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■「ビジコン！2018」のご案内

■特集

都の助成を活用して
「働き方改革」に取り組もう
（１）
「強者の営業」
と
「弱者の営業」
田中 信一

■連載：リスクマネジメントと個人情報保護

IPA2018年「情報セキュリティ10大脅威」

（組織編）その１

印青連定期総会を開催

プリントメディアの総合商社
そろそろこのマシンもガタがきてるな…

何か新しいことを始めないと…

最近の技術についていけない…
うちも本気でカラーマネージメントをやらないと…

次の基幹システムはどうしよう…

そろそろ買い替え時だな…

よその会社はどうしてるんだろう…

新システムを導入しても、使いこなせてないな…

また発注ミスが…

やばい！また感材がきれてる…

お客様との連携がうまくないな…

もう少し効率よくできないものか…

またクレームだ…

最近トラブル続きだな…

何か新しい提案ができないかな… 負担をもう少し減らせないものか…

そんな悩みを

が解決します！
機資材

＋ 技術サービス ＋ システムサービス ＋ コンサルティング

なら…

21世紀のグラフィックアーツを共に考えるショーワユーザー会

「

★アフターフォローも万全
★ユーザー会で密に情報交換

コラボレーション＆リサーチ

会」

へのお誘い

★創業 90 年の実績
★軽快なフットワークが自慢

年間の活動
工場見学会

研修会

会報・メールマガジンの発行

総会・幹事会
有志グループ活動

お問い合わせ、入会お申し込みは事務局まで

★提案型営業でしっかりサポート

会 事務局

TEL:03-3263-6141
FAX:03-3263-6149

一歩先ゆく
〒101-0065

東京都千代田区西神田 2-7-8

TEL 03-3263-6141 ㈹

http://www.showa-corp.jp

FAX 03-3263-6149

シリーズ

駅 にま つ わ る 話 ⑰

高田馬場
たかだのばば

学生時代の時間のほとんどを過ごした街
私にとって高田馬場駅は、学生時代から現在に至る中で、最もよく利用した（遊んだ）駅です。
高田馬場の地名の由来は「徳川三代将軍家光により旗本達の馬術の訓練や流鏑馬などのための馬場が造営された事」
だそうで、一説にはこの地が家康の六男で越後高田藩主だった松平忠輝の生母、高田殿（茶阿局）の遊覧地（景色のよ
い遠望を楽しむために庭園を開いた所）であったことから、高田の名をとって高田馬場としたという説と、それ以前に、
この一帯が高台である地形から俗称として高田とも呼ばれていたため、その名を冠したとの説の２つがあるそうです。
近隣には早稲田大学を始め、学習院大学、学習院女子大、各種専門学校といった学校が多く、「学生の街」として知
られています。居酒屋・バーといった飲み屋さん、本屋、麻雀、パチンコ、ボウリング、ビリヤード、卓球場といった
娯楽施設がとにかく多く、思えば私も学生時代の時間のほとんどを高田馬場で過ごしていたことに気付きます。
「学生の街」という肩書きを持つ高田馬場は当然のなりゆきで、いつしか「ラーメンの街」ともなり、東京でも一、二
を争う「ラーメン激戦区」になっています。私もラーメンが食べたくなると、何味のラーメンを食べるかを考える前に、
とりあえず自然と高田馬場の方向に足を進めています。
学生時代に通い、今でも残ってくれているお店は本当に有り難く、たまに一人で行っては、密かに“ 孤独のグルメ ”
をしていますが、そんなお店の中でも私のイチオシは、「天天飯店」という中華料理店。お店のイメージはいわゆる赤
いカウンターの「昭和の町中華」という感じではなく、「昭和のちょっと高級な中華料理店」といった感じですが、と
にかく何を食べても美味しい。中でも、「天天式チャーハン」と「天天式中華丼（あんかけご飯）」が絶品ですから、高
田馬場に寄られた際は是非味わってみて下さい。
きつい部活が終わり、先輩後輩と「天天」でチャーハンを食べ、ボウリングやビリヤードで遊ぶ…、それが私の青春
でした。高田馬場、ありがとう。そしてこれからも宜しく！

高田馬場のランド
マーク
「BIG BOX」

（新宿支部・中村

盟）

かえ通り」
ンでにぎわう「さ
学生・サラリーマ
2018.8
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出展者募集
【出展無料】

★就活イベント
★企業＆業界 PR
★交流

団体課題別人材力支援事業

◎イベントの趣旨
１．就活学生・求職者・転職希望者のための企業および業界 PR と合同会社説明会
２．都民・一般来場者向けの企業および業界 PR
※さらに出展者同士および東京グラフィックス・関東複写・首都圏ポスティングの会員・組合員の交流が生まれることが
期待されます
■日時：2018 年 10 月６日（土）10：00 〜 17：00
■会場：東京都立産業貿易センター「台東館」７F ホール
（台東区花川戸２- ６- ５）

・学生を数名ずつのグループに分け、１グループ 10 〜 15
分で会社説明・質疑応答
・企業は６グループと懇談。学生は６社と懇談

■入場：無料
■主催：公益財団法人 東京しごと財団
■運営：東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム
（公益社団法人東京グラフィックサービス工業会・関東複
写センター協同組合・首都圏ポスティング協同組合・マン

Ⅲ．東京グラ コーナー・関東複写コーナー・首都圏ポスティ
ング コーナー
・３団体が、それぞれ業界 PR をするコーナーを設ける
（各２- ４小間程度を想定）

パワーグループ㈱）
■来場者：学生（就職活動）／就職・転職希望者／学校の就
職課担当者／一般都民／東京グラフィックス・関東複写セ
ンター・首都圏ポスティングの会員・組合員の従業員など

Ⅳ．セミナー（13:00-14:00）
・キャリアアップ・人材育成に関連するセミナーを開催
（詳細未定）

■イベント内容
Ⅰ．出展企業による自社ＰＲ
・東グラ・関東複写センター・首都圏ポスティング合計
20 社
・１小間（2.5m × 2.5m ）× 20 社

Ⅴ．
「ビジコン！

2018」
（東京グラフィックス・ビジネスア
イデコンテスト）作品のパネル展示と来場者によるビジ
ネスアイデアとしての評価投票
・グラフィックサービス業界 PR の一環として

