◇敷金　家賃の6 ヶ月
フリーレント1 ヶ月
直接募集ですから、仲介手数料は０円です。テナント様の特典として、3階の会議室（定員50名）を、
印刷組合員料金で借りることができます。内覧をご希望の方は、お電話ください。
お問い合わせは、愛知県印刷工業組合事務局　052-962-5771　（河原　勝野）まで

テナント募集のお知らせ

愛知県印刷工業組合内　ポスターグランプリ係
〒461-0001…名古屋市東区泉1-20-12…メディアージュ愛知…1階
TEL…052-962-5771／ FAX…052-951-0569／ E-mail…jimukyoku@ai-in-ko.or.jp

本件詳細は、愛知県印刷工業組合のホームページをご覧ください。
http://www.ai-in-ko.or.jp/

応募
問合せ先

誌 上 情 報 展
〈出展企業〉
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「印刷機材の総合商社」㈱光文堂は、創業以来60余年の実績とノウハウを活かし、北は北海
道、南は沖縄まで24の拠点を足がかりに、全国津々浦々の印刷関連会社様の活動をサポート
させていただいております。この1月に開催いたしました「Print Doors 50＋1新春機材展」
には、全国から多くの方々にお越しいただき大盛況に終えることができました。誌上をお借り
し厚くお礼申し上げます。
「50＋1」と回を重ねてきました新春展への期待も高く、出展していただいた各社からも最

新情報の提供とビジネスヒントに繋がる機資材の数々が披露されました。当社からもサイ
ネージ関連をはじめ各種プリンタ、環境対応機資材など、40機種（内新製品14機種）を出展
しました。これらの中から話題を集めた製品を紹介させていただきます。

｢KBD compress HS｣ ｢KBDデザインニスコーター｣｢KBD デジハク AF｣

■UV-LEDインクジェットプリンタ
｢KBD compress HS｣
様々な物に印刷できるインクジェット

プリンタは数多く世に出ているなかで、対
応面積や高さで、頭ひとつ抜け出た新製品、
オンデマンドUV-LEDインクジェットプリ
ンタ「KBD compress HS」が誕生した。

印刷範囲A2ワイド、高さ300㎜まで対応
するうえにコンパクトな設計、しかも、デュ
アルUV ‐ LEDランプの採用により、印刷
スピードもアップ。クライアントの多彩な
要望にスピーディに対応できる。 
〈特徴〉 
①印刷面積A2ワイド（最大604×450

㎜、最小37×26㎜）、高さ300㎜まで対応
可能。②2つのUV-LEDランプを搭載し、プ
ロダクションモード（720dpi）では9.29
㎡／ｈ、クオリティモード（1440dpi）では
4.64㎡／ｈの高速6色（C、M、Y、K、W、
CL）印刷が可能。③白インキ循環システム

（WIHS）とフィルター機能を標準搭載。④
プリンターサイズは、980×550×1,270
㎜（奥行き×高さ×幅）。 

■高感度インキ対応UV装置
｢KBD LED-UVイージックス｣ 
高感度インキに対応したオゾンレスで

エコロジーなUV装置「KBD LED-UVイー

ジックス」。 印刷機排紙部に120W ／㎝
LEDランプ1灯で、ただちに乾燥させるこ
とが可能。既設の印刷機への取付けもでき
るため、コストパフォーマンスが高く、売上
UPに貢献する。 
〈特徴〉 
①電気制御装置内にウォータークーリ

ングジャケット装着（冷却防塵対策）で、油
性印刷の工場内でも設置可能。②即乾燥の
ためコスレ・裏写りなどによる「印刷事故」
ゼロへ。③印刷直後に裏面印刷・断裁など
次の工程へ進める。④パウダー不使用のた
めボタ落ちなどによる「印刷事故」を大幅に
軽減。排紙部を始め粉汚れが無く清掃が容
易で、かつ、オペレーターの健康にも配慮。
⑤LED-UV印刷システムの導入メリットと
して、短納期・環境・安定した印刷品質・
特殊原反の印刷にも対応できる。

■デジタルホットスタンププリンター
｢KBDデジハクAF｣ 
オンデマンドで箔を印刷することがで

きるKBDデジハクに、オートフィーダーが
付いた新機種「KBDデジハクAF」が登場。

これまで通りに誰でも簡単に印刷でき、
名刺や商品タグ、プラスチックにクリア
ファイル、また、グリーティングカード、手
帳、のし、年賀状まで幅広い用途に使用でき

る。さらに、小ロット・可変データにも対応
でき、納期も確実に短縮できる。 
〈特徴〉  
①自動給紙の紙設置は、1回最大数100

枚。②プレートが必要なく、パソコンでデザ
イン、すぐに印刷ができる（エクセル・ワー
ド・フォトショップ・イラストレーターな
どに対応）。③ソフトウェアを制御して、複雑
な図案・写真・文字の加工をすることが可
能。④ロール紙、シート材料の両方に印刷が
可能。⑤上記以外にも、PVC・皮革・プラ
スチックなど、様々な材料に印刷が可能。⑥
印刷材料幅は、350㎜（印字幅256㎜）まで。 

■製本機ローラー洗浄剤
｢KBDローラークリーナー ECO」
製本作業で折りミス、給紙不良などが発

生する場合には、折り機のローラークリー
ニングが有効になる。「KBDローラーク
リーナー ECO」で、ローラーを洗浄すると、
発生頻度の改善効果が大きく期待できる。 
〈特徴〉 
①臭気が少なく、乾燥性に優れた環境対

応型の洗浄剤。②発砲ウレタンロール、ソフ
トロールはジクロロメタンは使えないが、
同製品はジクロロメタンを含まない。③硬
質ウレタンやセラミックロール、ウレタン、
ポリベルトなどに使用可能。 

■UVニスで付加価値を与える
｢KBDデザインニスコーター｣
6種類（5種類のニス柄＋ノーマル）のニス

柄が付いたローラーで、印刷物の表面を保護
しながら付加価値の高いニスコーティング
を実現する「KBDデザインニスコーター」。小
ロット向け対応で、オンデマンド印刷物に“+
α”の効果を付与することが可能。 
〈特徴〉 
①ニスによる柄の表現とともに、印刷物

の表面を保護する効果も得ることができ

ビジネスをサポートする新製品の数々

「あいちの印刷」誌上情報展
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る。②これまでのオンデマンド印刷物に、納
期を大幅にプラスすることなく付加価値が
与えられる。③ローラーに予め6 種類（5種
類のニス柄＋ノーマル）のニス柄が付いて
いる。ニス柄名：布／油絵／あや／しぼ／
人（人の形）。

■刷版データ検査装置
｢KBDマイクロ・ビジョン｣ 
印刷ジョブの中でもとりわけ重要なこ

とに刷り出し作業がある。色、見当、微細な
版キズやヒッキなど、デリバリオペレータ
が最も神経を使う工程である。しかし、十分
な時間をかけているにも関わらず、見落し
が発生する。「KBDマイクロ･ビジョン」は、
そのネーミングの通り、人の目では発見が
困難な微細な 版キズ・ヒッキを広い印刷
図柄の中から高精度かつ高安定度で見つけ
出す、真に実用的な刷り出し･抜き取り検査
装置である。 
〈特徴〉 
①従来の刷版比較では不可能だった微小

な欠陥を見つけつつ、欠陥以外の部分で欠
陥と認識してしまう｢過剰検知｣はない。②｢
スタートプレス｣工程での｢機械停止ロス｣、
印刷後に発見された刷り出し欠陥の見落と
しによる｢品質不良ロス｣を大幅に低減。③
400dpi高画素分解能と、独自のアルゴリズ
ムによる極細い版傷、文字欠けの安定検査。
④刷版データ（PDF、TIFF）はKBD Micro-
Visionと接続された社内ネットワークから
リアルタイムで自動変換される。

