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際立たせる
大阪府印刷工業組合 理事長

浦久保 康裕
㈱一心社 代表取締役社長

　新年あけましておめでとうございます。この言葉にいつもの年とは違う決意や想いを込め

るのは私だけではないと思います。

　半世紀以上を経て再び開催するオリンピック、そしてアジアで初めて2回目のパラリンピック

を開催し、世界150以上の国と地域からの参加者を得て今後の大会の範となり、国内はもと

より世界からの注目が東京、日本に注がれ、4,000万人にも上る訪日観光客で賑わうはずが

直前にコロナウイルス感染症によりすべて蜃気楼のように消えました。

　今回の不況は人、もの、お金が世界同時に止まり今までに経験したことのない状況に陥り

ました。残念ながら本年もこの状況は継続し、以前のような姿にはもう戻らない中で今後の経

営の舵取りを考えなければなりません。12月号の当誌面でコクヨ株式会社 黒田会長と対談

させて頂きました。その際にコロナ禍の前に既に日本は「成熟禍」にあり、それがコロナウイル

スによりそのスピードが速まっただけで潜在的に抱えていた課題は何ら変わっていないと

のご指摘を受けました。私たち経営者もこのことは十分に分かっていたはずですが、その課

題に果敢に取り組んでいなかったことは事実です。

　過去、全印工連から業態変革の名のもとに数々の提言が私たちに投げ掛けられてきました。

待ったなしの経営判断を迫られる中、今一度それらの提言の中から自社の進むべき方向を

しっかり定め、躊躇なく行動するときです。私たち中小零細規模の印刷業の特徴は地域や顧

客に近い立ち位置で仕事をしてきたことです。そして私たちの最大の経営資源はお客様です。

お客様が望むサービスや商品とは何かを徹底的に調べ、考え、見極める。そして自らの強み

を特化させ、その強みを際立たせ商品化することです。

　皮肉なことではありますが、自粛で見えてきた人や地域のありがたさ。何気なく感じていたこと

に価値が見えてきた今、人だからこそできる、地域に近いからこそ見えてくる。今一度、当たり前

の中にあった事を見直し、考えてみてはいかがでしょうか。こんな時期だからこそ出来ることだ

けをするのではなく、ひとつひとつの組合事業に想いやヒントを込め発信し、組合員の皆様に

行動する勇気やきっかけを提供していきたいと考えています。こんな時期だからこそ集い、

仲間と話す中で見えてくるものがあるはずです。ちょっと無理して出て来てください。必ず素敵

な出会いやヒントがあります。みんなでいい年にしていきましょう。

巻頭言



アフターコロナを見据えた事業の舵取りが課題

浦久保：　大阪商工会議所会頭の3期目
を務められるお立場から、コロナ禍が継

続するなか、日本経済、そして大阪の景気

動向など、2021年の全般的な見通しをお

聞かせいただけますでしょうか。　

　また印刷業もそうですが、中小・零細規

模の多い大阪の企業の実態、今後の動向

についてもご意見をいただけますでしょ

うか。

尾崎：　今回のコロナ禍で多くの常識が
変わったように感じています。例えば、今

までサラリーマンが通勤するのは当たり

前でしたが、在宅でテレワーク勤務をす

るという選択肢が加わりました。そうなる

と都心に住む必要性が薄れて、郊外や田

舎で暮らした方が家賃も安いし環境もよ

いと思う人が増えるなど、ライフスタイル

も大きく変わろうとしています。また、ビ

ジネス面でいえば「移動」に対する考え方

が大きく変わりました。オンラインツール

が一気に普及したことで、海外を含めて、

出張せずに商談ができる社会になりまし

た。コロナによる、このような急激な変化

は想定しづらかったと思われますので、

業界によっては非常に厳しい局面にあろ

うかと思います。

　一方で、2021年には、コロナ禍克服に

向けた大規模な補正予算の執行による

景気の下支えや、2021年7月に予定され

る東京オリンピック・パラリンピックの開

催に伴う需要が見込まれることから、景

気は緩やかながら、持ち直すことを期待

しています。当面の事業継続に力を向け

つつも、アフターコロナを見据え5年～10

年くらい先を予測しながら、事業の舵取り

を行っていくことが、いま中小・零細規模

の経営者にとって一番求められる姿勢だ

と考えています。

浦久保：　会頭を続投される理由の一つと
して、中小企業の支援を強化し「大阪を

新たな成長軌道に乗せる」というご発言、

たいへん頼もしく感銘を受けました。

　新たな成長軌道とは具体的にはどのよ

うなものを構想されていますでしょうか。

また大阪商工会議所が新たに設置する

既存企業と新技術やアイデアをもつ

スタートアップ企業との連携を強化する

「スタートアップ小委員会」は、どんな役割

を担うのでしょうか。

尾崎：　足もとでは、コロナ禍を乗り越え
るため、中小企業への経営支援が必要な

ことは言うまでもありません。大阪商工会

議所としましては、苦境にある中小企業・

小規模事業者の事業継続を最重点に考

え、資金繰り支援に継続して全力で取り

組みます。同時に、新たな需要を獲得す

るための方策として、昨年10月に「大阪勧

業展」を開催し、コロナ対策を徹底するな

かで、大阪府内の中小企業308社に出展

いただき、約6,000人が来場する商談機会

を提供しています。また、昨年11月には大

阪の町工場と東京の大手・中堅製造業を

マッチングする「大阪・東京ものづくり加

工商談会」を開催するなど、リアルの商談

やコミュニケーションの機会を設けてい

ます。これらは従来にも増して貴重なも

のと思いますので、今後より一層注力し

ていきます。そしてコロナで顕在化した

ニーズをとらえ、新しい事業にチャレンジ

する企業を支援し、大阪の成長につなげ

ていきたいと考えています。

大阪府印刷工業組合 理事長
大阪商工会議所  会頭
大阪ガス（株） 取締役相談役

浦久保 康裕尾崎　裕
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尾崎  裕氏 浦久保 理事長

チャンスが来れば一気に成長できる準備を。
今回は、2015年から大阪商工会議所会頭を務められ、

2025年日本国際博覧会協会副会長でもあられる

大阪ガス㈱取締役相談役の尾崎裕氏を訪ね、

大阪の新たな成長や印刷業が果たす役割などについて話し合いました。
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尾崎　裕
おざき ひろし