・採用に関する情報提供だけではなく、自社の業務・製
品・特長等、一般来場者にも PR できる展示
Ⅱ．合同会社説明会
（第１回 11：00-12：30／第２回 14：30-16：00）
・計２回。参加企業 12 社程度／参加学生数目標 60 人
・各回６社程度募集（ どちらか１回。ブースや業界コー
ナーに出展していない企業も参加可能）
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【募集内容】
①企業による出展 PR（出展料無料・20 社限定）
出展内容：求職者への求人情報提供・来場者への自社ＰＲ
＜以下のものが無料です＞
・１小間出展料（2,475 ミリ× 2,475 ミリ×高さ 2,100 ミ
リ）および間仕切り壁

2018.8

・社名板（タテ 200 ミリ×ヨコ 1,200 ミリ）

８月末日までに追加エントリーすることで出展・参加が可能

・100V コンセント／ 300W １個

です）
。

・テーブル（ 1500 × 600 × H700）１〜２台、パイプ椅

ただし、①については、同事業の他の支援プログラムを受
けていない企業が優先となります。①の選にもれた企業は、

子２脚

③に出展していただきます（応相談）
。
②企業による合同会社説明会（企業の参加無料・12 社程度

※①と②、②と③、②と④の重複参加は可能（①と③の重

／参加学生数目標 60 人）

複は不可）

＜第１回＞ 11：00 〜 12：30（会場内特設コーナー）
◎出展・参加費用

＜第２回＞ 14：30 〜 16：00（会場内特設コーナー）
・各回６社程度募集（どちらか１回）

基本的に無料です。搬出入や個別の装飾、資料・パネル等

・学生を数名ずつのグループに分け、１グループ 10 〜 15

の制作等は自己負担です。

分で会社説明・質疑応答
◎出展・参加申し込み締め切り：2018 年９月 10 日（月）

・企業は６グループと懇談。学生は６社と懇談

◎出展説明会：2018 年９月 11 日（火）17：00 〜 18：00

③三団体による業界ＰＲコーナー
・各団体２〜４小間程度を想定。

イベント説明、出展説明、小間の抽選、他

・展示内容：来場者への業界紹介・PR

※ 18 時から同会場で、集合研修「求職者に響く自社の魅
力発信とは」を開催します。

Ａ東
 京グラフィックス・コーナー／Ｂ 関東複写セン
ター・コーナー／Ｃ 首都圏ポスティング・コーナー
※各団体の会員・組合員による各業界の紹介・PR

◎お問い合わせ：

※例えば東京グラフィックスでは、①の 20 社に入れな

・マンパワーグループ㈱ 職場改善事業事務局

かった会員にはこのコーナーに出展してもらいたいと

（東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム運営事
務局）

考えています

TEL：03-3342-4760 ／ FAX：03-3342-5554
④会社案内・パネル等のみを設置・掲示

E-mail：dantai-tokyographics@manpowergroup.jp

出展・合同説明会等に参加できない企業でも、会社案内や

・東京グラフィックス事務局（鈴木） TEL：03-3667-3771

パネル等のみを設置できます。
◎出展・参加できる企業
東京グラフィックス・コンソーシアムの団体課題別人材力
支援事業にエントリーしている企業（未エントリー企業も、

東京グラフィックスフェスタ 2018

＊本事業は、公益財団法人 東京しごと財団から委託を受け、東
京グラフィックサービス工業会コンソーシアム（ 公益社団法
人東京グラフィックサービス工業会・関東複写センター協同
組合・首都圏ポスティング協同組合・マンパワーグループ㈱）
が運営しています。

出展申込書

（平成 30 年

月

日）

連絡先 TEL

会社名

連絡先 FAX

担当者（部署・役職

） 氏名

e-mail
参加希望内容

（✓で選択）

□ ①小間出展

□ ②合同説明会

□ ④会社案内・パネル等のみ設置・掲示

□ ③各団体コーナー
（①②、②③、②④の重複可）

↓ファクシミリ送信先：03-3342-5554（マンパワーグループ㈱職場改善事業事務局行き）
2018.8

2018.8
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特集

都の助成を活用して
「働き方改革」に取り組もう
東京都および（公財）東京しごと財団では、中小企業の
「働き方改革」の推進を支援するため、さまざまな施策メ
ニューを用意している。貴重な人材の確保・定着のために、
各種助成制度の活用を検討してみてはいかがだろう。

働き方改革宣言奨励金
東京都産業労働局

奨励金を活用して「 TOKYO 働き方改革宣言」や働き方・
休み方に関する制度整備を行うことができます。
企業等に対し、働き方・休み方の改善に係る経費を助成す

働き方の改善

休み方の改善

１. フレックスタイム制度 １. 業務繁閑に応じた休業日の設定
２. 短時間勤務制度

２. 年次有給休暇の計画的付与制度

３. テレワーク制度

３. 記念日等有給休暇制度

４. 在宅勤務制度

４. 時間単位での年次有給休暇制度

５. 勤務間インターバル制度 5. 制度
６. 朝型の働き方

６. リフレッシュ等休暇制度

７. 週休３日制度

７. 育児・子育て・介護等目的休暇制度

ることにより、企業等の働き方改革を推進することを目的と
しています。
※「働き方・休み方の改善」とは、従業員の長時間労働の削
減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内
容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組むこと
をいいます。

■奨励額（最大 70 万円）
〔 A 〕働き方改革宣言事業：30 万円
〔 B 〕制度整備事業
◎『働き方の改善』に掲げる制度等を１つ以上整備：
10 万円（※テレワーク制度または在宅勤務制度を導入し
た場合に 10 万円加算。ただし、テレワーク制度と在宅勤

■奨励事業
〔 A 〕働き方改革宣言事業 ＜必須＞
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の①から④
のすべての取組事項を実施すること。

務制度を両方導入した場合でも加算額は 10 万円）
◎『休み方の改善』に掲げる制度等を１つ以上整備：10万円
◎『働き方の改善』及び『休み方の改善』に掲げる制度等を
いずれも１つ以上整備し合計５つ以上整備した場合：10万円

①長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問
題点の抽出
②原因分析及び対策の方向の検討
③目標及び取組内容の設定（働き方改革宣言書の作成）
④社内周知

■対象事業者
都内で事業を営む企業等
※都内に勤務する常時雇用する労働者を２人以上、かつ６か
月以上継続して雇用していること、申請時に就業規則を作
成して労働基準監督署に届出を行っていること等、その他

