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近畿複写産業協同組合５０周年
記念式典開催日変更のお知らせ

日本複写産業協同組合を構
既にもお知らせ致しており
Ｐを目指し、改訂していきま
成する組合、その所属員の方々、
ましたが、近畿複写産業協同
す。
そして広域所属員の皆様、ま
組合（楠本雅一理事長）では
このホームページには当連
た多年にわたり複写連を支え
平成 25 年に創設 50 周年を迎
合会が行っている施策やアン
ていただいている賛助会員の
え、その記念行事を平成 25 年
ケートなども掲載し、会員の
皆様、今年も大変お世話にな
6 月 7 日に開催する予定であり
皆様と深いコミュニケーショ
りました。
ました。しかし諸般の事情に
ンが図れる仕組みを考えてい
今年は日本複写産業協同組
より開催の日程が変更になり
こうと思っています。
合にとって大きな変革を迎え
ました。
ご意見をお寄せいただけれ
る一年でした。６月の総会に
変更された開催日は平成 25
ば、今後の紙面の変更にも役
おいて、新執行部が誕生し、
年 5 月 29 日水曜日となったと
立たせることが出来ます。是
複写連改革という大きな命題
のご連絡を受けましたので、
非ご協力ください。
を与えられ、新たな一歩を踏
皆様のご予定の変更をお願い
さらに日本複写産業確定拠
み出しました。
出制度の運営にあたり、401 ｋ いたします。
新執行部が活動しはじめて
つきましては、同日に開催
のホームページも別に開設し
僅か六ヶ月ですが、経営会議
予定の日本複写産業協同組合
ました。加入されている方々
となる執行部が一丸となり、
連合会決算理事会は、やはり
や未加入の方にも、個々のラ
瀬戸際にある複写業再生のた
平成 25 年 5 月 29 日水曜日に
イフプランを構築する一つの
め、「何か」を模索してまいり
変更いたします。
手段としてご活用できる設計
ました。
後日、正式な御案内をお送
で運営を行っています。是非
まず理事会の選出方法、組
りいたします。複写連理事、
一度ご覧いただき、勉強して
織の再構築に着手し、新組織
役員の方々にはくれぐれもご
戴ければと願っています。
である経営会議、総務委員会、
出席を賜りたくスケジュール
日本複写産業協同組合連合
事業推進、広告宣伝、教育事
調整をお願い申し上げます。
会では、このようにして、第
業、次世代戦略の各委員会が
（複写連事務局）
一に会員の皆様とより密接な
活発に活動し始めています。
会話をすること、第二に、同
まず、第一の試みとして、
業で未加入の方とも新しい出
連合会理事会
登録された所属員や賛助会員
会いを求める事を大きなテー
日 程 変 更
の方々に、メール情報の配信
マとしています。広域所属員
を「複写連だより」という形
入会制度の改定も視野に入れ
日本複写産業協同組合連合
でお送りしています。
ています。
会 2 月理事会は平成 25 年 2 月
配信の頻度は、特に定めず、
これをきっかけに厳しい業
14 日東京貿易センタービル東
タイムリーなタイミングで発
界環境を脱し、新業態への変
京会館会議室において開催さ
信しています。そのバックナ
化をめざし、今後も努力して
れます。尚、午前 10 時から 12
ンバーも新ホームページから
いく予定です。
時まで経営会議を開催いたし
閲覧可能です。その連合会の
来年も、会員各位のご意見
ます。副会長、委員会長、副
ホームページはＵＲＬも含め、
を賜りながら、業界に必要な、
委員長はご予定をお願いいた
全くリニューアルし、10 年の
いろいろな施策を考え、皆様
します。
間、模様替えしていなかった
から「連合会があって良かっ
また、近畿複写産業(協)の
ホームページを一新しました。
たね」と言われる組織を目指
創設記念行事に合わせ、決算
内容は大きく変化し、連合
してまいります。
理事会は、大阪にて 5 月 29 日
会の概要、委員会の活動項目
大変お世話になった一年で
開催となります。
と目標、会員一覧には各所属
ありましたが、来年は、さら
員のお名前とそれぞれのＨＰ
に飛躍する年を迎えられれば
へのリンクも貼っています。
会長のひとり言
と願っております。
さらに賛助会員の方々の一
大変ありがとうございまし
覧やＨＰのリンクも行いまし
今年もいよいよ終わりに近
た。
（会長）
た。今後も使い勝手の良いＨ