■卓上型デジタル計数器
｢KBD ミューカウントスケールミニ」 
紙の枚数を計る専用ソフトを搭載した

卓上型計数器が登場。サンプル軽量時に、誤
差（精度）確認ボタンを押すと1 ／ 1000枚
の誤差で数えられる枚数を表示し、サンプ

ルを上載せしていくことで、計数精度を上
げることが可能。
〈特徴〉 
①重量計モードにより、最大4㎏までの

軽量が可能。②風袋（皿や袋）を引いて計
数する風袋引き設定も搭載。③誤差1 ／
1000枚以内で計数できるよう機器が最低
サンプル枚数を自動表示。④使用する地域
に合わせて、16の地域設定を行なうこと
で精度を保つ。

　
■乾式潤滑清掃剤
｢KBDミューフッ素コート」 
紙の滑りを良くし、帯電防止効果も発揮

する「KBDミューフッ素コート」。印刷機や
折り機のフィーダー・デリバリー部、断裁
機の定盤、紙揃え機のテーブルなど、紙を滑
らせて移動させる必要がある個所や静電気

がおきやすい箇所に効果を発揮する。   
〈特徴〉 
①ジェルタイプなので、飛び散らない、

作業者がミストを吸い込まないので身体に
安心。②0.3ミクロンのフッ素樹脂が対象
の凹面にフッ素膜を形成するため、滑りが
長持ちする。③フッ素のチカラでべとつか
ずに、紙粉などの汚れを落としながら紙の
滑りを良くする。
〈セット〉
ミューフッ素コートには、「スターター

セットMFC-7」と「セレクトセットMFC-
8」が用意されている。スターターセットに
は、（パット、ジェル、ワイパー、スティック、
クロス、クリーナー各1点）、セレクトセッ
トには、（パット、ジェル、ワイパー、クロス
各1点）がセットになっている。

 
■精密紙揃え機
｢KBDミューペーパージョガー｣  
独自の振動方式を開発したことで、紙

揃えの精度を圧倒的に高めたのが「KBD
ミューペーパージョガー」。0.03㎜の超薄
紙から厚紙まで、高精度で紙揃えを行なう。
針とくわえが振動して紙を揃えていくた
め、静電気がおきにくく、紙の飛び出しがな
い。また、紙揃えの作業時間を大幅に短縮す
ると同時に、誰もができる作業へと変えた。 
〈特徴〉 
①独自のダブル扇状装置を採用。静電気

がおきにくく、紙の飛び出しが発生しない。
②紙揃え機のテーブル重さと紙の荷重を一
点で受けるため、継ぎ目がなく剛性の高い
モノコックボディ構造を採用。アルミ鋳造
でひずみがなく、紙揃え精度を高める。③強
力なエアー抜きでそのまま断裁機へ移行可
能。④既発のミューカウントスケールと組
み合わせることで、10g単位でのより精度
の高い計数が可能。

｢KBD マイクロ・ビジョン｣ ｢KBD ローラークリーナー ECO｣

｢KBD ミューペーパージョガー｣

｢KBD ミューカウントスケールミニ｣ ｢KBD ミューフッ素コート｣

㈱光文堂
〒460-0022…名古屋市中区金山2-15-18
TEL052（331）4111　FAX052（331）4691
http://www.kobundo.co.jp
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印刷業界の対応範囲がますます広がっている昨今、シーズンイベントや販促キャンペーンの印刷物の

受注だけではなく、それらの空間演出までを取り込めれば、売上拡大やクライアントからまかせられる

仕事の量も増やすことができます。 

KBD イルミネーションは、[デザイン][施工][撤去]がパッケージになっており、印刷物・販促ツールの

取込時にインパクト大の提案を加えることができます。 

 

【主な特長】 

■ 初回デザイン無料 ※設置場所の写真(5～10 点ほど)とおおよそのサイズご支給にて 

■ 施工中のギャラリーも多いので、告知段階からの宣伝効果も見込めます 

■ 打合せには、イルミネーション担当者が同行するので専門知識も不要 

■ ショッピングモール内イベント、ホテルロビー、カフェ、結婚式場、駅前広場、施設周辺の植え込

み装飾、駐車場、病院・・・などなど、豊富な実績から提案することが可能です 

 

          

電飾を用いて空間に情報発信する新しいサイネージ 

KBD イルミネーション 

イルミネーションサイネージ～光の空間装飾～ 

■画像データでリアルな試着ができ
るインタラクティブサイネージシステム
｢KBD バーチャルサプライズ NEW Try 
On｣

新機能を追加して大きく進化した「KBD
バーチャルサプライズTry On」。 バーチャ
ル試着では、3DCGデータの準備に少な
からず時間とコストが必要であったが、
New Try Onでは、2Dの衣服画像データ
でのリアルな試着が可能になった。 

これまで同様に3DCGによる試着もも
ちろんできる他、人の動きに反応するイン
タラクティブなエフェクト機能、人や物が
リアルタイムにマンガに変わる機能など、
多彩なコンテンツで集客力をアップする。 
〈特徴〉  
①「バーチャルファッション2D」衣服の

画像データを自然な動きで人物のポーズに
合わせ、リアルタイムにフィットさせる。②

「バーチャルファッション3D」3DCG で作
られた洋服やドレスも360度リアルな試着
が可能。③「インタラクション」人体の動き
に反応してシャボン玉が動くなど、様々な
エフェクトを用意。④「マンガ」画面に映っ
ている全てを劇画調に。集中線などの効果
もリアルタイムに表現。⑤「マスク」人の顔
を認識し、顔のサイズと位置に合わせて好
きな画像を貼り付ける。⑥「動画／スライド
ショー」CM映像を大きく鮮明に表示した
り、複数の静止画をスライドショーで切り
替える。 

       
■イルミネーションサイネージ
｢KBDイルミネーション」 
印刷業界の対応範囲がますます広がっ

ている昨今、シーズンイベントや販促キャ
ンペーンの印刷物の受注だけではなく、そ
れらの空間演出までを取り込めれば、売上
拡大やクライアントからまかせられる仕事
の量も増やすことができる。 

KBDイルミネーションは、「デザイン」
「施工」「撤去」がパッケージになっており、
印刷物・販促ツールの取り込み時にインパ
クト大の提案を加えることができる。 
〈特徴〉 
①初回デザイン無料（※設置場所の写真

５〜 10点ほどと、おおよそのサイズで支

給。②施工中のギャラリーも多いので、告知
段階からの宣伝効果も見込める。③打合せ
には、イルミネーション担当者が同行する
ので専門知識も不要。④ショッピングモー
ル内イベント、ホテルロビー、カフェ、結婚
式場、駅前広場、施設周辺の植え込み装飾、
駐車場、病院など、豊富な実績から提案する
ことが可能。

■空間演出ライトシリーズ
｢KBD Moving Light series」
迫力のビームを駆使してさまざまな光

の演出が可能な空間演出ライトが「KBD 
Moving Light series」である。展示会イベ
ントやレセプション・記念行事などの空間
は、そこに集まった人々をいかに感動させ
るか、その体験を促すことが重要になる。

「新製品登場の期待感を煽る」、「訴求した
い内容に共感できる空間をつくる」、「一瞬
で注目を集める」など、空間演出ライトによ
り、これらの効果を実現することが可能に
なる。 
〈特徴〉 
①演出・用途によって使い分けができ

る3種類のライトをラインナップ。②予め
プログラミングされた動きによる、効果的
な演出が可能。③コンパクトなサイズなの
で、周辺の装飾を邪魔することなく、演出に
相乗効果を持たせることができる。 