P R O F I L E 1950年生まれ。大阪府立北野高等学校を経て、東京大学工学部卒業後、1972年大阪ガス入社。2008年4月に代表取締役社長、

2015年4月に代表取締役会長、2021年1月から取締役相談役。2015年12月に大阪商工会議所会頭に就任。公益社団法人2025年

日本国際博覧会協会副会長。

スタートアップをサポートし、新たな成長軌道へ

尾崎：　また、大阪・関西は、大学や研究
機関など優秀な人材が育つ土壌があると

思いますが、スタートアップにおいて、こ

の芽吹いた素質を世界レベルに押し上

げるステージがないことが課題だと感じ

ていました。そこで、AI(人工知能)やMaaS

（次世代の移動サービス）などの分野で

挑戦する、若く活気にあふれた企業をサ

ポートする「スタートアップ小委員会」を

昨年の11月に発足しました。スタートアッ

プにとって課題といわれる試作品開発に

ついても、大阪のものづくり企業とのマッ

チングをサポートしつつ、あわせて販路

拡大のバックアップも行っていきたいと

考えています。

　ただ、いまはコロナが収束することを

第一に考えなければなりません。耐えし

のぐことが必要だと思います。木で例える

ならば、枝葉を落としてでも、太い幹は

しっかりと保ちつつ、チャンスが来たとき

に、より大きく成長できるように、準備を

しておかなければなりません。

浦久保：　スタートアップ小委員会の意
図がよくわかりました。我々印刷業におい

ても同じような取り組みが必要であり、た

いへん参考になる試みと考えています。

大阪商工会議所と印刷組合との連携を

今後考えていきたいと思いますが、どの

ようにお感じになりますでしょうか。

尾崎：　大阪商工会議所には、紙・パルプ
製造業や印刷業などで構成される「紙・印

刷部会」がありますので、積極的に情報交

換をしていただければと思います。印刷

業界で新たな取り組みを行う企業に対し

ても、スタートアップとの連携から出口ま

でを伴走型で支援していきます。

大商との連携で地域の問題解決に一役

2025年の大阪・関西万博の成功とその先を見据えて

大阪ガス本社にて（右の写真は、左より浦久保理事長、尾崎会頭、家田副理事長、福山広報委員長）

　「情報を伝える」ための手法の一つが

「紙」なのであって、SNSや動画など他の手

法も含めて、いかに効果的に使い分けて

いくかが重要ではないでしょうか。誰に対

して何を伝えるのか、どの媒体（手法）を使

うのかを含め、印刷会社がコーディネート

できると良いのではないでしょうか。

浦久保：　おっしゃる通りだと思います。
我々業界も20年以上前から「紙に印刷す

るだけが印刷会社じゃない」と掲げなが

ら、業態変革なくして、今後の生き残る道

はないと、組合員に対して発信してきまし

たが、どうしても我々の業界は装置産業

的要素が強いために「紙」という選択を

勧めがちになってしまっているところが

あります。供給過剰市場であることは間

違いないので、製造に関してはDX化を進

めながら、本丸としてはクライアントが何

を求めているのかを把握したうえで提案

していく、問題解決型の企画を進めてい

く必要を感じています。

　印刷業は地域密着型が大半なので、こ

のようなコロナ禍の時こそ、地域の問題解

決に役立つことができると確信しています。

浦久保：　2025年の万博を成功に導くた
めに必要なことは何だとお考えでしょうか。

　私たち印刷業は、よりよい情報伝達、コ

ミュニケーションのために見やすさ伝わ

りやすさに配慮したMUD（メディア・ユニ

バーサルデザイン）を利用した活動や、

印刷＋αのコンテンツづくりなどで貢献

したいと考えています。

尾崎：　1970年の万博とはまったく違う
博覧会をめざしていますので、ワクワクし

ながらも、一方でプレッシャーも感じてい

るというのが現状でしょうか。今回のコロ

ナ禍で当初の予定どおり準備が進められ

なくなった部分もありますが、「いのち輝く

未来社会のデザイン」というテーマは、コ

ロナによって多くの方がリアリティをもっ

てその必要性を実感されたと思います。

万博は、必ず成功させたいですね。同時

に、大阪でやるからにはまず、「おもろない

とあかん」というのが根底にあるので、楽

しみながら作り上げたいと思います。

　「未来社会の実験場」をめざし、多くの

企業が万博前から大阪でさまざまな実証

実験を繰り返し、「実証するなら大阪で」と

の認識を広め、万博開催後も国内外の企

業が大阪に拠点を置き、イノベーションが

生まれ続ける都市を実現していきたいと

思います。

　加えて、2025年に向け、万博を開催する

都市としての魅力を磨くことも必要です。

大阪がもつ歴史・文化・学問・芸術などを

世界の方々に知ってもらい、国内外から多

くの方々に来ていただく取り組みを強化し

なければなりません。例えば「食の街・大

阪」のブランドの向上を図り、それを国内

外に発信することによって、大阪、万博会場

周辺だけでなく地域経済の振興につなが

る取り組みも大切だと考えています。大阪

都心部と大阪南部地域が連携して発展を

めざす「グレーターミナミ」構想の実現に

も寄与していきたいですね。

　テーマの中にある「デザイン」という観

点からも、多様なコミュニケーション手法

をもつ印刷業が担う役割は非常に大きく、

重要であると考えます。例えば万博会場で

使うサインやガイドブックなどについて

は、MUDの要素を加えながら世界に対し

て日本のMUDを発信していくことは、有意

義だと思います。

浦久保：　データによりますと、欧米では
色覚障がいの方が日本人の約2倍いらっ

しゃるといわれていますので、サインや印

刷物の配色には十分な配慮が求められ

ます。ぜひともMUDの概念やデザインを

採り入れていただければと思います。伝

わりやすさ、使いやすさを世界に発信す

るチャンスですので、万博の先を見据え

て我々もご協力させていただきます。

　本日は貴重なお時間を頂戴し、ありが

とうございました。
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新年のご挨拶

印刷産業が持続的発展を実現する
ポテンシャルを証明する年に
全日本印刷工業組合連合会

　新年、明けましておめでとうございます。
　旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜り、
厚くお礼申し上げますとともに、本年も一層のご指導を
賜りますようお願い申し上げます。
　また、昨年10月、初めてのリモート開催となりました
「全印工連オンラインフォーラム2020」では、全国の多数
の方々にご視聴いただき、全印工連事業をより一層ご理
解賜り、併せて、将来の業界発展に向けての課題や方向
性を共有し、確認することができました。これもひとえに、
全国の印刷工業組合の役員、組合員、関連業界の皆様の
ご理解とご協力の賜物と深く感謝を申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大という大
きな嵐に見舞われ、日本はもとより全世界の社会経済に
リーマンショック時以上の深刻な影響がもたらされまし
た。様々な場面において大きな変化を余儀なくされ、働き
方が変わり、産業の立ち位置や姿が変わりました。また、
政治やマスメディアなどの日々の風向きにも惑わされ、
それに一喜一憂し、「真実」や「本質」を見極めることの難
しさを改めて痛感した年でした。
　このような状況の中、全印工連では、ブランドスローガ
ンとして「Happy Industry～人々の暮らしを彩り幸せを