づきました。あっという間の
一年間でした。東日本大震災
の復興という目標もなかなか
思うようにいかない状況です
ね。私たちのお仲間も現地で
大変な思いをされていると伺っ
ています。今年震災後初めて
東北を訪問しました。仙台市
で会社をしていて、震災時に
会議中で社長室の天井が落ち
たにも関わらず怪我されなかっ
たというお話、今でもゾット
するのではないかと思います
が、その会社様では怪我され
た社員もおられたとのことで
す。復興予算も私たち同業の
方にはなかなか回ってこない
という話も伺いました。発注
者側がネットで安い業者を探
すため、地元の会社に仕事が
回らず、逆に受注した地元以
外の業者から地元の業者に対
して、下請けしてくれという
話があったとか、本末転倒の
訳の分からない事態です。行
政の配慮が全く感じられない
内容でした。津波に押し流さ
れた地域も廻ってみましたが、
本当に何もかも流されてしまっ
て、住宅の礎石だけが残って
いるという悲惨な場所がたく
さんありました。津波の恐ろ
しさを感じ、そこで亡くなっ
た方々のご冥福を祈るばかり
でした。
今も余震が続き、最近では
関東・東海にも大きな地震が
近いうちに来るかもしれない
という話もあります。災害に
対する最低限の備えを、会社
として、人間としてやる必要
がありますね。
但し、太平洋岸に東日本大
震災並みの地震が起きたら、
備えといっても何が出来るの
かさっぱり見当もつきません。
昨年の地震の時、私は会社

第9号
におりましたが、東京の揺れ
も凄まじいものでした。
それ以上の地震が起きたら、
どの程度怖いものなのか想像
の域を超えています。ある意
味では運を天に任せ、たまた
まラツキーな場所にいる事を
祈るのみでしょうか？
自分だけは災禍を免れる場
所にいても、家族や友人や会
社がどうなってしまうのか恐
ろしくなるばかりです。
とはいえ、そのような中で
も日々時間は経過し、新しい
年を迎えます。新しい政権も
生まれ、株価も何故か上昇、
円安も進んでいます。旧政権
の轍を踏まないよう政治が本
当に意味で機能すれば良いと
考えています。
また世界全体の経済が、各
国の指導者の知恵で、良い方
向に進むことが期待されます。
業界に近い話をすれば、自
民党が中小企業対策としてど
のような施策を打ち出すか見
えないところですが、大型店
舗の出店規制解除で、昔から
頑張ってきた零細の商店街は
今やシャッター通り化し、見
る影もありません。
自由経済とはいえ、野放図
な規制緩和だけでは、地域経
済の発展はないという一つの
事例です。私たち業界も団体
として、いろいろな形で、行
政や民需に対しても立ち向か
える組織理念が必要であると
感じています。
今の政治はポプュリズム的
政治と言われています。民衆
の声、マスコミの世論調査ば
かり気にして、選挙に合格す
ることだけが政治家の仕事と
勘違いしているように見えま
す。中小零細の企業で成り立
つこの国家の在り方をもう少
し真剣に考える政治を求めて
いきたいですね。
本当に政治をする方は、給
料も経費も最低限に抑え、国
家のために身を粉にして働く
人たちがなって欲しいと願っ
ています。その思いをぶつけ
られるような団結力をもう一
度業界の皆様と固めていきた
いと考えています。
皆様来年も頑張りましょう。
（会長）
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メーカー最新情報
このコーナーでは賛助会員各社の
最新情報をお知らせします
キヤノンМＪが
商業印刷事業を強化
出版・新聞印刷市場向けにオ
セ社の業務用高速プリンター
を発売
キヤノンマーケティングジャ
パン株式会社（本社：東京都
港区、代表取締役社長：川崎
正己、以下キヤノンMJ）は、