〔 B 〕制度整備事業 ＜任意＞

要件あり。

次の①②いずれも実施すること。
①『働き方の改善』または『休み方の改善』に定める制度に
ついて労使協定を締結する。
②締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化す
る。

■申請には事前エントリーが必要です
＜今後の事前エントリー受付日時＞
・第５回：９月 10 日（月）10 時〜 15 時（180 社）
・第６回：10 月 10 日（水）10 時〜 15 時（90 社）
・第７回：11 月９日（金）10 時〜 15 時（20 社）
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■詳細（下記サイトをご覧ください）

■詳細（下記サイトをご覧ください）

http：//www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/

http：//www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/boshu/

kaikaku/josei/

30zyosei.html

■お問い合わせ

■お問い合わせ

東京都労働相談情報センター（ TEL.03-5211-2248）

東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
TEL.03-5211-2397（直）

テレワーク活用・働く女性応援助成金

（公財）東京しごと財団

（公財）東京しごと財団では、企業における、女性の新規
採用・職域拡大を目的とした設備等の整備や、働き方改革の
推進に向けたテレワーク環境の整備を支援するため、費用の
一部を助成いたします。

【１】女性の活躍推進コース
■助成対象事業者

受付時間：９時 30 分〜 16 時（12 時〜 13 時は除く）

【２】テレワーク活用推進コース
■助成対象事業者
都内に勤務する常時雇用する労働者が２名以上かつ 999
名以下で都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等。
（※他要件あり）
■助成対象事業

都内に勤務する常時雇用する労働者が２名以上かつ 300

①テレワーク機器導入事業：在宅勤務、モバイル勤務等を可

名以下で都内に本社または事業所をおく中小企業等。
（※他

能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の

要件あり）

整備
②サテライトオフィス利用事業：サテライトオフィスでのテ

■助成対象事業

レワーク導入に伴う民間サテライトオフィスの利用

女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備
■助成の対象となる費用の例
■助成の対象となる費用の例
トイレ／更衣室／休憩室／シャワー室／仮眠室／ベビー

①テレワーク機器導入事業
・モバイル端末等整備費用

ルーム（子ども連れで出勤した場合の授乳・オムツ替えなど

・ネットワーク整備費用

のスペース）／ロッカー（原則女性更衣室に設置）／工事現

・システム構築費用

場に設置される仮設トイレ等の整備費用

・関連ソフト利用料
・上記環境構築を専門業者に一括委託する経費

■助成金上限・助成率
・限度額：500 万円

②サテライトオフィス利用事業
民間サテライトオフィス利用に係る経費

・助成率：２/ ３
■助成金上限・助成率
■助成金申請受付

①テレワーク機器導入事業

・申請受付期間：平成 31 年３月 29 日（金）まで

・限度額：250 万円

・申請受付方法：事前に来所日を電話予約の上、申請書類一

・助成率：１/ ２

式を東京しごと財団・雇用環境整備課へご持参・提出し

②サテライトオフィス利用事業

てください。

・限度額：250 万円

・助成金対象期間：支給決定日以後、平成32年３月末日まで

2018.8

・助成率：１/ ２

2018.8
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■助成金申請受付
・申請受付期間：平成 31 年３月 29 日（金）まで
・申請受付方法：事前に来所日を電話予約の上、申請書類一
式を東京しごと財団・雇用環境整備課へご持参・提出し

■奨励事業開始および終了日
平成 30 年５月 15 日（火）〜平成 31 年３月 29 日（金）
※予算の範囲を超えた場合は、終了日より前に申請受付を終
了します。

てください。
・助成金対象期間：支給決定日以後、平成32年３月末日まで

■奨励金の内容
従業員が、子が１歳に達するまでに育児休業等を開始し１

■詳細（下記サイトをご覧ください）

年以上取得（法定の産後休業期間を含む）した後、原職等に

http：//www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/boshu/

復帰し３か月が経過した場合に、奨励金を支給します。

30tele.html
■奨励支給額
■お問い合わせ
東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係

奨励金の支給は、一奨励対象事業者に対し、１事業年度１
回のみとし、その支給額は 125 万円とします。

TEL.03-5211-2397（直）
受付時間：９時 30 分〜 16 時（12 時〜 13 時は除く）

【３】
「テレワーク活用・働く女性応援助成金」説明会
●日時：年９月 12 日（水）15：00-16：30
（受付開始：14：45）
●場所：東京しごと財団・雇用環境整備課セミナールーム
千代田区西神田３- ２- １
住友不動産千代田ファーストビル南館５階

■申請期間
子が１歳に達するまでに、育児休業等を開始し１年以上取
得（法定の産後休業期間を含む）した後、平成30年５月15
日以降原職等に復帰し、３か月が経過した日から２か月以内
または平成31年３月29日のいずれか早い日までとなります。
※ただし予算の範囲を超えた場合は、募集期間内であって
も、受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
※申請書類は期間内に提出することが必要です。期限を超過

●定員：各 50 名

した場合には、奨励金の支給は受けられませんのでご注意

●お申込み・お問い合わせ先：（公財）東京しごと財団

ください。

雇用環境整備課 職場環境整備担当係

※子が１歳に達するまでに、育児休業等を開始し１年以上取

電話番号：03-5211-2397（直）

得（法定の産後休業期間を含む）した後、原職等に復帰し

受付時間：平日９時〜 17 時（12 時〜 13 時は除く）

３か月が経過した日から２か月以内とは、以下の例示を参
考にしてください。

働くパパママ育休取得応援奨励金

（公財）東京しごと財団

【１】働くママコース
（公財）東京しごと財団では、都内中小企業等が従業員（男
女問いません）に育児休業等を取得させ、職場環境を整備し
た場合に、当該企業等に奨励金を支給することで、育児休業

（例）育児休業期間＝平成 29 年５月 16 日から平成 30 年
５月 15 日（子が１歳に達するまでに取得した、法定の産
後休業期間を含む１年間）
・復帰後３か月＝平成 30 年５月 16 日から８月 15 日（３か
月間）
・申請受付期間＝平成 30 年８月 16 日から 10 月 15 日（２か
月間）

等の取得を促進し、就業継続を後押しします。
■詳細（下記サイトをご覧ください）
http：//www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/joseikin/
papamamaikukyusyutokubosyuyoukou.html
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【２】働くパパコース