■動画一覧表示Cloudサービス
｢KBD MOVING SELECTION」  
通信速度の向上や再生端末の普及によ

り、紙、WEBに続く第3のメディアとして
「WEB動画」が注目されている。自社のホー
ムページ内や動画を活用したWEBサービ
スも普及しており、オウンドメディアの充
実として自社サイトの魅力向上が求められ

ている。そのような背景から誕生したのが
この製品である。オウンドメディアの価値
を高め、クライアントの悩み解決や、新規提
案を強力にサポートできる。 
〈特徴〉 
①複数の動画をWEBブラウザで一括表

示。②インデックス機能で、動画の種類をカ
テゴリ分けにて表示。③動画登録や表示の
ON･OFFが簡単にでき、WEBサイト管理
者の手間が掛からない。

■防水球体型LEDサイネージ
「KBD GURU2 LED」
球体の中で内側と外側の2つのビジュア

ルが同時に表現できるLEDサイネージ。愛

称は「グルグル2」。

〈特徴〉
①2つのビジュアルを同時に表現：球体

の中で、内側と外側の2つのLEDで作成さ

れる2つのビジュアルを同時に表現。②防

水機能で野外でも使える：防水加工が施

されているので、野外でも安心して使用が

できる。③インパクトの高いLEDサイネー

ジ：高速回転する2つのLEDから生まれる

ビジュアルが、インパクト抜群の訴求力で

人目を引き付ける。④選べる3サイズ：球

体のサイズ（直径）は、400、500、600㎜

の3種類。

表示色（内）：4色（赤、緑、黄、黒）、表示

色（外）：8色（赤、緑、青、黄、紫、シアン、白、

黒）。 

KBDイルミネーションサイネージ KBDムービングセレクション

KBDムービングライト

多種多様な要求に素早く対応KBDブランド

「あいちの印刷」誌上情報展
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バイオレットディジプレートシステム
「VDP-CF3070」

サーマルディジプレートシステム
「TDP-750」

機械サイズ：
1380（幅）×980（奥行）×1470（高さ）㎜

機械サイズ：
590（幅）×990（奥行）×410（高さ）㎜  

私どもダイヤミック㈱は、三菱製紙の販売代理店として、お客様のニーズに合った製品をお
届けさせていただいております。特にCTP関連では、「TDP-459Ⅱ／ 324Ⅱ」の姉妹機として
新たにラインアップされた、刷版と製版フィルム兼用タイプの菊半裁対応完全プロセスレス
サーマルディジプレートシステム「TDP-750」「TDP-580」を始め、水だけを使用し製版する
完全ケミカルレスのCTPシステム、バイオレットディジプレートシステム「VDP–CF3070」
を発売いたしました。

ダイヤミックでは、高生産、高品質、低コスト、省スペースで導入でき、そして廃棄物を極力
出さず環境に優しいCTPの提供とともに、ワークフローシステム構築のお手伝いもさせてい
ただいております。何なりとご相談下さい。

■水現像で環境にやさしいCTP
バイオレットディジプレートシステム

「VDP-CF3070」
菊半裁ワイドまでのフルカラー商業印

刷に最適。三菱製紙独自の感光性ポリマー
技術を採用した、水だけで現像できる環境
に配慮したCTPシステム。
【主な特長】
①アルカリ現像液やリンス、ガム液は使

用しなく、処理液は水だけの製版工程で、完
全ケミカルレスを実現。②使用するプレー
トはポリエステルをベースとし、親水層、感
光層を配置。三菱独自の画像形成技術を採
用。また、画像／非画像部の配色が一般的な
アルミ印刷版に類似しており、検版のしや
すさに配慮した色構成。③最大出力解像度
は2,540dpi（スクリーン線数：200Lpi）滑
らかなグラデーションで、写真もきれいに
再現。④ロール幅の異なる2本のロールを
充填可能。適切なサイズを選択でき、資材と
時間のロスを最小限に抑えることができ
る。2つのプレートを自動的に出力できる。
⑤廃液は一般産業廃棄物として処理可能。
⑥PDFネイティブ対応、SDP-RIPとの組み
合わせにより、出力線数、キャリブレーショ
ン・スクリーニングや版サイズなどの複数
設定ができる。

【主な仕様】
光源：バイオレットレーザーダイオー

ド（405nm）、露光方式：内面ドラム方式、
出力版サイズ：（最小）305×305㎜〜 780
×680㎜（最大）、出力解像度：2,540dpi、
1,270dpi、製版速度：約20版／時（菊半裁
2,540dpi）、外形寸法:W1380×D980×
H1470㎜、重量：550kg（本体のみ）。

■完全プロセスCTP
「TDP-750」「TDP-580」
サーマルディジプレートシステム

「TDP-459Ⅱ/ 324Ⅱ」の姉妹機として
新たにラインアップ。印刷版と製版フィル
ム兼用タイプで菊半裁まで対応する完全ド
ライ設計。オフィスの片隅にでも設置可能
なコンパクトサイズ。
【主な特徴】
①TDP-750： 最 大 サ イ ズ775 ㎜（ 最

大記録幅670㎜）のB2版（菊半裁）対応。
TDP-580：最大サイズ775㎜（最大記録
幅590㎜）のB3版対応。②フィルム出力も
可能：オフセットのビジネスフォームやス
クリーン印刷、フレキソ・樹脂凸版などの
分野でのフィルムワークの効率化ができ
る。③廃棄物0（ゼロ）：現像処理液はもちろ
んトナーもインクも使わず、印刷機上での

ウォッシュオフが不要で環境負荷低減に貢
献。④消耗品は刷版とフィルムのみ：完全
プロセスレスで消耗品は刷版とフィルムの
み。ランニングコスト低減に貢献。⑤高い検
版性：白地ベースに黒発色画像のため、高
コントラストな画像形成により、視認性が
高く、検版性が優れている。⑥完全明室での
取り扱いが可能：直接感熱による画像形成
システムのため、刷版出力時・製版フィル
ム出力時も完全明室での取り扱い、保管が
できる。⑦簡単メンテナンス：コンパクト
設計なうえ、処理剤を使用しないので、手の
汚れもなく、特殊技術を必要としません。
日々のメンテナンスが簡単に行なえる。
【主な仕様】
描画方式：直接感熱方式、
TDP-750出力サイズ：590×220㎜〜

750×775㎜、最大印字幅：670㎜、
TDP-580出力サイズ：500×220㎜〜

590×775㎜、最大印字幅：590㎜、
出 力 解 像 度：1204dpi、 出 力 ス ピ ー

ド：55版／時（菊半裁）、出力感材：印刷版
TDP-R175、製版フィルムTDP-IFSI25 ／
TDP-IFL100、サイズ：W 590×D99O×
H410㎜、重量：98kg。

■バイオレットディジプレート（VDP）
システム
バイオレットディジプレートシステムは、

アルカリ現像液を必要とせず「水」だけで製
版する、環境とコストに配慮した画期的な
印刷版。三菱製紙の感光性ポリマー技術と
親水化技術を応用し、菊半裁ワイドまでカ
バーするフルカラー商業印刷にも対応す
る。製版後のプレートの画像配色は一般的
なアルミ印刷版に類似させ、検版性に配慮。

出力感材：VDP-F175 ／ポリエステル
フィルムベース、標準耐刷：20,000枚。

■三菱製紙の販売代理店として貢献

「あいちの印刷」誌上情報展 ダイヤミック㈱　名古屋支店
〒460-0007…名古屋市中区新栄2-42-32
TEL052（251）9741　FAX052（263）0783
http://diamic.jp/
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リョービMHIグラフィックテクノロジー㈱は、平成26年1月にリョービ㈱と三菱重工印刷
紙工機械㈱が共同出資し、リョービの印刷機器事業と三菱重工印刷紙工機械の枚葉オフセッ
ト印刷機事業を統合した会社です。皆様のご愛顧のお陰で創業1周年を迎えることができま
した。「あいちの印刷」誌上をお借りし、皆様へのメッセージをお届けさせていただきます。