オセ社（OcéN.V.、本社：オ
ランダ フェンロー市、CEO：A
nton Schaaf、以下オセ）製の
業務用高速連帳プリンター O
céJetStream 5500”を12月下
旬より発売します。これによ
り、出版･新聞印刷市場のデジ
タル化を推進し、商業印刷事
業を強化します。
OcéJetStream 5500
OcéJetStream 5500 オープン
価格（発売日:12月下旬）
この件に関するお問い合わ
せ先 キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社プロダクショ
ンシステム企画第一課
TEL：03−6719−9642（直通）
キヤノンMJグループは、昨
年より開始した5カ年計画「長
期経営構想フェーズ II」の多
角化戦略において商業印刷事
業の強化を掲げ、2015年に同
事業で連結売上高500億円を目
指しています。キヤノンMJは、
昨年6月に日本オセ株式会社、
本年5月に昭和情報機器株式会
社をそれぞれ完全子会社化す
るなど、これまで商業印刷事
業の強化に注力してきました。
このたび、オセ製の業務用高
速連帳プリンター OcéJetSt
ream 5500 を市場投入するこ
とで、出版・新聞印刷業界の
デジタル印刷シフトを推進し、

新たなビジネスモデルの創出
を支援します。
新製品 OcéJetStream 550
0 は、幅30インチ（762ミリ
メートル）のロール紙に対応
し、フルカラー両面印刷で最
大毎分254メートル、A4サイズ
換算で5,140ページの高速印刷
を実現します。これにより、
新聞印刷においては40ページ
のブランケット判を毎時1,870
部、出版印刷では280ページの
文庫本を毎時5,080部、それぞ
れ印刷することができます。
また、オセとマンローラン
ド・ウェブ・システムズ社が、
後加工ソリューションとして
共同開発中の新聞折り機「Fol
dLine VPF-211」や、書籍用製
本システム「FormerLine VFF2」を活用することで、フルデ
ジタルによるインライン接続
が実現し、作業効率が大幅に
向上します。
キヤノンMJは、今後「OcéJ
etStreamシリーズ」の製品ラ
インアップを順次国内市場に
投入する計画で、出版・新聞
印刷市場において3割以上のシェ
ア獲得を目指します。また、
ライトレンジ向けのキヤノン
「imageRUNNER ADVANCE PROシ
リーズ」や、ミドルレンジの
キヤノン「imagePRESSシリー
ズ」、そしてハイエンドの「O
céColorStreamシリーズ、Océ
VarioStreamシリーズ」など、
圧倒的なプロダクション製品
のラインアップを生かし商業
印刷事業を積極的に展開して
いきます。
【出版・新聞印刷の
国内市場動向】
出版・新聞印刷の国内市場
は、消費者の情報コミュニケー
ションに対する変化を受け、
コンテンツの電子化をはじめ
とした新たなビジネスモデル
の創出が求められており、デ
ジタル印刷に対する期待が高
まっています。
出版印刷市場は、縮小傾向に
あるものの新刊書の発行点数
は伸びており、多品種小ロッ