した場合には、奨励金の支給は受けられませんのでご注意

（公財）東京しごと財団では、都内企業等が男性従業員に
育児休業等を取得させ、奨励金を支給することで男性の育児

ください。
※連続した 15 日以上の育児休業等を取得した後、原職等に
復帰し３か月が経過した日から２か月以内とは、以下の例

参加を促進し、職場環境の改善を図ります。

示を参考にしてください。
■奨励事業開始および終了日

（例）育児休業期間＝平成 30 年５月 15 日から５月 29 日

平成 30 年５月 15 日（火）〜平成 31 年３月 29 日（金）
※予算の範囲を超えた場合は、終了日より前に申請受付を終

（15 日間）
・復帰後３か月＝平成 30 年５月 30 日から８月 29 日（３か
月間）

了します。

・申請受付期間＝平成 30 年８月 30 日から 10 月 29 日（２か
■奨励金の内容

月間）

養育する子が２歳になるまでの間に、男性従業員が連続す
る 15 日以上の育児休業等を取得した後、原職等に復帰し３

【３】申請方法等
■申請受付期間

か月が経過した場合に、奨励金を支給します。

平成 30 年５月 15 日（火）〜平成 31 年３月 29 日（金）
■奨励支給額
■申請方法

奨励金の支給額は以下のとおりです。
育児休業等取得日数

奨励金額

（公財）東京しごと財団まで郵送または持参にて申請書類
をご提出ください。

連続して15日以上30日未満

25万円

連続して30日以上45日未満

50万円

連続して45日以上60日未満

75万円

連続して60日以上75日未満

100万円

連続して75日以上90日未満

125万円

連続して90日以上105日未満

150万円

雇用環境整備課 育児休業促進支援担当係

連続して105日以上120日未満

175万円

千代田区西神田３- ２- １

連続して120日以上135日未満

200万円

住友不動産千代田ファーストビル南館５階

連続して135日以上150日未満

225万円

連続して150日以上165日未満

250万円

連続して165日以上180日未満

275万円

連続して180日以上

300万円

※持参の場合は必ず事前にお電話にてご予約ください
■お問い合わせ・申請受付場所
（公財）東京しごと財団

※受付時間：午前９時30分から正午、午後１時から午後４時
（土日祝日・年末年始を除きます）
【ワンストップ相談窓口の設置】
東京都と東京しごと財団は連携してワンストップ相談

■申請期間
平成 30 年５月 15 日以降連続した 15 日以上の育児休業等

窓口を設置しています。
「 TOKYO ライフ・ワーク・バラン
ス推進窓口（ TEL.03-3868-3401）」と「東京テレワーク

を取得した後、原職等に復帰し３か月が経過した日から２か

推進センター（TEL.03-3868-0708）」を併設しています。

月以内または平成 31 年３月 29 日のいずれか早い日までと

所 在 地：東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S 飯田橋ビル６階

なります。

利用時間：平日９：00 〜 17：00（祝日、年末年始は休業）

※ただし予算の範囲を超えた場合は、募集期間内であって
も、受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
※申請書類は期間内に提出することが必要です。期限を超過
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安心価格
価格表を明示。本格オ
フセット印刷で納得の
低価格を実現しました。

DTP

データの不備を可能な
限り見つけてアドバイ
スいたします。修正も
可能な範囲で対応いた
します。

各種後加工
対応

ニス引き印刷や PP 貼、
折り加工や各種製本加
工に幅広く対応します。

短納期

「間に合わない」と思う
前にご相談ください。
ご要望に沿って尽力い
たします。

カラー
マネジメント
カラーマネジメントシ
ステムの確立で高品質
な印刷が可能に。

仕分・配送
まで一括で
製本加工はもちろん、
仕分・配送まで一括で
承ります。

http://www.kyokuyo-sha.co.jp
E-mail:info@kyokuyo-sha.co.jp

各種用紙
に対応

薄紙から厚紙印刷まで
幅広く対応いたします。

お見積り
迅速対応

明確なお見積り明細を
迅速にご提出致します。

植物性インキ
使用
通常のカラー印刷は環
境に優しい植物由来の
インキを使用。

部数が少
なくて
頼み
そんなこ づらい？
とはあり
ません！
小ロット
大歓
お気軽に 迎です。
どうぞ。

この素敵な仕事に贈ります
第

17

回

ときめ
く
ころ
こ
♥

営業のための道しるべ

｢強者の営業」と「弱者の営業」①
㈱ビジネスコミュニケーション研究所

例えば顧客 A 社が、あなたの会社を含む５社の印刷会社と
取引していて、あなたの会社がもっとも多く受注している場

代表取締役

田中

信一

②総合作戦
総合作戦とは、営業担当者以外も含めて会社全体でサポー

合、あなたの会社は、シェア No. １であり「強者」という。

トすることであり、すなわち “ 組織営業 ” の実践である。直

逆にシェア２位以下はすべて「弱者」という。われわれは、

属の上司が営業担当者と同行するのはもちろんのこと、定期

顧客に対して、すべて「強者」か「弱者」に分類される。大

的に単独訪問し情報提供と情報収集により人間関係を深め

切なことは、強者には「強者の営業」
、弱者には「弱者の営業」

る。また幹部や経営者も同様に定期的の訪問を実施する。さ

というセオリーがあるということだが、多くの営業は、この

らには企画担当、IT 担当など、専門家との同行訪問により、

セオリーを考えずに一所懸命営業しようとする。

自主提案や、お困りごとの調査を実施するのである。

しかし、それでは競争には勝てない。今回は「強者の営業」

このような総合的なサポートは、大変手間がかかるが、顧

を取り上げ、強者の立場にある営業（会社）が取るべき３つ

客からすれば、当然のことだ。顧客は取引している印刷会

の作戦について考えたい。

社５社の中で、あなたの会社にもっとも多くの発注をしてい
る。そのあなたの会社が、５社の中でもっともきめ細かく、

「強者の営業」のセオリー
①ミート作戦

行き届いたサポートをしてくれることは当然だと思っている
だろう。したがって、シェア No. １の地位を守りたければ、
あなたとあなたの会社は日常の営業活動を通じて、総合的な