新会社の社名には、両社が培ってきた強
みを引継ぎ、融合させて、印刷業界に独創的
な技術で貢献する、という想いを込めてい
ます。印刷品質や生産性など枚葉機基本性
能を革新し続けた技術力、LED−UVなど
の新技術をオフセット印刷に融合して新し
いビジネスチャンスを拓いた挑戦的風土な
ど、双方出身社員の融合によって、皆様のご
期待に応えて参りたいと日夜努力している
ところです。

今年はIGAS2015が開催されます。会期
に合わせ、皆様に最新鋭機器のご披露がで
きるよう準備態勢を整えているところです。

当社はフラッグシップ機V3000シリー
ズを始め、A3縦型から四六全サイズまで
の幅広い商品ラインアップときめ細かなお
客様サービスを通じて、皆様の様々なニー
ズに対応しております。

販売・サービスにおいては、拠点の拡充
とサービス担当者の増員を図り、きめ細か
いサービスと機動力の向上に取り組んで
います。例えば、国内外の主要都市を拠点
に、印刷機器の販売、納入から稼動までのサ
ポート、定期的なメンテナンス、印刷資材の
供給などを展開しており、国内は全国に3
支社、3支店、3営業所、5サービスステー
ションを設け、充実したネットワークとき
め細かいサービスを実施しています。

開発力の強化に向けては、開発部門・設
計部門を本社・本社工場（広島県府中市）に
集約し、両社が有するテクノロジーの融合
を図っています。

生産面では、本社工場（大型機、中型機）
と栗柄工場（小型機）の2工場体制を敷きま
す。印刷機の主力生産拠点である本社工場
は、部品加工から、組立、検収、出荷まで一貫
生産する印刷機専用工場です。高い加工精
度が求められるフレーム、シリンダー、ギヤ
などの中核部品の加工は、本社工場と三菱
重工（広島県三原市）で生産しています。同
じく、三菱の技術で培った大型機組立に欠

かせない印刷ユニット組立装置などを本社
工場に移設し、生産面のシナジーを追及し
ています。

今後、印刷機器市場は、新興国での需要
拡大、先進国での高付加価値印刷機に対す

■菊全判オフセット印刷機「V3000LS」
最高印刷速度16,200枚／時を誇り、時

代の先端を行く最新テクノロジー搭載の印
刷機。ニスコータ・乾燥装置など豊富なオ
プションとの組み合わせが可能。

■菊全判オフセット印刷機「V3000LX」
最 高 印 刷 速 度16,200枚 ／ 時 を 誇 り、

0.04㎜の薄紙から1.0㎜の厚紙のパッケー
ジまで、多様な用途に対応する厚薄兼用印
刷機。

■菊全判オフセット印刷機「V3000R」
片面・両面兼用印刷機で、独自の「3本胴

方式」反転メカニズムを採用。片面印刷と同
等の毎時16,200枚の印刷速度。

■A全判オフセット印刷機「920シリーズ」
毎時16,200枚の高速印刷で、国際規格

A4サイズの8面付けが印刷可能。「928P ／
9210P」はワンパス両面のフルカラー印刷
に対応する片面・両面兼用印刷機。

■UVキャスティング・フォイリングシ
ステム「750Gシリーズ」

既設の印刷機との組み合わせにより、ホ
ログラム加工または箔押しの印刷が可能。
ホログラム、箔押しを行なわない場合は、
UVニスによる表面光沢コーティングやエ
ンボス調印刷などの後加工機として使用が
できる。（多色印刷機に装備するインライン
モデルもある）

■B2判オフセット印刷機「750Gシリーズ」
仕事内容に合わせたユニット構成で、生

産性、収益性に優れた印刷機。片面専用機、
片面・両面兼用機がある。

る需要の伸張が期待されます。当社は、これ
ら需要を取り込み、グローバル市場で戦え
る体制を整え、市場シェアの拡大、プレゼ
ンスの向上を図ると共に、お客様や社会の
ニーズに応え、独創的で高品質な印刷機や
サービスを創造、提供していくことを通し
て、社会にとってかけがえのない存在にな
ることをめざしてまいります。

当社は、「お客様にとってお役に立つ商
品を提供し、お客様と一緒に成長する」を
スローガンに活動していく所存です。なに
とぞ、リョービMHIグラフィックテクノロ
ジー㈱にご愛顧賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

■伝統ある2社が融合
「リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社」
テクノロジーの融合で、新たなイノベーションの創造

V3000LS-5

片面・両面兼用印刷機
V3000R-8

925（ニコスータ付）

754G

UVキャスティング・フォイリングシステム搭載
751G

「あいちの印刷」誌上情報展 リョービMHIグラフィックテクノロジー㈱
中日本支社
〒468-0034…名古屋市天白区久方1-145-1
TEL052（807）1671　FAX052（807）1677
http://www.ryobi-group.co.jp/graphic/

豊富なラインアップ
菊全判サイズからA3判サイズまで
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累計15,000本の配布実績！
東洋インキのカラー
UDサポートツール

「UDing」シリーズ

色を変えずにカラー UD対応
進化する「UDing」シリーズ
の新ツール
「UDing ディザ」登場！

人間の色覚は大きく5つのタイプに分類
されます。その中で、従来「色盲」「色弱」と呼
ばれてきた色覚タイプの方が、日本国内に
約320万人存在すると言われています。特
に男性では5％（20人に1人）の確率で存在
するとされています。これらの色覚タイプ
は、一般的に「色自体の見え方が異なる」と
同時に「特定の色同士が判別しにくい」とい
う特性を持っています。

カラー UDとはそうした、色覚タイプの
違いによる不便さをデザインの段階から取
り除いていこうという考え方です。国内で
は、メーカーによる製品づくりにとどまら
ず、店舗などの売場づくり、街づくりなど、
社会システム全体でUDの考え方を採り入
れる流れが加速しています。こうした中、カ
ラー UDへの注目度はますます高まってい
ます。

東洋インキは、2004年1月以来10年以
上にわたり、色彩の総合メーカーとしてカ
ラー UDの啓発を続けてきました。誰もが
快適に暮らせる社会の実現をお手伝いして
いくこと。それは東洋インキグループが経
営理念に掲げる「世界にひろがる生活文化
創造企業」そのものと言えます。

誰でも無償で利用可能な３つのツール
今回ご紹介するカラー UD支援ツール

は、ウェブサイトを通じて広く無償で提供
されています。今では、地方自治体などの公
共関連から、各種メーカー、印刷、サイン関
連、交通機関、NPOなど多方面にわたって、
累計約15,000本が利用されるまでになっ
ています。

豊橋技術科学大学情報工学系 中内茂樹
准教授の先進の視覚科学研究結果と色材の
トップメーカーである東洋インキ独自のノ
ウハウが、世界でも類を見ないユニークな
カラー UD支援ツールを実現しました。

①「UDing」シミュレーター
●色覚タイプ別の色の見え方を簡単に

チェック（シミュレーション）できます。
●チェック中の画像から色弱者が判別

しづらい配色を自動抽出。コンピュータが
自動抽出するため、オペレーターや作業環
境によるバラツキがありません。

●抽出された判別しづらい配色を適切
な配色に自動変換も可能です。
（図1  UDing）
②「CFUD」（COLOR FINDER FOR UD）
●1050色のパレットから使用したい色

を選んでクリックするだけで、さまざまな
色覚タイプの方にとって判別しやすい配色
パターンを作成できます。

●東洋インキのカラーチップ「COLOR 
FINDER」（別売）やトーヨーケムの屋外サ
イン用マーキングフィルム「ダイナカル」見
本帳（非売品）と互換性があるため、実際の
色指定でも迷いません。