ト化が顕著になりつつありま
す。デジタル印刷は多品種小
ロット化に適しており、ロン
グテールビジネスや絶版書の
再版、自費出版などの新しい
ビジネスモデルを生み出しま
す。
新聞印刷市場は、広告収入の
減少が大きく、デジタル印刷
でエリア別広告を展開するこ
とによる新たな広告媒体とし
ての価値の向上や、オフセッ
ト印刷とのハイブリッド運用
による地域別ニュースを充実
させた紙面作り、などの活用
においてデジタル印刷が注目
されています。
高速スキャンと優れた搬送性
能を備えたドキュメントスキャ
ナー
フラッグシップモデル imag
eFORMULA DR-G1130／G1100
を発売
キヤノンマーケティングジャ
パン株式会社（社長：川崎正
己、以下キヤノンMJ）は、キ
ヤノン電子株式会社（社長：
酒巻 久）製ドキュメントスキャ
ナーの新製品として、高速ス
キャンと優れた搬送性能を両
立させた、A3対応フラッグシッ
プモデル imageFORMULA（イ
メージフォーミュラ） DR-G11
30／G1100 の2機種を、2013
年2月上旬より発売します。
imageFORMULA DR-G1130
imageFORMULA DR-G1130 価格
（税別）112万円 （発売日：2
013年2月上旬） .
imageFORMULA DR-G1100 価格
（税別）84万円 （発売日：20
13年2月上旬） .
キヤノン イメージフォーミュ
ラ ホームページへ
この件に関するお問い合わ
せ先 キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社
キヤノンお客様相談センター
TEL：050−555−90072
■ カラー・モノクロともに毎
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分130枚、毎分100枚の高速・
高画質スキャン、読み取り部
にRGB各色を同時に読み込む3
ラインCMOSカラーセンサーを
採用し、高速・高画質でスキャ
ンすることができます。 DRG1130 は、カラー・モノクロ
いずれも毎分130枚、両面原稿
で毎分260ページ、 DR-G1100
は、カラー・モノクロともに
毎分100枚、両面原稿で毎分20
0ページ（いずれもA4ヨコ、20
0dpi時）という高速の読み取
り速度を備えています。
■ 新搬送機構と3種類の給紙
モードで多彩な用紙に対応
新たな搬送機構として、薄
紙原稿をより安全に搬送する
「フラット搬送」と、重送と
原稿破損を抑止する「プレ分
離」を採用しており、多彩な
用紙に対応できます。また、3
種類の給紙モードを搭載して
おり、薄紙や分離しにくい用
紙など原稿の種類に合わせて
給紙方法を選択することがで
きます。
■ 大量文書の読み取りに対応
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この欄は、大変有益なお話な
のでリコーホームページから
抜粋してお伝えしています。

更新日：2012年12月18日
◆コンベンション開催資金助
成 【東京都】2013年02月28
日(木)まで その他対象経費
の1/2以内、限度額1,000万円
◆次世代・地域資源産業育成
事業募集（平成24年度第3回）
【鳥取県】2013年01月25日(金)
まで 新事業 開発 販路 対象
経費の2/3〜10/10以内、限度
額1,000万円
◆鳥取県農商工連携促進ファ
ンド事業【鳥取県】2012年12
月26日(水)まで 新事業開発
対象経費の2/3以内、限度額60
0万円
◆平成25年度あいち中小企業
応援ファンド助成事業
【愛知県】 2013年02月15日
(金)まで 新事業 その他 限
度額8,000万円
◆高年齢者労働移動受入企業
助成金
【全国】 随時 雇用
した大容量給紙トレイと高耐 雇入れ1人につき70万円（短時
間労働者40万円）、詳細は受
久構造
給要綱参照
最大500枚まで積載できる大
◆高年齢者職域拡大等助成金
容量給紙トレイを備えるとと
【全国】 随時 雇用
もに、スキャンボリュームに
対象経費の1/3以内、限度額50
合わせ給紙トレイの高さを調
0万円
整する機構を搭載しています。
◆均衡待遇・正社員化推進奨
また、従来機種を上回る高耐
励金
久構造を採用しており、大量
【全国】 随時 雇用 改善
の文書を効率的に読み取れま
新たに転換制度を導入し、か
す。
つ、1人以上の支給対象労働者
に適用した場合、中小企業事
【ドキュメントスキャナーの
業主40万円、大企業事業主30
国内市場動向】
万円、対象労働者2人目〜10人
目まで、1人につき 中小企業
内部統制の強化や業務の効
事業主20万円、大企業事業主1
率化などを背景に、文書の電
5万円等、詳細は受給要綱参照
子化のニーズが高まっており、
◆モノづくり企業省エネ設備
ドキュメントスキャナーの需
改修モデル補助金
要が年々拡大しています。分
【石川県】 2013年01月31日
散入力業務向けに低価格帯の
（木）まで エコ設備
市場が拡大する一方で、集中
対象経費の1/2以内、限度額50
入力業務向けにはスキャンボ
万円
リュームや原稿の種類に応じ
◆平成24年度中小商業活力向
たスキャナーが求められてお
上事業（補助金）
り、高速・中速機市場も堅調
【全国】 2 0 1 2 年12月26日
に推移しています。（キヤノ
（水）17時必着 その他
ンMJ調べ）
対象経費の1/3〜2/3以内、限
度額1,000万円