ミートとは、野球でボールに上手く当てるのと同じ意味

サポートを実践しなくてはならないのだ。あなたとあなたの

で、ライバルの行動に上手に合わせるという意味だ。ライバ

会社が、そのことを怠り慢心していると、顧客はあなたの会

ルがもっと受注を増やそうと考えた時、もっとも多く受注し

社を No. １の地位から引きずり下ろすこともできる。

ているシェア No. １のあなたの仕事を狙い、通常は安い見積
もりで仕掛けてくるはずだ。

③先手作戦

これらへの対応がミート、すなわち合わせることだ。シェ

先手とは、文字通り競合他社の先手を取ることである。具

ア No. １のあなたが受注している仕事は多岐にわたり、儲

体的な行動は、自主的な提案を継続的に実施することで、新

かる仕事もあるし、安い仕事や儲からない仕事、苦手な仕事

らたな需要の種まきを続けることだ。提案の内容やレベルは

もあると思うが、原則としてはどんな仕事であろうが、一つ

二の次、三の次で、重要なのは継続である。自主提案は単に

も取りこぼさずに、安い見積もりを出されたら、その価格に

受注が目的なのではなく、シェア No. １のあなたの会社は常

ミート（合わせる）しなくてはならない場合もある。すべて

に提案をしてくれる会社であるというイメージを定着させる

守り抜くつもりで対応しなければならない。もちろんミート

ことだ。

するだけでなく、他社から安い見積もりが出たとしても、価

さらには自主提案を続けていくことで、顧客との会話が生

格を下げなくても失注しないように、手を打っておかなけれ

まれ、情報が入手でき、次第に提案の焦点も定まり、新たな

ばならない。それが次の総合作戦であり、先手作戦である。

印刷需要を創り出すきっかけになっていくのである。
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リスクマネジメントと個人情報保護・BCP

第

51 回

IPA2018年
「情報セキュリティ10大脅威」
（組織編） その１
（１位〜４位）
（独法）情報処置推進機構（IPA ）が 2018 年「情報セキュリティ 10 大脅威（組織編）」を４月に発表した。それによると、
１位と２位には昨年と同様、１位・標的型攻撃による情報流出、２位・ランサムウェアによる被害があがった。ただ、３位・
ビジネスメール詐欺による被害、４位・脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加、５位・脅威に対応するためのセキュリティ
人材の不足、と昨年のランク外の項目がランクインしてきた。以下、６位・ウェブサービスからの個人情報の窃取、７位・
IoT 機器の脆弱性の顕在化、８位・内部不正による情報漏えい、９位・サービス妨害攻撃によるサービスの停止、10 位・
犯罪のビジネス化（アンダーグラウンドサービス）と続いている。最近では、標的型攻撃については実被害も多く報告さ
れ、印刷会社でも看過できない問題である。また７位にある IoT 機器の脆弱性の顕在化は注目される。
以下、IPA 発行、2018 年「 情報セキュリティ 10 大脅威」
（ https：//www.IPA.go.jp/files/000065376.pdf ）から転
載する。
（５位以降は次号へ続く）

１位・標的型攻撃による被害
〜組織全体でセキュリティ意識の向上を〜

◆メールを使った手口
添付ファイルやメール本文のリンク先にウイルスを仕込

企業や民間団体や官公庁等、特定の組織を狙う、標的型攻

み、開かせることでウイルスに感染させる。実在する組織の

撃が引き続き発生している。メールの添付ファイルを開かせ

メールアドレスを模したメールアドレスを使用して偽装する

たり、悪意あるウェブサイトにアクセスさせて、PC をウイ

場合もある。

ルスに感染させる。その後、組織内の別の PC やサーバーに

◆ウェブを使った手口

感染を拡大され、最終的に業務上の重要情報や個人情報が窃

標的の組織が利用するウェブサイトを調査し、そのウェブ

取される。さらに、金銭目的の場合は、入手した情報を転売

サイトからウイルスをダウンロードするように改ざんする。

等されるおそれもある。

組織の従業員がそこにアクセスすることでウイルスに感染す

＜脅威と影響＞

る。また、DMZ（ DeMilitarized Zone：インターネット

メールの添付ファイルやウェブサイト、外部記憶媒体等に

などの信頼できないネットワークと、社内ネットワークなど

よって標的の組織の PC をウイルスに感染させ、組織内部に

の信頼できるネットワークの中間に置かれる、ネットワーク

潜入する標的型攻撃が確認されている。ウイルスに感染する

領域のこと）上に存在するウェブサイト等のサーバーの脆弱

と、感染した PC を攻撃者に遠隔で操作され、組織内部の情

性（ミドルウェアの脆弱性等）を悪用して内部に侵入する場

報を探索されたり、重要情報を窃取される。さらに、情報漏

合もある。

えいが発生すると組織の信頼度低下や組織の基幹事業停止、

＜事例または傾向＞

といった大きな問題につながるおそれがある。また、システ

◆様々な方法で行われる標的型攻撃

ム破壊や業務妨害等を狙った標的型攻撃も確認されている。

14

＜攻撃手口＞

サイバー情報共有イニシアティブ（ J-CSIP ）によると、

なお、標的の組織の取引先やグループ子会社等を攻撃の踏み

2017 年１月から 12 月までの間に J-CSIP 参加組織宛に届い

台（ウイルスでメールアカウントを乗っ取る等）にすること

た標的型攻撃メールの件数は 173 件となっている。本期間

もあり、業種や会社規模に関係なく狙われるおそれがある。

の標的型攻撃として、メールにパスワード付き圧縮ファイル

2018.8
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を１つ添付し、開くと２つのウイルス付きファイルが格納さ