●「COLOR FINDER」や「ダイナカル」見
本帳の実測カラーデータを収納すること
で、高い信頼性を確保しています。
（図2　UDingCFUD）

東洋インキが「UDing」を世に送り出し
て10年、様々な分野でカラー UDと言う考
え方が浸透し始めています。同時にオリジ
ナルデザインの色を変えることなくカラー
UD対応をすることは出来ないのか？と言
う要望が高まっています。

これまでカラー UDの普及を妨げていた
大きな理由、「使用できる色が制限される」

「色の変更で配色イメージが変わってしま
う」などの意見に応えるべく東洋インキが
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻

（村上存教授）と共同で開発したのが新しい
カラー UD支援ツール「 UDing ディザ 」な
のです。
「UDing ディザ」に応用されているディ

ザ処理とは、「明度差」を利用した画像処理
方法です。元の色の「少し明るくした画像」
と「少し暗くした画像」を組み合わせて、「市
松模様」「縦じま模様」「横じま模様」のいず
れかにすることで、遠目には同じように見
えながら、カラーＵＤに対応したン配色デ
ザインを実現しました。
（図4　ディザ画面）

③いつでもどこでもカラー UDチェック
iPhone版「UDing」

iPhone版「UDing」は、CUDサ ポ ー ト
ツール「UDing 」シリーズの主要機能を
iPhoneでお使いいただけるようにしたア
プリです。色の組み合わせ（配色）について、

「カラー UD」の観点から問題がないかどう
か、チェックすることができます。
（図3　iPhoneUDing）

＊ 「UDing」シミュレーター・「CFUD」の利用は下記サイトから　http://www.toyoink1050plus.com/tools/uding/
＊ iPhone版「UDing」のご利用はappstoreで「UDing」で検索
＊ マーキングフィルム「ダイナカル」について　http://www.toyoink.co.jp/rac/dynacal/index.html
＊ 「UDing ディザ」のご利用は下記より　http://www.toyoink1050plus.com/tools/uding/pc/dither.php図2  UDingCFUD

図4　ディザ画面図3　iPhone UDing

図1  UDing

「あいちの印刷」誌上情報展 東洋インキ㈱中部支社
〒460-0002…名古屋市中区丸の内1-15-20
　　　　　…………ie丸の内ビルディング12F
TEL052（218）7460　FAX052（218）7465
http://www.toyoink.co.jp
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消費者のニーズも、情報発信の手段もますます多様化し、印刷ビジネスを取り巻く環境が目
まぐるしく変化する昨今。激しい環境変化に対応しながら、企業価値を高め、成長し続けてい
くためには、印刷会社自らも変革に取り組む必要がある。その一つの方向性として、富士フイ
ルムグローバルグラフィックシステムズ（FFGS）では、刷版・印刷工程を中心とした「省資源
ソリューション」を提案している。

「省資源」はこれまで、主に環境対策の観
点で捉えられ、CSRの一環として取り組ま
れるケースが一般的であった。しかし、そこ
で得られるメリットは「環境負荷削減」だけ
ではない。材料やエネルギー・水の使用量
を抑え、廃棄物の排出量（＝処理量）を減ら
すことは、「コスト削減」に直結する。印刷に
かかるコストの内訳を見てみると、「用紙」
は実に70%、次いでインキが10%、光熱費

（電気・ガス）が7%と、この3つの要素だけ
で全体の9割近くを占めている。つまり、こ
れらの使用量を、コスト比率の小さい材料
や技術を活かしながら削減していくこと
で、より大きなコストメリットを生み出す
ことができる。

また、無駄な作業を省き、工数削減を図る
ことで、「生産性の向上」も実現する。工程の
時間短縮によって、短納期ニーズへの確実
な対応が可能になり、1人あたりの作業時
間が減れば、節減した時間を他のタスクに充
てることで、オペレーターの多能化、クライ
アントへの提案力の強化にも取り組める。

つまり、「省資源」の追求は、環境対応と
同時に、コスト削減や生産性向上などによ
る「利益アップ」に向けた有効な戦略の一つ
と捉えることができる。こうした視点から、
FFGSでは、刷版・印刷工程における「省資

源」の取り組みが印刷会社にどのような経
営メリットをもたらすのか、さまざまな角
度から検証。そのうえで、「コスト削減」「生
産性向上」「環境対応」を同時に実現する省
資源ソリューションのターゲットとして、
次の5つの項目を設定している。

① 省・材料
印刷コストに占める割合が高い用紙や

FFGSの省資源ソリューションは、CTP
処理システムをはじめ、薬品、ソフトウェ
ア、コンサルティングも含めた多様な製品
の相乗効果により、上記5項目の省資源に
向けた取り組みを包括的にサポートする。
具体的に提供するソリューションと主なメ
リットは次の通り。

▽無処理サーマルCTPシステム：XZ-R
アルカリ現像やガム洗浄などの処理が

不要になるため、5つの省資源項目すべて
に貢献。優れた環境性・作業性だけでなく、
印刷品質の高さや刷りやすさにおいても各
国のユーザーから高い評価を得ている。ま
た、プロセサーの管理が不要になることで、
オペレーターが本来の印刷作業に集中でき

るという、人材活用面でのメリットも生ま
れる。

▽有処理サーマルCTPシステム：XPシ
リーズ／ XRシリーズ

富士フイルム独自の高性能CTPプレー
トとプロセサーの組み合わせにより、「卓
越した印刷品質」と「歴然とした廃液削減
効果」を両立させているのが特長。先進の

“ZACテクノロジー”を投入したサーマル
プレートプロセサーは、「低補充・低廃液」
によるメリットに加え、「3万㎡または6カ
月」というロングバスライフが高く評価さ
れ、世界で6,000台以上が導入されている。
汚れや着肉不良といった現像起因のトラブ
ルの大幅な減少、リモートメンテナンスの

インキを中心に、主資材の無駄な使用を減
らし原価を削減する。

② 省・工数
作業時間を短縮し、1工程あたりの作業

効率を高める。あるいは工程そのものを削
減する。

③ 省・エネルギー
材料の無駄をなくし、工数・工程の最適

化により作業効率を高めることで、エネル
ギー効率を上げる。

④ 省・排出
薬品廃液やVOC（揮発性有機化合物）な

ど、環境に悪影響を与える物質の排出を削
減する。

⑤ 省・ウォーター
水の無駄な使用をなくし、資源節約だけ

でなくコスト削減にも有効な「節水」を追求
する。

■「省資源」を経営戦略的視点から捉える

■戦略的省資源のための５つのソリューション

企業基盤強化・利益アップを実現する「省資源ソリューション」

印刷コストの内訳グラフ 完全無処理のCTPと現像タイプのCTPの工程比較

「あいちの印刷」誌上情報展
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活用による機械故障の未然防止などで、効
果的な「工数削減」「時間短縮」が図れるのも
大きな特長。さらに、現像廃液削減装置『XR
シリーズ』を組み合わせれば、廃液量は8分
の1まで削減することができる。

▽湿し水・印刷関連処理薬品：ECOLI-
CHEMICALシリーズ

充実した印刷薬品ラインアップの中で、
省資源効果の高さでとくに注目されている
のが、ブランパイリングの抑制に特化した

『アンチパイリングM1』。ブランケットの
洗浄回数が大幅に減ることから、印刷機の
稼働率、生産効率が確実にアップする。実際

に、「オフ輪印刷機の稼働時間が月に約40
時間も増え、損紙による出費が削減できた」
という事例がある。

▽ソフトウェア：XMF インキ削減機能
／ SCREENINGテクノロジー

ハイブリッドワークフローシステム
『XMF』に搭載されたインキ削減機能は、
透明効果やオーバープリントなどのグラ
フィック処理を含めた印刷品質を維持しな
がら、20 〜 30％のインキ量を確実にセー
ブすることが可能。さらに、FMスクリーニ
ング『TAFFETA』、高精細スクリーニング