助成金・補助金

助成金のちょっと
違った活用法
助成金は融資とは異なりま
す。最大の特徴は、給付され
た助成金を返済する必要がな
いものがほとんどだと言う事
でしょう。
１．助成金は攻守に渡る経営
をサポートする！
「攻撃は最大の防御なり」、
スポーツ競技など勝負の世界
で良く言われる言葉です。迷っ
たときこそ守るのではなく、
攻めの一手で勝利を勝ち取る
という考え方です。企業経営
においても相通ずるものがあ
るでしょう。
では、攻めるだけで果たし
て勝利を勝ち取れるのかと言
うとそうではありません。最
近のサッカーやボクシングな
どを見ていても攻守に渡り相
手より勝っている方が確実に
勝利をものにしている場面を
私たちは多く見てきています。
企業経営においてもそれは同
様のことです。
100年に一度と言われる世界
同時不況、デフレスパイラル
に陥っている日本経済の中で、
大企業・中小企業経営者は、
このサバイバルを強いられる
世の中でどのように勝ち抜い
て行ければよいのでしょうか。
それは、この不況の中で生
き残っていくための「守り」
の取り組みと、将来に向かっ
て躍進していく「攻め」の取
り組みを今、いかに経営に取
り入れ、実践していくかでは
ないでしょうか？
その為に必要とされるのが
綿密な計画と、ずばり資金＝
お金です。ここでは攻守に渡
る経営をサポートする助成金
の活用について解説していき
たいと思います。
２．助成金はうちの会社でも
使えるのか？
助成金というとピンとこな
い経営者の方や「そんなもの、
うちの会社では使えないんじゃ
ないの」と思っている経営者
の方は結構多いと思います。
特に大企業よりも中小企業
の方が、この考えで助成金を
活用しきっていない傾向にあ
るようです。助成金をうまく
活用していくためには、それ
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ぞれの助成金の性質や特徴、
どのような用途が助成対象と
なるのかを把握し検討する必
要があります。
助成金の種類は大きく2つに
分けられます。
1つは、雇用関連の助成金で
主に雇用保険適用事業主が対
象となります。
もう1つは、経済産業省関連
の助成金で経済産業省をはじ
め各省庁・地方自治体等が運
営し国・地域の経済活性化な
どを目的としたものです。
特徴として、雇用関連の助
成金は事業主が納付した雇用
保険料の一部が財源であるこ
と、つまり雇用保険適用事業
主の方は、助成金を使う権利
があるということです。
一方、経済産業省関連の助
成金の財源は主に税金からな
る国家予算です。これらの多
くは条件をクリアすることに
加え、助成金を活用するプロ
ジェクトの新規性や将来性等
が審査対象となり選別されま
す。
これら2種類の助成金の特徴
からも解るとおり、ほとんど
の法人・団体が用途に応じた
助成金を活用できる権利を有
しているということになりま
す。
３．助成金を使うことで発生
する義務は？
ここで疑問に思うのが助成
金を申請し給付された場合、
その助成金を「いずれは返済
しなければならないのか」と
いうことです。
一般的に助成金は融資とは
異なり、給付された助成金を
返済する必要がないものがほ
とんどです。だからと言って、
貰えるものは貰っておくとい
う安易な考えで助成金を活用
することは大きな間違いです。
あくまで、綿密な計画の下、
用途にあった助成金を積極的
に活用していくというスタン
スが正しい活用法だと思いま