・エンドポイントの監視・防御

れている攻撃を観測している。２つのファイルは実行形式の

●被害を受けた後の対応

ファイルと Word 文書ファイルであり、後者は Microsoft

・バックアップから復旧

Office およびワードパッドの脆弱性である CVE-2017-

組織（従業員・職員）

0199 の脆弱性を悪用してウイルスの感染を狙っていた。ま

●情報リテラシーの向上

た、海外の関連企業の従業員のアカウントを乗っ取り、国内

・セキュリティ教育の受講

企業へ不審メールを送り付けるという攻撃を観測している。

●被害の予防（通常、組織全体で実施）

これは、攻撃者が防御の弱いところから侵入し、そこから侵

・OS・ソフトウェアの更新

入範囲の拡大を試みたおそれがある。

・セキュリティソフトの導入・更新

＜対策／対応＞

・取引先のセキュリティ対策実施状況の確認

標的型攻撃に対抗するには、侵入抑止、早期検知、被害拡

●被害を受けた後の対応

大防止、最終被害回避等の対策に加え、経営者層、システム

・CSIRT への連絡

管理者、従業員が一体となった対策が重要である。

＜標的型攻撃メール訓練における留意事項＞

〔組織：経営者層〕

標的型攻撃の訓練を実施する際に、リアリティ追求の観

●組織としての体制の確立

点から実在する組織名を使い訓練を実施した場合、送信元と

・迅速かつ継続的に対応できる体制（ CSIRT 等）の構築

なっている組織や個人にメール送信の有無を確認することが

・対策の予算の確保と継続的な対策の実施

あるため、第三者の業務に影響を与えてしまう懸念がある。

・セキュリティポリシーの策定

場合によっては訴訟問題に発展するおそれもあるため実在ま

〔組織：セキュリティ担当者〕
●被害の予防 / 対応力の向上

たは酷似する組織名を使ったメールでの訓練は実施しないこ
とが賢明である。

・情報の管理とルール策定
・サイバー攻撃に関する継続的な情報収集と情報共有
・セキュリティ教育
・インシデント発生時の訓練の実施

２位・ランサムウェアによる被害
〜ランサムウェアの感染経路拡大〜

・統合運用管理ツール等によりセキュリティ対策状況の把握

ランサムウェアとは、PC やスマートフォンに保存されて

統合運用管理ツールを使い従業員や職員が利用する PC の

いるファイルの暗号化や画面ロック等を行い、金銭を支払え

ソフトウェア更新状況を管理し、リスクの可視化を行う。

ば復旧させると脅迫する犯罪行為の手口に使われるウイルス

●被害を受けた後の対応

である。そのランサムウェアに感染する被害が引き続き発

・組織内の体制（ CSIRT 等）の運用

生している。さらに、ランサムウェアに感染した端末だけで

・影響調査および原因の追究

はなく、その端末からアクセスできる共有サーバーや外付け

〔組織：システム管理者〕

HDD に保存されているファイルも暗号化されるおそれがあ

●被害の予防（ BCP 対策含む）

る。組織内のファイルが広範囲で暗号化された場合、事業継

・セキュアなシステム設計

続にも大きな支障が生じる。また、2017 年は、OS の脆弱

・重要サーバーの要塞化（アクセス制御、暗号化等）

性を悪用し、ランサムウェアに感染した端末が接続している

・OS・ソフトウェアの更新

ネットワークを介して感染台数を増やすランサムウェアも登

・ネットワーク分離

場した。

・バックアップの取得。

＜脅威と影響＞

バックアップから復旧できることを事前に確認しておく

ランサムウェアに感染させ、PC やスマートフォンに保存

ことも重要である。

されているファイルの暗号化や PC やスマートフォンの操作

●被害の早期検知

ができないように画面ロック等し、復旧を名目に金銭を要求

・ネットワーク監視・防御

される被害が発生している。また、暗号化や画面ロック以外

2018.8

2018.8
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にも、ファイルを破壊したり、データを外部に流出させたり、

を持つ機械学習を利用したセキュリティソフトも存在してお

OS を起動できないようにし、金銭を要求されるケースも確

り、セキュリティ対策は日々進化している。

認されている。
組織のサーバーや PC には、顧客情報や業務運営上の重要

セキュリティ対策を回避する手法を採用しているものが確認

な情報が格納されており、それらが暗号化されると、事業継

されており、攻撃も進化し続けている。

続に支障が出るおそれがある。特に経営に関する情報や顧客

＜対策／対応＞

情報といった機密情報が暗号化された場合の影響度は大き
い。また、重要なシステムのファイルが暗号化し、システム
が動作しなくなるおそれもある。なお、金銭の要求に応じて