創る印刷産業～」を掲げ、DX（デジタルトランスフォーメー
ション）や「幸せな働き方改革」を中心とする各種事業を着
実に進め、全国の組合員企業の1社1社がHappiness 
Companyを目指すプロセスを発信し続けてきました。
特にDXの推進にあたりましては、プロジェクトチームを
新たに立ち上げ、印刷産業全体の生産性向上と高付加価
値のサービス提供産業への転換に向けた大きな一歩を
踏み出しました。本年も引き続き、各側面からの経営支援
を目的とする全印工連の各種事業を積極的に推進するこ
とにより、「Happy Industry」へと向かう道を迷うことな
く進んでまいりたいと考えております。
　新型コロナウイルス感染症拡大の終息にはまだ多くの
時間を要すると思われますが、本年は、産業として、組合
として、企業として、この時期だから出来ることを組合員
の皆様と共に考え、実行し、この未曾有の環境の中で「新
しい印刷産業」のしなやかさと強さ、そして持続的発展を
実現するポテンシャルを証明する年にしてまいりたいと
考えています。
　2021年が皆様にとって明るく希望に満ちた素晴らし
い一年となりますよう心から祈念いたしまして、年頭のご
挨拶といたします。

組合員の企業価値向上に
資する事業に邁進いたします
近畿地区印刷協議会

武部 健也会長

滝澤 光正会長

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は近畿地区印刷協議会の活動に格別のご支
援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　近畿地区印刷協議会会長を拝命してからの半年間、新
型コロナウイルス感染症の拡大という難局に直面し、近
畿地区印刷協議会定時総会の書面議決をはじめとして
全ての分科会はオンライン会議での実施となりました。
　このような状況下においても全印工連では、滝澤会長
を中心にブランドスローガン「ＨａｐｐｙＩｎｄｕｓｔｒｙ～人々
の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業～」を基本に、印刷産
業の構造改善の一環として生産性向上のためのＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）導入の推進を図ると同
時に、共済事業や特別ライセンスプログラムなどの共同

購入事業、各種認証制度など、それぞれの企業価値向上
に資する事業を行っています。
　近畿地区印刷協議会では、こうした全印工連の取り組
みを各府県工組の会員企業にお伝えし、その活動を支援
することを第一として、さらには各工組の代表各位が親
睦を深め、有意義な情報交換ができる場としての役割を
果たせるよう、微力ながら今年一年、活動の活性化のた
めに邁進してまいる所存でございます。
　結びにあたりまして、本年も近畿地区印刷協議会の活
動への変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げますと共に、皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し
上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

大青協はコロナ禍でも
工夫し歩みつづける
大阪青年印刷人協議会

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は大阪青年印刷人協議会に対しまして、格別の
ご支援とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　昨年は新型コロナウィルスの流行が発端となり、定例
会の仕方や開催で大変なご苦労を掛けましたが、議員の
多大なる協力を得ることができ、無事新しい年を迎える
ことができました。まだまだ完全なる終息が見えず、難し
い経済環境がなかなか改善されない状況ではあります
が、一方で、ワクチン開発が進むなど、わずかながら明る
い兆しもあります。大青協も牛歩ではありますが、地に足
をつけたゆまず進み続けたいと思います
　今期の大青協は『リファーラル（紹介）』というテーマの
もと、各議員が自社の強みと、本当に売りたいものをＰＲ
できるようになり、積極的に自社の紹介をし、また紹介し
てもらえるようになる為の活動を行っております。
　昨年１０月には大阪にて全青協主催の「近畿ブロック協

議会」を開催いたしました。コロナ禍ということもありブ
ロック協議会では初めて、リアルとオンラインでのハイブ
リッド開催となりました。リアル参加３４名、オンライン参
加２０名と昨年のブロック協議会では最大の参加となり
大変盛会となりました。参加いただきました皆様に心よ
りお礼申し上げます。
　今年は１月２３日（土）に、「Kick off Convent ion 
2021」を大青協では初めてのオンラインセミナーで開
催いたします。中小製造業のマーケティング・コンサルタ
ントの弓削徹様に【本当のウリの見つけ方・伝え方～お客
様の心をつかむウリが分かればもっと売れる～】のセミ
ナーをして頂きます。学びの多いセミナーになると期待
しております。皆様奮ってご参加ください。結びにあたり
まして、本年も皆様方にとって希望に満ち溢れた素晴ら
しい一年になりますよう、心からお祈り申し上げまして、
年頭の挨拶とさせて頂きます。

大阪府中小企業団体中央会

野村 泰弘会長

白石 陽一議長

　２０２１年の新春を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡
大により、オリンピックの開催延期、緊急事態宣言発令な
ど予測不可能な出来事が相次いで発生し、我が国の中小
企業はかつて経験したことのない未曽有の難局に直面
いたしました。
　今年は、昨年発足した菅内閣のもと、ＧoＴoキャンペー
ンなど各種支援策の実施により景気が持ち直していくこ
とを期待したいところですが、中小企業においては、感染
防止策の徹底やデジタル化の推進といった新たな課題
に加え、人手不足や事業承継、働き方改革といった従前
からの課題もあり、依然として厳しい経営環境が続くこと
が予想されます。
　本会では、中小企業が直面している難局からの脱却と

その先の持続的な成長に向け、「新型コロナウイルスに
関する経営相談窓口」における迅速な情報提供をはじ
め、中小企業組合の活性化支援、組合を通じた中小企業
のデジタル化や円滑な事業承継などに向けた支援、さら
に、ものづくり補助金採択企業の事業化推進などに全力
で取り組んでまいります。
　また、「２０２５年大阪・関西万博」の経済効果が府内中小企
業に繋がるような支援活動を積極的に進めてまいります。
　皆様におかれましては、新年にあたり決意を新たにさ
れ、我が国経済社会の発展と中小企業の振興のため、ご
精進いただくことをご期待申し上げます。
　結びにあたりまして、本年が皆様にとりまして大きな飛
躍の年となりますようお祈り申し上げますとともに、１日
も早いコロナの収束を祈念申し上げまして、年頭のご挨
拶といたします。

中小企業支援に向け
全力で取り組んで参ります
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バーコードの秘密第7回
印刷のエキスパート。趣味は、街に
あふれる印刷物を収集すること。

ペーパー博士の孫娘。印刷（プリント）
に興味津々。大好物はプリン。

書体が大好き。特技は、文字を見ただ
けでフォントを言い当てられる。　
　

たくさん種類のあるバーコードの中でも、
最も多く使われているJAN（ジャン）コードは、
どの事業者のどの商品かを表す
世界標準の商品識別コードで、海外では
EAN（イアン）コードとも呼ばれておるぞ。