『Co-Re SCREENING』を活用することで、

インキ膜厚が薄くなり、その分、インキ使用
量をさらに削減することができる。FFGS
が行なった実証テストでは、『TAFFETA』
で 約25 ％、『Co-Re SCREENING』で 約
15％のインキ削減効果が確認できている。

▽コンサルティング（印刷機メンテナン
ス支援）：Eco&Fast Printing

印刷機のメンテナンス方法や各種設定
を見直し、印刷工程の改善活動をきめ細か
くサポートすることで、印刷会社の課題を
解決していく、富士フイルム独自のコンサ
ルティングソリューション。改善効果の一
例として、「印刷時の水量が約20％絞れ、イ
ンキ量も7 〜 8％削減でき、網点品質も明
らかに向上した」「準備時間がおよそ30％
短縮でき、パウダー使用量が50％も減少し
た」といった事例がユーザーから報告され
ている。

◇ ◇ ◇ ◇
FFGSでは、今後も、企業の体質強化・利

益アップにも有効なソリューションとして
「省資源」の提案を進め、その実践を支える
資材・システムの提供、効果的な活用のサ
ポートなどを行なっていく.。

ECOLI-CHEMICALシリーズ

高精細印刷でのインキ削減効果

現像廃液削減・再生水再利用フロー

Eco&Fast Printung
セミナー風景

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
〒106-0031…東京都港区西麻布2-26-30
　　　　　　…富士フイルム西麻布ビル
TEL03（6419）0300　FAX03（6419）
http://ffgs.fujifilm.co.jp
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弊社は、昭和13年に鋳物の町埼玉県川口市に創業以来、断裁機の製造に専念してまいりま
した。お陰を持ちまして、今日では“断裁機の永井”と呼んでいただき、断裁機および周辺機器
をご愛顧戴いております。断裁機は、印刷・製本・加工工場で毎日使い続ける機械です。その
ためにも耐久性、高生産性、高品質を実現する必要があります。断裁機のハートは鋳物です。で
すら鋳物の品質にトコトンこだわり、鋳物から一貫生産しております。鋳物を知り尽くした職
人さんが、紙を切る職人さんのために丁寧に製造しています。だから今でも30年前の断裁機
が現役で活躍しています。

誌上情報展をお借りし、弊社のEIシリーズの中から小型断裁機をご案内します。

□E1シリーズ
E1シ リ ー ズ に は、「NCW-160HHE1」

「NCW-137HHE1」、「NCW-116HHE1」、
「NCW-102HHE1」、「NCW-80HHE1」、
「NCW-64HFE1」の6機種がラインアップ
されています。E1シリーズでは、よく使う
機能をシンプルに配置しています。従来の
現物記憶、テンキー記憶、自動記憶はそのま
まに、定評のあるモノレバーを復活。自己診
断機能や送り出しなど、フラッグシップモ
デルの「NCW-D9」と同等の機能性も備え
ています。

□コンパクトでタフな川口鋳物フレー
ムを採用「NC-80HHE1」断裁機

E1シリーズでは、スマートなスクエア・
アイコン・ディスプレィを搭載。初めての
方でもすぐに使用ができるシンプルさが魅
力です。また、操作パネルを自由にコーディ
ネートすることができます。12色の標準
カラーに加え、ホワイトやシースルーなど
多彩なデザインを用意しています。
〈主な特徴〉
①初めての方でもすぐに親しんでいた

だける直感的なデザインを採用。メイン画
面からワンタッチでスタートできます。

②18㎜大型テンキーで手袋でも楽々操
作ができるクラス最大のテンキーアイコン
を採用。計算通りにバックゲージを操るこ

とができます。
③画面の上部に配置された4つのアイコ

ンで、モータやランプなどをコントロール
できます。データの編集画面からそのまま
断裁作業に移れます。

④セッティング項目を6つに集約（当社
従来比）。時間のかかるセッティング作業
が、素早く・簡単に・確実にできます。

⑤アドレス設定画面では、最大10個の
データを同時に一覧表示。全体を見渡せる
のが特徴です。一覧からのデータ呼び出し
やタイトル登録、使用中のアドレスの確認
など、基本的な機能を完備しています。

⑥E1シリーズは全16項目におよぶ自己
診断機能を装備。もしもの時の原因特定が
スピーディに行なえナビゲーションもス
ムーズです。

⑦数値の表示は判読性に優れる7セグメ
ント表示を採用。ディスプレィは刺激を抑
えたブラック・バックスクリーンを採用。

⑧バックゲージを前後に動かし位置情
報を記憶。さらに、包丁を移動させたときに
記憶させる〝自動記憶モード〟も搭載。

⑨電気接点に化学的に安定している金
接点を、ボディにはカーボネートを使用。ス
イッチの押し具合をつかさどるスプリング
には、断裁機専用開発の円錐コイルスプリ
ングを採用。

⑩E1シリーズでは、操作の中断から一定
の時間でスタンバイモードに入るN-STOP
を搭載。1分単位で時間の設定ができ、1
日当たり最大50％の消費電力削減が可能。

（当社調べ）
⑪長丁場の作業でも、次の日に疲れが残

らない、人間工学に基づいて断裁スイッチ
に水平マウントを採用。スイッチ前面を囲
む樹脂カバーで不意の接触にも安心です。

□小型でも大きな仕事ができるスマー
ト断裁機「NC-64HFDXT」

菊 判（636×939 ㎜）が 断 て る コ ン
ピューター断裁機「NC-64HFDXT」は、フ
レーム一体型構造で、非常に高い精度の断
裁を実現しました。このクラス最高の断裁
能力は他の追随を許しません。
〈主な特徴〉
①99アドレス512工程の記憶容量があ

ります。②任意の送り出しが、安全性、操作
性を高めます。③テーブルは、ハードクロー
ムメッキでメーンテーブルはエアークッ
ション付で用紙の操作が楽です。④ボール
ネジとリニアウェイで精度剛性は抜群で
す。⑤労働安全衛生法に規定されている構
造規格に準拠して設計製造しており、検定
取得が義務付けられている「両手式安全装
置」を装備しています。

□最高品質の最新鋭断裁機「NCW-D9」
最 後 に、 弊 社 が 誇 る 最 新 鋭 断 裁 機

「NCW-D9」を紹介します。
〈高性能の5つのキーワード〉
① 多 彩 な 処 理 を 可 能 と し たD9コ ン

ピューター＝記憶容量は10,000アドレス
500万工程の設定とし、USBメモリーを
使用すると記憶容量は無限になります。②
20％アップ−断裁トルクの強化＝断裁機
の力の源であるフライホイールを大径化
しました。 直径は従来よりも15㎜大きく
340㎜としました。このわずかな変化が、
切れ味にダイレクトに影響する要素であ
る慣性モーメントを20％増加させました。
パワーアップした動力源を生かすため、ク
ラッチもより高効率化しました。③12.1イ
ンチタッチパネルディスプレイを搭載＝画
面サイズと消費電力、視認性と検知精度と
いう相反する要素をスマートに両立しま
した。④USBポートを設置＝USB2.0対応
の通信ポートを2つ備えました。システム
アップデート、データの管理が行なえます。 