す。
では、助成金を活用する上
での義務などはどういったも
のなのでしょうか？
もちろん個々の助成金によっ
て異なる部分はありますが、
基本的には申請した内容にウ
ソ偽りがなく、その内容に従っ
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て適切な管理者の下、しっか
りとプロジェクトが管理・遂
行されていかなければなりま
せん。その為、定期的に進捗
状況の報告などを求められる
場合があります。これらの条
件・義務はけしてハードルが
高いということではありませ
んが、本来の意味での「真の
義務」とは、助成金を活用し
たプロジェクト自体を成功さ
せ、事業として成り立たせる
ことです。それが助成金本来
の目的であり、その成功が雇
用保険又は税金という財源か
らサポートを受けたことに対
して、社会へ還元することで
義務を果たすということにな
るのではないでしょうか。
なお、新聞・テレビなどで
も度々報道されていますが、
助成金を不正に受給すること
は犯罪行為です。間違っても
そのような行為をしてはなら
ないことを付け加えさせてい
ただきます。
４．助成金の活用事例
それではここで、助成金の
活用事例をいくつかご紹介い
たします。
事例１）大幅な売上減少によ
り従業員の一時休職を実施！
A社 東京都大田区 製造業
従業員数20名
◎中小企業緊急雇用安定助成
金
A社は2008年9月のリーマンショッ
ク以降、取引先からの要請を
受け大幅な減産を余儀なくさ
れ、2009年10月〜12月の売上
高が前年同期比で約30％減と
なりました。
当初は従業員の解雇も考え
た社長ですが、中小企業緊急
雇用安定助成金の存在を知り、
全従業員に対して2日／週の休
職を決断、助成金の申請に踏
み切りました。
事例２）エコ対策の一環とし
て営業車数台をエコカーに買
い替え！
B社 OA機器販売業 従業員数
50名
◎低公害車普及促進等対策費
補助金
B社は環境保全と利益創出を
同時に実現する環境経営を掲
げ、積極的にエコ対策に取り
組んでいます。その一環とし
て、営業車数台をエコカーに
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買い換えることを決定しまし
た。エコカー購入に対する補
助制度とエコカー減税 もあり、
車種選定にあたってはエコ効
果の最も期待できる車種を選
ぶことになりました。
事例３）南国沖縄の青い空、
青い海の下で更なるビジネス
拡大！
C社 IT 従業員数300名 経
済特区沖縄より
◎沖縄県新情報産業ハイウェ
イ沖縄若年者雇用開発助成金
C社が沖縄を選んだきっかけ
は、震度3以上の地震が発生す
る確率が日本で最も小さく、
データバックアップの拠点と
して沖縄が最適だと考えたか
らです。
また、沖縄では、情報産業ハ
イウェイを利用することによ
る通信コスト低減化支援や若
年者雇用への補助制度が充実
していたことが決め手となり
ました。
５．豊富な助成金情報を提供！
当サイトでは、経営者の皆
さまへお役立ていただけるよ
う、全国の助成金情報を可能
な限り収集し発信させていた
だきます。
今必要でなくても、将来的
に必要になる場面があるかも
知れません。その際には、当
サイトの助成金情報を是非ご
活用ください。
用途に応じて、多様な切り
口から全国の助成金情報を検
索することが可能です。
次号でも掲載を続けます！
お楽しみに！