実は、手紙やハガキなどの郵便物はほぼすべて、
コンピュータが読み取った住所や宛名を
バーコードに置き換えて
見えない特殊なインクで印字されておるのじゃ。バーコードは、70年以上も前に開発された技術で、

あの太いバーと細いバー、白い隙間の幅の組み合わせが
暗号のようになっていて、
数字や商品名をいちいち打ち込まなくても、
一瞬で認識できる技術なのじゃ。

近所のスーパーがセルフレジになったの。
それにしてもバーコードって不思議。
あのシマシマ模様には、
いったいどんな秘密があるの？

QRコードを使った電子決済なら、
人と接触しないで支払いができたりするから
新型コロナの感染予防対策にも
バッチリだね。

博士、そういえば、
URLの読み取りや
キャッシュレス決済なんかに
使われるQRコードも、
いわばバーコードの
進化系ともいえますよね。

ほう、バーコードに興味を
持つとは、プリンちゃんは
好奇心旺盛だね。

なるほど！
目には見えなくても
スキャナに反応すれば、
配送する際もピピッって
素早く仕分けられますね。

一般的に生活用品全般に使用され、国際規
格でもある「JAN（ジャン）コード」をはじ
め、主に医薬品などに使われる「GS1-128
（ジーエスワン）」など、実に150種類以上
のバーコードがあります。

バーコードの種類

それは、一般的なスキャナは赤色の光線を発するのじゃが、
黒は赤い光を吸収するから、その間の白い部分の反射光を
はっきりと読み取れるという訳じゃ。
青や緑なら大丈夫じゃが、赤い光を反射してしまう
赤やピンクなどで印刷したバーコードは読み取れないぞ。
まあ、なかには“見えないバーコード”
というのもあるのじゃがな。

その通りじゃ。
QRコードは、日本の企業が開発した
二次元コードのひとつで、バーコードが
横方向だけの一次元コードなのに対し、
縦横の複雑なドットにすることで、
バーコードの100倍以上の情報量を
書き込めるといわれておるぞ。

ところで博士、
バーコードのほとんどが
白黒で印刷されているのには、
何か理由があるのですか？

えっ、見えないって
どういうこと？
おもしろそう！

この見えないバーコードを
商品パッケージ全体に
印刷しておけば、
レジで読み込むとき、
バーコードの位置を
探す手間が省けるという
 利点もあるぞ。

すご～い！ バーコードやQRコードのこと、
もっと知りたくなっちゃった。

※このページに記載しているバーコードは、すべてイメージ画像です。

JANコード



投稿画面 ここにタイトルを入力

ここに記事内容を書きます

画像を挿入する場合は
「メディアを追加」をクリック

「公開」ボタンを
押すと投稿完了
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タイムリーな情報を、より見やすく、より活用しやすく。

支部の活動の最新情報が
Webでご覧いただけます。

大印工組のホームページがリニューアル！

大阪市北区天満1 9 19
Tel:06 6351 7271
Fax:06 6352 7479

大阪
本社

東京都港区浜松町1 2 1
Tel:03 3433 5211
Fax:03 5776 7733

東京
支社

京都市左京区田中下柳1 5日の出ビル202号
Tel:075 706 6061
Fax:075 706 6063

京都
オフィス

URL：http://www.naniwa.com

S T E P 2S T E P 1 S T E P 3

「あるぞうくん」を起動し、
専用QRを読み取ってください。

読み取り後、上のイラストに
スマホをかざしてください。

まずはARアプリ「あるぞうくん」を体験しよう！

App Store、Google Playで
「あるぞうくん」を検索して
ダウンロードをしてください。

AR付印刷ツールならNPCにお任せ！！

ダウンロードをします 専用QRを読み込む スマホをかざす

東大阪市楠根3-5-34
〒577-0006

FAX：06-6745-4040
：06-6745-7876TEL

内職事業

タイムリーなお知らせや
PRI・Oの最新号の記事を
ピックアップ。
毎月内容が変わります。

トップバナー

トップページに
行事カレンダーを設置。
参加する会合やイベントを
チェックしてください。

大印工組の行事予定

組合の内外に向けての情
報発信の場として、新しく
生まれ変わった大印工組の
ウェブサイトをぜひ、覗きに
来てください。

新しいホームページでは、各委員会とともに、新しく各支部のページ
を設けました。ワードプレスの入力画面から、記事や写真を簡単に投
稿していただけます。委員会・支部の皆さまには、これまで以上にタイ
ムリーな情報発信の場として、本Webサイトを活用していただきたい
と思います。

「PRI・O」（紙媒体）とWebサイトの
連携を強化しました。
PRI・OのUnion News（本部・支部だより）についているQRコードから、
Webサイトに気軽にアクセス。委員会や支部活動のより詳しい情報
を見ることができます。なお、リニューアルされたホームページは、ス
マホやタブレットでもサイズが最適化されるレスポンシブ対応です。