ランサムウェアに感染しないための対策と感染した場合
の対応方針を決定しておく必要がある。
〔組織：経営者層〕

も、確実に復旧される保証はないが、事業継続や人命保護の

●組織としての体制の確立

ために金銭を払ってしまった事例もある。

・迅速かつ継続的に対応できる体制（ CSIRT 等）の構築

＜攻撃手口＞

・対策の予算の確保と継続的な対策の実施

◆メールの添付ファイルから感染
メールにランサムウェアやランサムウェアのダウンロー

〔組織：システム管理者 /PC・スマートフォン利用者〕
●被害の予防（ BCP 対策含む）

ダーを添付し、添付ファイルを開かせることで感染させる。

・受信メールやウェブサイトの十分な確認

◆ウェブサイトから感染（脆弱性を悪用）

・添付ファイルやリンクを安易にクリックしない

メール本文のリンクをクリックさせる等で攻撃者が用意

・OS・ソフトウェアの更新

した悪意あるウェブサイトや改ざんされたウェブサイトを閲

・セキュリティソフトの導入

覧させることで感染させる。また、不正広告をクリックさせ

・サポートの切れた OS の利用停止・移行

ることで感染させる（ウェブサイトを表示させただけで感染

・フィルタリングツール（メール、ウェブ）の活用

するケースもある）
。

・ネットワーク分離

◆ OS の脆弱性を悪用

・共有サーバー等へのアクセス権の最小化

OS の脆弱性を悪用することにより、パッチを当てずにイ
ンターネットへ接続している端末を感染させる。

・バックアップの取得
光学メディア（ DVD-R、BD-R 等）
、外付け HDD、USB

＜事例または傾向＞

メモリー等、外部記憶媒体へ定期的にバックアップを行う。

◆自己増殖型のランサムウェアの登場

なお、バックアップに使用する記録媒体は、暗号化等されな

ランサムウェアに感染する経路として、これまではメー

いようにバックアップするときのみ PC やスマートフォンに

ルの添付やウェブサイトの閲覧経由だったが、2017 年は、

接続する。また、バックアップするデータ量が膨大な場合は、

OS の脆弱性を悪用して、ネットワークに接続している PC

大規模バックアップに対応した外部サービス等を活用する。

間で感染を拡大するタイプが登場した。代表的なものと

バックアップから復旧できることを事前に確認しておくこと

し て、
「 WannaCry 」 や「 NotPetya 」 等 が あ る。 特 に、

も重要である。

WannaCry は、世界的に感染が拡大し、国内の大手企業や地

●被害を受けた後の対応

方公共団体等でも被害が確認されており、大きくメディアで

・CSIRT への連絡

報道された。

・バックアップから復旧

◆対策されない機器、依然として感染が継続

・復号ツールの活用

2017 年 11 月になっても「 WannaCry 」の感染被害が確

ランサムウェア対策情報を提供しているウェブサイト

認されている。2017 年３月にマイクロソフト社よりパッチ

「 The No More Ransom Project 」にて、複数の復号ツー

が公開されていたが、対策を実施していない端末が狙われて

ルを提供している。ランサムウェアをセキュリティソフト等

いる。

で駆除した上で、これらの復号ツールを実行することで、暗

◆対策が日々進化する一方、攻撃も進化

号化されたファイルを復号できる可能性がある。

不正なファイルの振る舞いを予測して検出する等の機能
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一方、ランサムウェアの中には、この機械学習を利用した
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・影響調査および原因の追究
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３位・ビジネスメール詐欺による被害
〜偽の振込・送金依頼に注意〜

本物のアカウントであるため、受信したメールが攻撃である
ことに気づきにくい。
◆社外の権威ある第三者へのなりすまし

「ビジネスメール詐欺」
（ Business E-mail Compromise：

弁護士や法律事務所といった社外の権威ある第三者へな

BEC ）は巧妙に細工したメールのやりとりにより、企業の担

りすまし、企業の財務担当者等に対して、攻撃者の用意した

当者を騙し、攻撃者の用意した口座へ送金させる詐欺の手口

口座へ振り込ませる。

である。詐欺行為の準備としてウイルス等を悪用し、企業内

◆詐欺の準備行為と思われる情報の窃取

の従業員の情報が窃取されることもある。以前は主に海外の

詐欺を実行する前の準備行為として、標的組織の情報を窃

組織が被害に遭ってきたが、2016 年以降、国内企業でも被

取する場合がある。例えば、攻撃者が詐欺の標的とする企業

害が確認されている。

の経営者や経営幹部、または人事担当等の特定任務を担う従

＜脅威と影響＞

業員になりすまし、企業内の他の従業員の個人情報等を窃取

組織においてメールの利用がビジネスツールとして定着

する。

している中、海外の取引先や経営者等を装い企業の財務担当

＜事例または傾向＞

者等を騙して送金させる、ビジネスメール詐欺による被害が

◆日本航空にてビジネスメール詐欺被害

確認されている。
ビジネスメール詐欺で使用されるメールは、巧妙な騙しの
手口が使われており、通常の取引のメールと見分けづらいよ

2017 年 12 月、日本航空は、偽の請求書メールにより、航
空機リース料等の支払い要求に応じてしまい、約３億 8,000
万円の詐欺被害に遭ったと発表した。

うに作成されている。また、取引先のメールアドレスを模し

送信元のメールアドレスは取引先のメールアドレスを模

たメールアドレスや本物のメールアドレスを使っている場合

したものが使われていた。取引先とのメールのやりとりはウ

もあり、受信者は攻撃者からの偽のメールを本物のメールと

イルスまたはメールアカウントの乗っ取りにより盗み見られ

して取り扱ってしまう。その結果、攻撃者に重要な情報を渡

たおそれがある。

したり、攻撃者が用意した口座へ送金してしまう。ビジネス

◆経営幹部を装ったビジネスメール詐欺では、ウェブメール

メール詐欺は組織間での取引のため金銭被害が高額になる傾

サービスを利用した偽装メールが悪用される

向があり、組織にとって被害に遭った際の影響が大きい。

トレンドマイクロ社によると、2017 年１月から９月の間

＜攻撃手口＞

に確認された約 27,000 件の経営幹部を装ったビジネスメー

◆取引先との請求書の偽装

ル詐欺を調査したところ、メールドメインを選択できる無料

取引先と請求に係わるやりとりをメール等で行っている

のウェブメールサービスを利用した偽装メールの手口が増加

際に、攻撃者が取引先になりすまし、攻撃者の用意した口座

していることがわかった。この手口は、全体の約 65% を占

を記入した偽の請求書等を送りつけ、振り込ませる。なお、

めていた。なお、この手口以外にもメールの返信先（Reply-

攻撃者は取引のやりとりをなんらかの方法により盗み見し、

To ）を偽装する手口や模倣ドメインを利用する手口が確認さ

取引や請求に関する情報や、関係している従業員の情報を入

れていた。

手した上で攻撃を行なっている。
◆経営者等へのなりますし
企業の経営者等になりすまし、従業員に攻撃者の用意した
口座へ振り込ませる。このとき、攻撃者は事前に入手した経
営者や関係している従業員等の情報を利用している。
◆窃取メールアカウントの悪用
従業員のメールアカウントを窃取し、アカウントを乗っ

また、業務日ではない土日に行われたビジネスメール詐欺
は全体の約９% しかなく、業務日を狙って攻撃を行っている
ことも判明している。
＜対策／対応＞
〔組織〕
ビジネスメール詐欺は、セキュリティ担当者やシステム管
理者だけではなく、調達や経理担当者等が連携して対応を行

取った上で、その従業員の取引実績のある別の企業の担当者

う必要がある。

へ、攻撃者の用意した口座を記入した偽の請求書等を送りつ

●被害の予防

け、振り込ませる。メール本文は巧妙に擬装され、送信元が

○メールの真正性の確認

2018.8

2018.8
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・メール以外の方法で事実確認
振込先の口座変更等がある場合、電話や FAX 等メール以

チまたは対策方法を公開し、当該ソフトウェア製品の利用者
へ対策を促す。

外の方法で取引先に確認する。

一方、攻撃者が公開された脆弱性対策情報を元に攻撃コー

・普段とは異なるメールに注意

ド等を作成し、パッチを適用していない利用者に対して脆

普段とは異なる言い回しや表現の誤り、送信元のメールド

弱性を悪用した攻撃を行う被害が確認されている。特に、

メインに注意する。

Apache Struts や WordPress（プラグイン含む）といった

・電子署名の付与

広く利用されているソフトウェアの脆弱性対策情報が公開さ

取引先との間で請求書等の重要情報をメールで取り扱う
場合は、電子署名を付ける等のなりすまし防止の対策も有効
である。
・専用のサービスの利用等のメールを使わない取引方法の採