メーカー最新
セミナー御案内
企業のお客さま向けセミナー
◆Mobile Device Management
（MDM）機能比較セミナー
会期2013年1月16日（水） 会
場 キヤノンSタワー主催キヤ
ノンマーケティングジャパン
株式会社
内容 本セミナーではスマー
トデバイス管理やセキュリティ
対策を行う上で必須と考えら
れるMDMについて、現在代表的
ものとして、MobileIron、CLO
MO、Absolute Manage MDM、Ai

rWatch、それぞれの特徴につ
いてモバイルアイアン、アイ
キューブドシステムズ、アブ
ソリュートソフトウェア、キ
ヤノンITソリューションズよ
りご紹介致します。

所属員の動向
【移転】
関東複写センター協同組合(斎
藤隆正理事長)から、下記の会
社が住所変更したとのご連絡
を受けました。
◆株式会社エフ・アイ・エス
代表取締役 朝香雅文氏
移転日 平成25年1月15日
所在地〒140-0001品川区北品
川3-6-6
電話03-6864-0911
FAX03-6864-0914
◆株式会社千葉コピーセンター
代表取締役 田中学氏
移転日 平成24年10月
所在地〒263−0041千葉市稲毛
区黒砂台1−2−4
電話043−241−3286
FAX043−248−4665
◆株式会社シー・アンド・アー
ル 代表取締役 朝香常良氏
移転日 平成24年12月13日
所在地〒231−0015神奈川県横
浜市中区尾上町3−35 有楽ビ
ル㈱ワイシー・ドキュメント
内
【脱退】
関東複写センター協同組合(斎
藤隆正理事長)から下記の会社
が脱退したとのご連絡を受け
ています。
◆㈱シービーエム
代表取締役 大西喜与志氏
所在地東京都港区芝2−16−11
脱退の理由 複写業務の売り
上げが激減したため。
脱退年月日 平成24年11月30日
【脱退】
北海道複写産業協同組合(山田
修三理事長)から下記の会社が
脱退したとのご連絡を受けて
います。
◆(有)道央コピーセンター
代表取締役 山岸 英一氏
所 在 地 千歳市千代田町1丁
目1−6
脱退の理由 会社廃業のため。
脱退年月日 平成24年11月30日
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税理士大畑智弘氏の

全国出張します!
問合せ03-5524-1223
今回はお休みです。

会長行動記録・予定
2012.12.14
メーカー担当者打合せ
2012.12.18
一般財団法人建設物価調査会打
合せ
2012.12.18
メーカー担当者打合せ
2012.12.20
財団法人建設物価調査会編集担
当者連載記事打合せ
2012.12.20
財団法人経済調査会価格調査担
当者打合せ
2012.12.20
楠本副会長次世代戦略会合
2012.12.21
メーカー担当者打合せ
2013.1.7
メーカー役員年頭挨拶訪問
2013.1.8
メーカー代表者年頭挨拶訪問
2013.1.9
関東ｲﾒｰｼﾞ情報新年会
2012.1.15
関東複写センター協同組合賀詞
交歓会
2012.1.16
日本画像情報マネジメント協会
賀詞交歓会
2013.1.17
メーカー役員表敬訪問
2013.1.17
東京ｸﾞﾗﾌｨﾂｸｽ連合会新年会
2013.1.21
メーカー代表者表敬訪問
2013.2.5
アイ・エム・エヌ協同組合情報
交換会
2013.2.8
西日本情報マネジメントﾄ協会・
九州イメージ情報業連合会合同
新年賀詞交歓会参加
2013.2.14(木)

複写連経営会議

2013.2.14(木)
複写連通常理事会開催
2013.5.29(水)
複写連決算理事会
2013.5.29(水)
近畿複写産業協同組合創設50周
◆(異動は複写連事務局まで)
年記念行事出席