ワードプレスの投稿画面より簡単にアップできます。
各支部の担当者の方には、小まめな投稿や情報更新をお願いします。

各委員会からの投稿による
ページが開き、常に最新の
活動報告が閲覧できます。

委員会の活動を
より分かりやすく！

随時新しいトピックスを
投稿しています。ぜひ
「いいね！」をお願いします。

フェイスブックと連動

支部の名前をクリックすれば、
各支部が投稿するページへ。
支部の活動報告やお知らせが
ご覧いただけます。

各支部ページを設置

ここには本部からのお知らせ
などを事務局が取りまとめて
随時掲載しています。

事務局からお知らせ

※1月15日設置予定

こちらからアクセス
▼

新設



Business Pick Up

デザイン経営を実践するにはどうしたら

よいでしょうか。同じく「デザイン経営」

宣言から引用させていただきます。

「 デザイン経営 」の実践には、1）経営チー

ムにデザイン責任者がいること、2）事業

戦略構築の最上流からデザインが 関与

すること、の2点が必要条件となる。

このような「デザイン経営」を実践するた

めには、企業において、複数の取り組みを

一体的に実施することが望ましい。例え

ば、デザイン手法による顧客の潜在ニー

ズの発見や、 アジャイル型開発プロセス

などにより 、企業のイノベーション力を

向上させることができる。

い
ま
、デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
競
争
力
強
化
に

期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

「デザイン経営」の実践

「デザイン経営」で成長する企業のご紹介

デ
ザ
イ
ン
経
営

「デザイン経営」の効果（経済産業省・特許庁）

デザインを企業戦略の中核に関連付け、デザ
インについて経営メンバーと密なコミュ
ケーションを取る。

デザイナーが最上流から計画に参加する。

組織図の重要な位置にデザイン部門を位置
付け、社内横断でデザインを実施する。

観察手法の導入により、顧客の潜在ニーズを
発見する。

デザイン経営のための具体的取り組み

1

2

3

4

※報告書 「中小企業のデザイン経営」より引用（一部加筆・省略）

100年以上教育のプロと子ども環境を創造してきたノウハウや、あ
そびの研究所「PLAY DESIGN LAB」での研究成果を活かした製品・
サービスづくりが特徴のジャクエツ。「未来は、遊びの中に。」という
スローガンを掲げ、深沢直人さんなどとのコラボレーションで、より
一層子どもの未来のための環境づくりに磨きをかけられています。
著名デザイナーさんから教えてもらった「デザイン性が足りないか
ら、そこを補おうという考えを持つのではなく、自社の強みを伸ばす
ことにこそ、デザインを使うべき」を実践されています。自社の強み
を更に強くするほうが、会社も成長できるし社会にも大きなインパ
クトを与えられるとのこと。つまりは、経営戦略としてデザインを活
用されています。

1963年に創業した東京都立川市を拠点とする印刷加工の製造会
社。2006年にスタートした紙の可能性を追求するプロジェクト「か
みの工作所」を皮切りに、デザイナーとの協働制作で、オリジナル製
品の企画・開発から販売まで取り組んでおられます。
こうした印刷・加工会社の枠にとどまらない取り組みが広告塔とな
り、現在では多くの企業とのコラボレーションを進められていま
す。紙という素材をテーマに、先鋭的なアウトプットを生み出し続
け、関わる人みんなが圧倒的ファンになると言います。
「まずはデザインの力で、ちゃんと意味のあるものを作ろうという
意識が大事」と、代表の山田明良さんはおっしゃっています。

福永紙工株式会社
本社・工場：東京都立川市
　　　　　錦町6-10-4 
営業本部：
TEL. 042-523-1515 

株式会社ジャクエツ   
東京本社：東京都港区高輪4-24-50
TEL. 03-3442-2260（代表）
福井本社：福井県敦賀市若葉町2-1770
TEL. 0770-25-1111（代表）

株式会社ジャクエツホームページより 福永紙工株式会社ホームページより

いかがでしたでしょうか。デザイン経営の導入を考えていただく機会になれば幸いです。

デザイン経営の手法（経済産業省・特許庁）

（経済産業省・特許庁）

デザインへの投資 金銭的投資（デザイン部門の予算増加など）および
人的投資（組織改編・人材育成プログラムの充実など）を行う。

ブランド力向上・
イノベーション創出

デザイン力の向上により、自社アセットを活かしながら、
市場ニーズに合致した新製品・サービスを生み出すことが可能となる。 
製品・サービスを顧客からのフィードバックを受けながら
改良することで、イノベーションを創出し、ブランド力が向上する。

デザイン力の向上 デザインへの投資により、企業のデザイン力
（市場ニーズを適切に捉え、必要な製品・体験を考案する能力）が強化される。

競争力の強化 生み出されたイノベーションやブランド力は、効果的にデザインされた
顧客とのコミュケーションを通じて市場に波及し、企業に収益をもたらす。

参照：特許庁ホームページ　https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html#02

デザイン責任者の
経営チームへの参画

事業戦略・製品・サービス開発の
最上流からデザインが参画

「デザイン経営」の推進組織の設置

デザイン手法による
顧客の潜在ニーズの発見

観察・仮説構築・試作・再仮説構築の反復によ
り、質とスピードの両取りを行う。

デザイン人材の採用を強化する。また、ビジ
ネス人材やテクノロジー人材に対するデザ
イン手法の教育を行うことで、デザインマ
インドを向上させる。

指標作成の難しいデザインについても、観察
可能で長期的な企業価値を向上させるため
の指標策定を試みる。

5

6

7

アジャイル型
開発プロセスの実施

採用および人材の育成

デザインの結果指標・
プロセス指標の設計を工夫

株式会社ジャクエツ 福永紙工株式会社

ブランド構築に資する
デザイン

Design for Branding

イノベーション構築に資する
デザイン

Design for Innovation入門

デザインによる競争力強化
コロナ禍にあって著名な企業やブランド

の苦境苦戦がニュースサイトを賑わして

います。順調に見えても商品の魅力アッ

プや認知の拡大など、多くの課題を抱え

込んでいる企業が増えていることの証明

でしょうか。その解決を探る新しい策と

して期待されているのが「デザイン経営」

です。

最近になって専門的な媒体だけでなくよ

く耳にするようになりましたが、世界を

眺めると有力企業では経営戦略の重要な

手段としてポジショニングされており、

日本の経営者とは認識の違いが際立つ

テーマでもあります。

国（経済産業省・特許庁）としてもデザイ

ン経営への取り組みに熱心です。その解

説書として「デザイン経営」宣言が2018

年に作られました。これを教科書にして、

デザイン経営の定義と可能性をご紹介し

たいと思います。

「デザイン経営」の定義
デザイン経営は以下のように定義されて

います。

「デザイン経営」とは、デザインを企業価

値向上のための重要な経営資源として活

用する経営である。

それは、デザインを重要な経営資源とし

て活用し、ブランド力とイノベーション

力を向上させる経営の姿である。

アップル、ダイソン、良品計画、マツダ、メ

ルカリ、AirbnbなどのBtoC企業のみなら

ず、スリーエム、IBMのようなBtoB企業

も、デザインを企業の経営戦略の中心に

据えており、「 デザイン経営 」の実践企

業・成功企業ということが 言えます 。 
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2020年度のテーマ「リファーラル」について、前回は「自社でできる