国産鋳物100％による純国産断裁機

シンプルなアイコンでスリムな操作
「NC-80HHE1」

女性でも手軽に安全操作ができる
「NC-64HFDXT」

「あいちの印刷」誌上情報展 ㈱永井機械製作所
〒332-0031…埼玉県川口市青木4-3-11
TEL048（251）0901　FAX048（255）4674
http://www.nagaikikai.co.jp/
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印刷需要が伸び悩む中、印刷会社が生き
残りをかけるために進むべき方向はどこか。
SCREENグラフィックアンドプレシジョンソ
リューションズは、従来の受注型印刷ビジネ
スから課題解決型印刷ビジネス、生産・技術
特化型印刷ビジネスという2つの道があると
考えます。そして、2つの方向を兼ね備える
ことで、マーケットリーダーへの道も開けてく
るといえるでしょう。こうした攻めの印刷経
営を強力にバックアップするのが、最新のユ
ニバーサルワークフロー「EQUIOS」Ver.4
を核としたトータルソリューションです。

課題解決型ビジネスとは、クライアントに
一番に相談してもらえる「相談窓口」になる
こと。そのためには、クライアントの信頼を勝
ち取る「営業力」が欠かせません。しかし、印
刷の営業現場では1つの印刷物をつくるた
めに、自社とクライアント間を何度も往復し
なければならないうえ、日々の業務で時間に
追われ、クライアントが抱える課題を検討す
る余裕がほとんどないのが現状です。そこ
で、入稿や校正確認、承認もWeb上で行え
る「EQUIOS Online」を活用すれば、CTP
出力までの工程で修正指示の情報や進捗
状況をオンライン共有でき、ミスやロスのな
い業務フローを構築できます。自社とクライ
アント間を何度も往復する必要がなくなり
ます。たとえば5回の往復が1回で済めば、
80％も営業効率がアップします。タブレット
端末でも確認できるため、外出が多いクライ
アントへのサービス向上にもつながります。
こうして生まれた新たな時間を活用し、社内
勉強会を開催して営業スキルアップにつな
げたり、顧客への提案をじっくりと検討する
時間に利用すれば、クライアントの相談窓口
になれる「最強の営業」へと生まれ変わること

ができます。そして、その営業力を重要顧客
や新規開拓などに集中することで、「受注体
質」から注文を生み出す「創注体質」の課題解
決型ビジネスへと転換することができます。

もう一方の生産・技術特化型ビジネス
とは、低コスト・高品質のサービスを徹底
的に追及すること。これにはローコストオペ
レーションを実現した「現場力」が必要です。
しかし、印刷の生産現場においては、クライ
アントからの納期の短縮化やコストダウン
要求の高まりにより、生産性向上、残業の
削減、品質問題、商品ラインアップの拡充
など、解決すべき課題が山積みとなってい
ます。「EQUIOS」 は、オンライン受注・入
稿システム（Web2Print）やオンライン校
正・承認システム「EQUIOS Online」との
連 携、MIS連 携、ExcelやFileMakerなど
とのテキスト連携やファイル名ルールによる
ジョブの自動選択機能（スマートジョブゲー
ト）など、上流システムとの連携、自動化が
充実。さらに最新バージョンの「EQUIOS」
Ver.4では、新たに「大貼り自動化機能（レイ
アウトディレクター）」を搭載しました。これま
で手間のかかっていた付け合わせ配置も印
刷機ごと・用紙サイズごとにルール化する
ことにより、データ入稿から刷版出力までの
一連の作業を、大貼り専用ソフトウエアを使
わず一つの画面で操作でき、スキルレスなオ
ペレーションを実現しました。また、最新RIP
コア「Adobe PDF Print Engine 3」を搭載
するとともに、従来バージョンよりサポートし
ている並列処理を効率化し、さらなる生産性
アップを実現。高速化と高い信頼性を両立し
ています。こうした「EQUIOS」のジョブデー
タは、「Job Archiver for EQUIOS」により
簡単操作でバックアップ。確実に保管・管理

できます。
ほかにも、入稿されるPDFをデジタル検査

する「EQUIOS Inspection」を活用すれば、
これまで目視や手作業に頼っていた検版作
業の自動化・効率化が可能。簡単操作で印
刷事故の原因を排除し、スピーディかつ高精
度な製版フローを構築できます。

このような「EQUIOS」の多彩な自動化・
省力化機能を活用すれば、今まで3人分か
かっていた工程やコストを1人分にまとめる
ことも可能です。コスト削減を実現した「最強
の現場」をつくることができ、生産・技術特化
型印刷ビジネスへの変化を実現します。
「EQUIOS」が実現する工程の自動化・省

力化によりプリプレスから捻出された人材
は、ITやデジタルの知識、技術を備えている
ため、人材の有効活用による事業拡大も目
指すことができます。当社では、さまざまな
サービスやプログラムを通じて、新たな事業
領域を担う「最強の人材」への育成を支援し
ています。

また、事業拡大のカギといえるデジタル
印刷機において、このたび新開発した究極
の高品位バリアブル印刷機「Truepress 
Jet520HD」をはじめ、多彩なPOD機をライ
ンアップしています。CTP、PODと連携し
たユニバーサルワークフロー「EQUIOS」に
より、クライアントの多様なニーズや印刷ビ
ジネスの新たなトレンドに柔軟に対応でき、
受注から最終加工まで全工程をノンストップ
で実現。オンリーワンの印刷体制を構築でき
ます。

このように、「EQUIOS」を核としたトータ
ルソリューションにより、課題解決型印刷ビ
ジネス、生産・技術特化型印刷ビジネスへの
転換、そして事業拡大によるマーケットリー
ダーへと、攻めの印刷経営を強力にバック
アップします

待望の「大貼り自動作成機能」を搭載したEQUIOSで、攻めの印刷経営へ。

「あいちの印刷」誌上情報展 ㈱メディアテクノロジージャパン
〒460-0003…名古屋市中区錦2-14-21
　　　　　　…円山ニッセイビル5F
TEL052（218）6402　FAX052（218）6411
http://www.mtjn.co.jp/

EQUIOSで、攻めの印刷経営。
～最強の営業×最強の現場×最強の人材をつくる～
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コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱は、デジタル印刷分野において求められるハ
イレベルなニーズにお応えし、豊富なバリエーションをお届けしています。

デジタル印刷システム「bizhub PRESS」シリーズの代表機種として、フルカラーシステムで
は、「bizhub PRESS C1100/C1085」（新製品）、「bizhub PRESS C8000」、「bizhub PRESS 
C1070/C1070P/C1060」、「bizhub PRESS C70hc」。モ ノ ク ロ シ ス テ ム で は、「bizhub 
PRESS 2250P」（新製品）、「bizhub PRESS 1250/1250P/1052」などがあります。 

今回、「あいちの印刷」誌上情報展では、「bizhub PRESS  C1100 / C1085」と、29インチ
枚葉UVインクジェット印刷機「KM-1」を紹介させていただきます。

「オフセットビジネスと相互に資する形
での共生」、「アプリケーションの受注範囲
を拡大」、「印刷ミッションを幅広くかつ着
実にこなす」を目的に掲げられたコニカ
ミノルタのコンセプト「Harmonics（ハー
モニクス）」を高度に達成し、事業拡大をサ
ポ ー ト す る た めHigh-Potential Digital 
Press「bizhub PRESS C1100 / C1085」
が誕生しました。

受注量が急速に増え、品質に対する要
求も高まり、「質」と「スピード」のよりハイ
レベルのサービスを提供できるカラーオ
ンデマンド機への更新を検討しているお
客様に、大量のオンデマンド印刷をスピー
ディーにこなす、「bizhub PRESS C1100 
/ 1085」を提案します。以下、その特徴を紹
介します。
【高い生産性と用紙対応力】
□多種多様なジョブを大量に処理でき

る高生産性：55g/㎡薄紙から350g/㎡の
厚紙まで生産性低下がなく、100％の生産
性を確保。バリエーションに富んだ用紙に
も短納期で大量に作成できます。厳しい納
期に耐える安心の生産能力で、お客様のビ
ジネス拡大をサポートします。