こと・強み」を各社共有することができました。今回の取り組みとして

は「現状一番やっている仕事」と「いま受けたい仕事」について体験

談などを交えて出し合いました。その一部を掲載します。

（報告者／谷口和宏）

2020年度のテーマ

Referral
（リファーラル）

他社からの
下請けの仕事

包装以外の
フィルム製品

大型インクジェットデバイスの販売

商業印刷全般

テレワーク関連

製版フィルムの
データ化サービス

帳票関連の受注

オンデマンド機の
スペシャルトナーを
使った印刷

オリジナルの
封筒作製

制作→印刷→製本→商品出荷から内職作業までの社内一貫作業の仕事。一貫作業により短納期対応も可能。

クリエイティブや営業部門からの「こんなものを作りたい」を叶える仕様を搭載し、新しい商品作りをご支援。

今までは直受けにこだわっていた
が、下請けでも納期や価格で通用す
ることがわかってきた。

従来のオンデマンドとの差別化を
図

り、単価のいい仕事を受注したい
。

用紙・印刷・加工までの一式、用紙支給で印刷のみetc・・・どのような形でもOK。ナンバリングも可能。

既成にないサイズや用紙（特殊紙や
上質紙や色上質）の封筒、オリジナ
ルの窓サイズが入った封筒など。

株式会社 美生社谷口印刷紙業 株式会社

紙文書の電子化や外出先や在宅で
のデータ共有、テレワークのための
セキュリティ強化などのIT商材。

CTPプレートの製造・販売。C
TP

セッターの製造・販売/ワークフロ
ー

システム（RIP）の開発・販売も。

現状は、食品などの包装フィルム
が

主流だが、それ以外のフィルム製
本

を手掛けていきたい。

いま受けたい仕事
大青協メンバーが

スミ単色、中綴じ製本の

冊子もの
社内報、PTA広報紙

、同人誌、会社

資料、シラバス、文集
、論文集、研究

誌、アートブックetc
・・・。

新星印刷 株式会社
 

株式会社 大阪国文社

キヤノンマーケティングジャパン 株式会社

２色印刷と活版名刺
帳票、封筒などのレギュラー+特色、
特色+特色で刷る２色印刷と、活版
名刺印刷も強化していきたい。

株式会社 林印刷

株式会社 八嶋印刷 

コダックジャパン 

白石封筒工業 株式会社 

日本アグフア・ゲバルト 株式会社

株式会社 エス・ユー・ケイ 

※さらに詳しい内容は、
　Webサイトでご覧ください。
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　今回は所得税の改正について取り上げさせてい
ただきます。令和２年分の確定申告より、基礎控除額
と青色申告特別控除額が変更になります。
　まず、基礎控除額の変更から解説いたします。基礎
控除とは所得控除の一つで、所得控除とは課税対象
となる金額を減らすものになります。よって、基礎控
除額が増えれば減税、基礎控除額が減れば増税で
す。これを踏まえて基礎控除額の改正内容を確認し
ていきましょう。
　基礎控除額は令和１年まではすべての方に対して
一律38万円となっていたのが、合計所得金額が多
い方以外は48万円に変更となります。合計所得金額
が多い方は基礎控除額が減額もしくは適用が受けら
れなくなる場合があるので増税となりますが、この合
計所得金額が多いという具体的な金額は2,400万
円であり、この金額は多くの方は超えないと見込まれ
ますので、基礎控除額だけであれば減税となる方は
多くなります。
　ただし、単純に減税とはならずにいろいろとバラン
スを取る措置が設けられております。その中の一つ
が、今回取り上げさせていただくもう一つの内容で
ある青色申告特別控除額の改正となります。

　まず青色申告特別控除とは何かですが、青色申告
者に対する特典となっており、青色申告者とは、帳簿
を正しくつけることにより税額を計算することについ
て国に申請をして承認を受けた人となります。国とし
ては正しく税額計算をして欲しいので青色申告者を
増やしたく、青色申告者にいくつかの特典を設けてお
ります。その特典の一つが青色申告特別控除であり、
青色申告特別控除は一部の所得につき課税対象と
なる金額を減らすものになります。従って、青色申告
特別控除額が増えれば減税、減れば増税となります。
これを踏まえて青色申告特別控除額の改正内容を
確認していきましょう。
　青色申告特別控除額は、令和１年までは原則10万
円で、一定の要件を満たした場合は65万円でした。こ
の金額が令和２年より変更となり、原則の10万円は変
更されていないのですが、事業を行っている方の多く
が適用を受けていた65万円について変更となり、令
和２年より65万円が55万円に10万円減額していま
す。このことにより、多くの方が基礎控除額が10万円
増加したこととバランスをとっています。ところが、国
はもう一つ措置を設けました。単純に、一定の要件を
満たした場合に適用される65万円を55万円に減ら
すのではなく、さらに要件を満たした場合は55万円
への10万円の減額はせず、令和1年と同様に65万円
となります。この要件の一つにあるのがe-tax等によ
り電子申告をすることです。電子申告した場合は、青
色申告特別控除額が令和２年についても55万円では
なく65万円が適用されますので、基礎控除額が10万
円増額した分減税になります。国は電子申告を普及さ
せたいのでこのような措置をとっており、今まで電子
申告をしていなかった方もこの機会に電子申告をし
て、この恩恵を受けても良いのではないでしょうか。

顧問の部屋
大印工組の顧問の先生方から有益情報をお届けします。

税　務労　務 法　律

令和2年の所得税に関する改正
森田昌宏 三浦直樹
税理士法人 岡本事務所 税理士法人 岡本事務所

基礎控除額と青色申告特別控除額について
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大阪府印刷工業組合 本部・支部だより