□100％の生産性：新開発の大径上定
着システムとデジタルトナー HDEとの相

乗効果により、55 〜 350g/㎡の用紙に毎
分100枚の高速プリントを達成。定着ベル
トは、定着ローラの改良でコンタクト面積
が広がり、さらに最適化により熱伝導を迅
速かつ均一化。優れたトナー定着特性と高
生産性を実現しています。

□新開発サクションフィーダー：給紙
ユニット［PF-707/PF-708］にはエアサク
ションベルト給紙を採用。エアアシスト機
能によるサイドエアに加え、前方よりエア
を吹き込み用紙を捌き、サクションベルト
に用紙を吸着させて搬送します。紙種に合
わせた最適なエア制御や、ベルト給紙時の
圧着面積を改良することで、厚紙やコート
紙に対してもより安定した給紙を可能にし
ています。

□リアルタイム画像安定化制御：連続
印刷時に短いインターバルで画像安定性を
制御。中間転写ベルト上に作成された濃度
補正用パッチとドット径補正用パッチを
IDCセンサーで検知。2種類の濃度補正に
より幅広い濃度領域で安定した高画質を提
供します。

□幅広い用紙を処理できる高い用紙対応
力：高い用紙汎用性を備えており、用紙へ
の熱や搬送によるダメージを低減すること
が可能となりました。55 〜 350g/㎡（コー

ト紙は80 〜 350g/㎡に対応）の用紙斤量
に、はがきサイズ〜 330×487㎜の用紙サ
イズと幅広くサポート。特殊印刷に求めら
れる市場ニーズに余裕をもって応えます。

□高い用紙汎用性：メディア対応力を
強化するため定着システムを新たに開発。
エアーブロー定着分離機構に新設のイン
レットローラと定着ベルトステアリングを
配置することで、薄紙から厚紙での搬送信
頼性が高まり、プリント・オンデマンドの
多品種ニーズに対応できます。

□高い画像位置精度：高精度レジスト
レーション機構は、従来の紙曲り検知・自
動調整機構に中間搬送ローラニップ解除機
構とレジストユニットのスキュー調整機構
を組み合わせ、高い表裏見当精度を実現し
ます。
【安定した高い画像品質】
□独自技術が生み出す、定評の高画質：

印刷物の品質を語る上で欠かせない画像品
質。オンデマンド印刷の最前線で培い続け
てきたコニカミノルタの独自技術を結集さ
せることで、ビジネスでのアドバンテージ

100％の生産性

高い用紙汎用性

フルカラーデジタル
印刷システム

「bizhub PRESS C1100 ／ C1085」 

「あいちの印刷」誌上情報展

■導入の先に見える豊かな未来を創造する充実の機能

「bizhub PRESS」C1100 ／ C1085
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となりうる高画質を提供します。
□ISO coatedとJapan Colorの色域を

カバー：3次元ハイブリッド構造のデジタ
ルトナー HDEの採用により、トナー使用量
を抑えながら色域を拡大し、ISO coated
とJapan Colorの色域をカバーしていま
す。オフセット機と同一の色が表現され、ク
ライアントの要望に逐一合わせることが可
能になります。

□デジタルトナー HDE：画質と省エネ
性能を一段と向上させる新開発デジタルト
ナー HDEを搭載。機能性ポリマーを含有し
た三次元ハイブリッド構造により、あらゆ
るタイプのメディアに対して高い追従性を
有し、最適で自然な風合いを実現できます。
また、より少ない熱での定着が可能となり、
消費電力低減にも大きく貢献しています。
【色変動を最小限に抑え、高品質画像を

安定供給】
□高い生産性を維持し、色味の安定制御

を実現：高精度なIDCセンサーは、リアル
タイムで精密なオートカラーキャリブレー
ションを実現し、画像安定性（均一性）を制
御できます。ハイボリューム印刷時にも生
産性を低下させることなく、ばらつきのな
い一貫した印刷品質に仕上がります。

□環境温度差による色のばらつきを抑
止：本体内に冷却ファンからのエアを流し、
温度を一定に保つことで、ばらつきのない
高画質な仕上がりを実現します。

□高品位な画像・文字および細線を
精細に描写：細かなディテールまで再
現する進化した画像処理テクノロジー

UVインクジェット印刷機「KM-1」は、オ
フセット印刷機市場で実績のある小森コー
ポレーションとコニカミノルタとの共同開
発で誕生したデジタル印刷機です。

コニカミノルタは、デジタル印刷の創世
から培ってきた技術を基に、プロセスやRIP
のほか、UVインク、高性能インクジェッ
トヘッド、画像形成システムなどを開発。小
森コーポレーションは、新たなシリンダー
配列や新型反転機構を開発し、定評ある用
紙搬送技術を取り入れています。デジタル
印刷機とオフセット印刷機で培われた技
術・ノウハウを結集させて誕生したデジタ
ル印刷機です。主な特徴を列記します。
【用紙多様性】
□前処理・専用紙を必要としない独自

のUVインク＝UVインクは、高精細シング
ルパス印刷用途にコニカミノルタが開発し
たインクジェット用インクを採用し、印刷
本紙をはじめとした幅広い用紙に前処理な
しで印刷が可能です。さらに、メディアへ非
接触なインクジェットシステムで、凹凸感
のあるメディアへの印刷もできます。

□最大用紙サイズ＝B2より大きい585
×750㎜サイズで、活用範囲を大幅に広げ
ました。また、紙厚は0.06 〜 0.6㎜（両面印
刷時は0.06 〜 0.45㎜）まで可能で、パッ
ケージ印刷にも対応します。

【安定性】
□安定性を高める用紙搬送技術＝小森

コーポレーションの高度なオフセット用紙
搬送技術を採用し、精度の高い用紙搬送を
実現しています。また、UVインクを採用
しているため、熱定着・乾燥によって起こ
りやすい波打ち・カールの問題を解消し、
高度な見当精度を実現します。

□安定した印字品質＝UVインクは空気
乾燥しにくいため、ノズル面でのインキ乾
燥による射出曲がりなどのトラブルが出に
くくなっています。また、定着・乾燥に熱を
使用しないので、ページ間・ジョブ間・同
一面内でのムラ・色ずれの問題を最小限に
します。さらに、印刷スジはインラインセン
サーの搭載で自動補正します。
【高品質・高生産性】
□ 最 新 ヘ ッ ト の 搭 載 で、1200×

1200dpiの高画質が可能。コニカミノルタ
が保有するエッジ処理機能により、シャー
プな文字再現性が得られます。

□毎時3,300枚の高生産性（両面印刷
1,650枚）で、版不要、色調整などの印刷準
備時間も大幅に削減し、UVインクを採用
しているために乾燥時間は不要です。
【両面印刷・バリアブル印刷】
□小森コーポレーションの高度な反転

技術を採用。バリアブル印刷も可能です。

S.E.A.D.IV。ドット位置制御（DPC＝Dot 
Position Control）を採用し、1つ1つのピ
クセルを、左・中心・右と打点位置を制御し、
1200dpiで処理することによって、約3倍

（3600dpiと同等）の解像度を実現。この技

術によって、線や文字のアウトラインフォ
ントの文字太りなどを低減することはもち
ろん、スクリーン処理によってオリジナル
データに忠実なグラデーション再現を可能
にします。

枚葉UVインクジェット印刷機
「KM-1」

環境温度差による色のばらつき防止

高い画像位置精度

コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱中部営業所
〒460-0008…名古屋市中区栄2-9-15
三井住友海上名古屋しらかわビル
TEL052（229）4624　FAX052（229）4622
http://www.konicaminolta.jp/odp

■小森／コニカミノルタ共同開発 通常印刷からパッケージ印刷まで幅広い機能

枚葉UVインクジェット印刷機「KM-1」
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美しく、人に響く
デザインを