事業報告

11月5日（木）13：00～ / 4名参加

渉外特別委員会

環境推進工場登録更新講習会

11月6日（金）18：30～ / 16名参加
経営革新委員会

ＣＳＲ委員会 拡大委員会

ダイバーシティマネジメント講演

CSRの必要性について学ぶ

ＣＳＲを学ぶ拡大委員会を開催

本　部

11月4日（水）17：00～ 16名参加

11月5日（木）15：00～
/ 16名参加

11月10日（火）18：30～ / 18名参加

提案型営業手法セミナー③

大青協定例会

11月5日（木）18：00～ / 14名参加
交流委員会

11月18日（水）15：00～ / 46名参加
理事会

11月19日（木）10：00～・20日（金）9：30～ 
ＪＰ２０２０・ＩＣＴと印刷展

11月16日（月）18：00～ / 9名参加
総務特別委員会

11月10日（火）18：00～ / 17名参加
マーケティング委員会

11月25日（水）18：00～ / 60名参加

11月12日（木）15：00～ / 20名参加

「日本印刷個人情報保護体制認定制度」
（JPPS）・中間講習会

11月11日（水）18：00～ / 7名参加
広報委員会

QRコードからWEBサイトにアクセスできます》》》

INFORMATION

■螢印刷㈱（なにわ支部）
　→ HOTARU㈱に社名変更

【代表者変更】 【社名変更】
■荒川よしえ氏（福島支部）㈱ロンド工房　
　代表者のご母堂　2020年11月25日死去。89歳。

【訃報】
■㈱DNPメディアサポート（東支部）新社長に後藤昭一氏が就任。
■HOTARU㈱（なにわ支部）新社長に有木孝志氏が就任。

本　部

事業予定

1月18日（月） 18：00～ 大阪印刷会館
マーケティング委員会

1月27日（水） 13：00～ 大阪印刷会館
印刷営業講座①

1月27日（水） 18：00～ 瀧本製本㈱
ＣＳＲ委員会

1月28日（木） 13：00～ 大阪印刷会館
印刷営業講座②

1月8日（金） 18：00～ 大阪印刷会館
広報委員会

1月8日（金） 18：00～ 大阪印刷会館
総務特別委員会

1月12日（火） 18：30～ 大阪印刷会館
大青協定例会

1月15日（金） 18：00～ 大阪印刷会館
経営革新委員会

1月13日（水） 17：00～ 大阪印刷会館
支部長会

1月17日（日） OCAデザイン＆ITテクノロジー専門学校
ＤＴＰ作業技能検定実技試験

1月15日（金） 18：00～ ホテル阪神大阪
大阪福島印刷工業会新年互礼会

1月22日（金）
18：00～ ひらまつ北支部 新年会

1月29日（金） 18：00～ ホテルニューオータニ
東和支部 新年互礼会

1月24日（日）
17：00～ やまと摂陽支部 新年会

1月15日（金） 18：00～
天親支部 新年会 

1月30日（土）
住吉大社南親支部 新年会

1月30日（土） 18：00～ シェラトン都ホテル大阪
東大阪支部 新年会

支　部

※記載の事業予定については、変更もしくは中止になる場合があります。※開催場所・時間等の記載のないものは未定です。

事業報告

北親支部 秋季懇親ゴルフコンペ
11月3日（火）9：06～ / 11名参加

支　部

11月7日（土）8：21～ / 14名参加
天親・天青 合同ゴルフコンペ

11月10日（火） チェリーヒルズＧＣ / 5組20名参加

11月12日（木）17：00～ / 1部16名、2部20名参加
東支部 工場見学＆交流会

11月16日（月） 大阪産業創造館 / 60名参加
演題：「コロナ禍の状況で、
　　 不況業種といわれる印刷業のあり方」
講師:㈱ＴＯＷＡ 代表取締役社長 高本禎男氏

北支部 秋季勉強会

11月21日（土）・22日（日） / 11名参加
東和支部 研修旅行

11月26日（木） ㈱コーユービジネス
受付人数：16名、採血：11名、採血量：4,400ml
11月26日（木） サン美術印刷㈱
受付人数：20名、採血：17名、採血量：6,800ml

天親支部 献血運動

11月27日（金）18：30～ / 12名参加
福島支部 班別懇談会１回目

北支部 懇親ゴルフコンペ

1月26日（火） 8：30～ ポートメッセなごや

経営革新委員会

1月23日（土） 13：00～ ZOOM
大青協 Kick off Convention 2021

Print Doors 2021 見学バスツアー

山本素之 大印工組CSR委員長は11月25日に委員会の領域を飛び越え、拡大委員会として
CSRを中心とした今後の企業が取り組むべき課題についてコニカミノルタジャパン㈱の事例
報告を交えたセミナーを大阪印刷会館会議室にて実施した。

　三密を避けながら60名での開催となった
拡大委員会。冒頭で山本CSR委員長より、
全印工連が推進している「全印工連CSR認
定制度 ワンスター認定」とは何か、取得する
メリット、CSR委員会の活動内容、SDGｓと
の違い等詳細な説明があった。
　また東條副理事長より、今後の企業経営
にはＣＳＲの取り組み無くして成長は無い
と、ＣＳＲの必要性についての説明があった。

ダイバーシティマネジメントとは

　ダイバーシティ経営とは、年齢や性別等第
一次的特徴（不変的・選択不可）、家庭環境や
ライフスタイル等第二次的特徴（可変的・選
択可）等の多様性を受け入れ、個々の能力を
最大限発揮できる機会を提供することによ
りイノベーションを生み出し、価値創造につ
なげ、競争優位を構築するために必要な経
営であるとの説明があった。山本委員長

講師：コニカミノルタジャパン㈱ 山﨑 真弘氏

東條副理事長

　女性活躍推進について、日本のジェン
ダーギャップ指数ランキングは153カ国中
121位（2020年2月現在）。子育て世代の
女性就業率は上昇しているが、企業内での
地位向上は立ち遅れている。まずは男性管
理職の意識改革が必要であり、女性社員が
能力を発揮できる環境づくりの推進を行う
べきだと話された。
　これらを踏まえ、コニカミノルタジャパン
の取り組みとして“新しい価値の創造”という
経営理念のもと、マネジメント層の意識、
ワークライフバランス、女性活躍推進の改
革推進を図るため、セミナーや啓蒙活動を
積極的に行っているとの発表があった。

質疑応答については、
大印工組ホームページを
ご覧ください。

報告者：（有）サンエスタイプ印刷  野村紀幸
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D.D.S.S.オンラインセミナー
「オンラインをフル活用した営業活動」

山崎 紅氏講師：人材開発コンサルタント

　D.D.S.S.（デジタル・ドキュメント・サービス研究会）は、「少人

数の営業部員でもこれだけできる！オンラインをフル活用し

た営業活動」をテーマに、人材開発コンサルタント 山崎紅（や

まざきあかし）氏にオンラインでご講演いただいた。

　山崎氏は、成蹊大学客員教授／（一社）社会人基礎力協議

会理事／（一社）日本テレワーク協会 客員研究員／総務省テ

レワークマネージャー／東京都ワークスタイル変革コンサル

タント／ITコーディネータ／情報資産管理指導者／ホスピタ

リティ・コーディネータおよび各方面のセミナー講師としても

活躍されている。主な著書に、「企業が生まれ変わるための働

き方改革実践ガイド」「情報利活用プレゼンテーション」「求め

られる人材になるための社会人基礎力講座（第2版）」（以上、

日経BP）がある。

　新型コロナウイルス感染防止対策で新しい生活様式が求

められる現在、ビジネスの手段も大きく変わってきている。三

密回避は今後も続くため、お客様への営業活動も今までどお

りにできず、生産性低下に悩む企業も多いだろう。新型コロナ

ウイルス感染拡大は、私たちやお客様にマインド変容をもた

らしている。オンラインをうまく取り入れることで、企業の営業

活動は大幅に効率アップする可能性がある。

　営業活動におけるオンラインのメリットは、「移動時間／交

通費が不要」「面談場所やセミナー会場が不要」「同行しやす

い」「質問や意見を収集しや

すい」「記録が取りやすい」

などである。距離や時間の

制約がなくなるため、訪問

や同行などの調整も容易に

なる。オンライン営業の内

容は録画すれば、会話の齟

齬が防げる。これはコスト削

減や営業の質の向上につ

ながる。デメリットは、「関係

性がない相手とは面談機

会を得るのが難しい」「フェ

ア・セミナーの途中離脱を

防ぎにくい」「ネットワーク環

境や使用端末のスペックに

左右される」「オンライン会議や面談に慣れていないお客様

もいる～操作がわからない、心理的なハードルが高い」「視覚

から入る情報が減る～直接会うときのように相手を認知でき

ない～ノンバーバルコミュニケーション（表情、態度、体の動

きなど）がとりにくい」「会議や面談前後の雑談がない～『つい

で』のネゴシエーションやフォローがやりにくい」などである。

　オンラインは物理的空間を共有するわけではないため、お

互いの意志や意図をくみ取りにくい。通常の営業以上にコ

ミュニケーションスキルが問われることになる。営業は、ケー

スバイケースでオンラインの手軽さと直接会う効果を使い分

け、面談を構成する必要がある。

　また、オンライン面談は、経験が浅い営業への教育にも効

果的である。オンライン面談なら、その場でOJTができる。手

元に必要な資料を置き、安心して会話ができる。また、必要な

メンバーの招集／同席も容易なため、お客様からの専門的

な質問に即答できる。オンライン環境整備には総務省の「テ

レワークマネージャー相談事業」（https://teleworkmana 

ger.go.jp/）が利用できる。テレワークによる効果の説明、適し

たシステムや情報セキュリティ、勤怠労務管理、その他テレ

ワーク全般に関する情報提供／相談、導入に向けての支援な

どが無料で受けられる。

（報告／D.D.S.S.事務局）
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（順不同）

新春誌上名刺交換会

南親・摂陽・堺

南 ブロック

その他 御協賛会社パートナーシップ
会員

新 春 誌 上 名 刺 交 換 会
（順不同）

北支部・東支部

北 東ブロック

福島・北親支部

北ブロック

なにわ支部

西ブロック

東和支部

中 央ブロック

天親・生栄・東大阪・八尾南

東 ブロック
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（順不同）著名営業案内

（株）NPCコーポレーション

北区天満1-9 -19
TEL.6351-7271
FAX.6352-7479

青 葉 印 刷（株）

都島区中野町2-10-11
TEL.6351-5428
FAX.6351-5299

寿 印 刷（株）

西淀川区歌島1-4-4
TEL.6471-3434
FAX.6472-9840

富士精版印刷（株）

淀川区西宮原2-4-33
TEL.6394-1181
FAX.6394-1199

カキモト化工（株）

門真市月出町9-10
TEL.6901-3821
FAX.6905-9248

白石封筒工業（株）

東大阪市高井田中4-1-22
TEL.6789-0018
FAX.6789-0028

キ ハ ラ 工 芸（株）

中央区内淡路町2-1-10 
TEL.6943-7955
FAX.6943-7958

松 本 印 刷（株）

中央区上町1-15-36
TEL.6762-9151
FAX.6762-7292

サン美術印刷（株）

東成区東今里2-15-30
TEL.6976-0231
FAX.6978-2807

レスター工業（株）

中央区糸屋町 2-3-2
TEL.6941-8572
FAX.6941-0781

大 興 印 刷（株）
大阪市中央区常盤町1-2-13
TEL.4794-0086  FAX.4794-0087
神戸ポートアイランド工場
神戸市中央区港島南町 4-6-3
TEL.078-303-3660 
FAX.078-303-3669

（株） 一 心 社

天王寺区大道1-14-15
TEL.6771-1121
FAX.6772-6970

大阪印刷工業（株）

八尾市若林町2-114
TEL.072-949-3777
FAX.072-949-6843

（株）美 生 社

西成区出城1-7-4
TEL.6647-8555
FAX.6647-3176

（株）フリーテック

天王寺区寺田町 1-3-8
TEL.6772-3300
FAX.6772-6424

（株）ケーエスアイ

西成区南津守7-15-16
TEL.6652-8000
FAX.6652-8894

岩 岡 印 刷（株）

住之江区中加賀屋4-2-10
TEL.6685-5221
FAX.6685-5634

昌 和 印 刷（株）

平野区瓜破南2-4-138
TEL.6707-1051
FAX.6790-4072

ウ エ ノ（株）

淀川区西中島7-4-17
TEL.6301-1555
FAX.6301-1557

www.sansei-int.co.jp

〒550-0015
大阪市西区南堀江1-1-14  四ツ橋中埜ビル6階
TEL（06）6532-8811

株式会社サンセイ
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たゆまぬ研究と品質管理で
高品質な製品をお届けします

高性能ＵＶ印刷用インキローラー

ゴムローラーのインキ転移性とゴム劣化性を従来品より大幅に
改善することにより、高品質な印刷物が安定して得られます。
また長期間使用できますのでコスト削減も可能です。

アバントＵＶシリーズ

（順不同）

新春誌上名刺交換会

富 塚 宗 寛
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関西営業支社 印刷用紙グループ TEL.06-6363-7184用紙提供：日本製紙（株）

当社A2マットコート紙の関西以西限定銘柄です。伝統技術と長年の経験を継承し、お客様
の声を取り入れながら造り上げた、西日本で最も品質に定評のあるマットコート紙です。シルバーダイヤS

（塗工紙・104.7g/㎡  A/Y〈57.5〉）（表紙・本文とも）

今月号の
用紙

デザイン・制作：（有）ティーズ／印刷：原多印刷（株）

労務
相談 【ストレスチェックについて】【残業時間】【就業規則】等

1／15（金）、1／29（金）、 2／5（金）

【消 費 税】【税　金】等
1／15（金）、 2／12（金）、3／26（金）税務

相談

法律
相談

お申し込み・お問い合わせ
大印工組事務局

◉労務相談（10：00～12：00、13：00～16：00）
　50分／1人、 先着5名／各開催日
　申込締切：開催日の１週間前

◉税務・法律相談（13：00～17：00）
　60分／1人、 先着4名／各開催日
　申込締切：開催日の２日前

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により開催を中止させていただく場合があります。

大阪印刷会館にて開催
予約制

TEL.０６-６３５３-３０３５
info@osaka-pia.or.jp

各種相談のご案内無料！
労務顧問の中尾文彦先生にご相談ください。

税務顧問の森田昌宏先生にご相談ください。

【版　権】【著 作 権】【事業承継・廃業支援】等
1／20（水）、2／24（水）、3／17（水）
法律顧問の河端直先生にご相談ください。

お問い合わせ先 大印工組 事務局 TEL.06-6353-3035

〈納入規定〉
A4サイズ以下 + 1点 200g以内
※複数枚のDMであってもホチキス止め
　などしてあれば、1点とみなします。
※内容等によっては、お受けできない場合
　があります。

貴社のDMを同封、組合員企業に届けます！

PRI・Oの「パケットサービス」
大印工組 広報誌

1点 20gまで  ＠100円 × 組合員数
21～100g ＠200円　 101～200g ＠300円

約 円60,000税込