れた場合は、攻撃コード等が公開されると被害が拡大するお
それがある。
また、脆弱性が発見されてから、脆弱性対策情報やパッチ
が公開されるまでの期間に発生するゼロデイ攻撃＊と呼ばれ
る攻撃も行われている。

用
○基本的な対策

昨今、脆弱性が発見されてからそれを悪用した攻撃が発生

・OS・ソフトウェアの更新

するまでの期間が一層短くなっている傾向があるため、より

・セキュリティソフトの導入

迅速な対応が求められる。

・メールアカウントの適切な管理
ビジネスメール詐欺では、攻撃や被害に遭う前に、何らか
の方法でメールが盗み見られている場合があるため、これら
基本的なセキュリティ対策を実施する。

※ゼロデイとは、脆弱性を解消する手段がない状態で脅威にさらさ
れる状況。脆弱性が発見されて修正プログラムが提供される日
（ One day ）より前にその脆弱性を攻略する攻撃は、ゼロデイ攻
撃と呼ばれている。

●被害を受けた後の対応

＜攻撃手口＞

・CSIRT への連絡

◆対策適用前の脆弱性を悪用

・警察に相談

ソフトウェア製品の利用者がそのパッチを適用する前に

・踏み台や詐称されている組織への連絡

脆弱性を悪用し攻撃する。利用者が多いソフトウェアの場

・影響調査および原因の追究

合、攻撃が拡大するおそれがある。
◆脆弱性対策情報が公開される前の脆弱性を悪用（ゼロデイ

４位・脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加
〜未対策の脆弱性が狙われる！ 迅速な対応を〜
ソフトウェア製品の脆弱性対策情報の公開は、脆弱性の脅

開発ベンダー等が認識していない、またはパッチが公開さ
れていない脆弱性を悪用して攻撃する。パッチが存在しない
ため、利用者での事前の対策は困難となる。

威や対策情報を広く呼び掛けられるメリットがある。一方、

＜事例または傾向＞

その情報を攻撃者に悪用され、当該ソフトウェア製品を利用

◆ WordPress で構築された複数のサイトが改ざん被害

した対策前のシステムを狙う攻撃が行われている。また、近

2017 年２月３日頃より、多数のウェブサイトの改ざんさ

年では脆弱性情報の公開後、その脆弱性を悪用した攻撃が本

れる被害が確認された。この改ざん被害では、同月１日に脆

格化するまでの時間が一層短くなっている傾向がある。な

弱性情報が公開された、WordPress のコンテンツインジェ

お、脆弱性対策情報の公開前に攻撃が行われる場合もある。

クションの脆弱性が悪用されていた。WordPress のベン

＜脅威と影響＞

ダーは、この脆弱性の影響範囲の広さや悪用の容易性を考慮

一般的に、ソフトウェア製品に脆弱性が発見された場合、

して、脆弱性情報の公開に先行してパッチをリリースしてい

当該ソフトウェア製品の開発ベンダー等が脆弱性を修正する

た。しかし、パッチを適用していない利用者も多く、多数の

ためのプログラム（パッチ）を作成する。

ウェブサイトが改ざん被害を受けた。

その後、ベンダーはセキュリティ対応機関等と連携する
か、または自身で脆弱性対策情報として脆弱性の内容とパッ
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攻撃）
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◆ Apache Struts の脆弱性により情報流出
2017 年９月に、米国の消費者信用情報会社「 Equifax 」
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が、攻撃者による不正アクセスを受け、約１億 4,000 万人の

ネットワーク越しに脆弱性の攻撃が可能な場合、ネット

情報が流出する被害を受けた。攻撃者の侵入を許した原因と

ワークを監視し、攻撃の疑いのある通信をファイアウォール

しては、2017 年３月に公開された Apache Struts の脆弱性

等により遮断することで、攻撃が成功するおそれを低減でき

の対策を行っていなかったことが指摘されている。

る。

◆ Microsoft Office の脆弱性の攻撃コードの公開に伴う攻

・セキュリティサポートが充実している製品やバージョンを

撃の増加

使う

2017 年 11 月 15 日（日本時間）に脆弱性対策情報が公表

利用するソフトウェア製品やアプリケーションについて

された Microsoft Office のバッファオーバーフローの脆弱

は、パッチの提供が早い等のセキュリティサポートが充実し

性（ CVE-2017-11882）は、当初は技術的に悪用が難しい

ているものを選択する。

とされていた。しかし、11 月下旬にはこの脆弱性を悪用す

・ベンダーの指示に従い対策（ゼロデイ攻撃確認時）

る攻撃コードが公開され、この脆弱性を悪用した攻撃が多発

・サーバーの停止等回避策

した。
＜対策／対応＞
〔個人、組織：システム管理者 / ソフトウェア利用者〕

すぐにパッチが適用できない場合、サーバーの停止等の回
避策を実施する。回避策の実施に伴うサービス停止等の影響
は関係者間で同意を事前に取っておく。

●被害の予防

●被害を受けた後の対応

・資産の把握・体制の整備

・CSIRT への連絡

パッチを適用する場合、サービスが正常に動作することを
検証する必要があるため、検証するための体制も含めて整備

・影響調査および原因の追究
〔組織：開発ベンダー〕

する。

●製品セキュリティの管理、対応体制の整備

・脆弱性関連情報の収集

・製品に組み込まれているソフトウェアの把握・管理の徹底

・OS・ソフトウェアの更新

・脆弱性関連情報の収集

・セキュリティソフトの導入

・脆弱性発見時の対応手順の作成

・WAF・IPS の導入

・情報を迅速に発信できる仕組みの整備

導入後も対策情報（設定等）を定期的に更新する作業が
あることを想定し、予算や体制を確保しておくこと。

●被害を受けた後の対応
・パッチの迅速な提供（ゼロデイ攻撃時）

・ネットワークの監視および攻撃通信の遮断
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「エグゼクティブStyle 」
元CAが教える

第

5回

ファーストクラスに乗る人の

THE PROFESSIONAL
株式会社TFSマナー＆EDUCATION

代表取締役

山本洋子

どんな業界においても、その道を極めること、すなわち

るのか、特別食はどのお客様がオーダーされたのか、お子様

“ プロフェショナル ” であるということは、賞賛に値するこ

は何人いらっしゃるのか、車椅子の必要な方は機内でどのよ

とです。特に経営者においては、自社の扱う商品やサービス

うに対応するのか等、お客様情報を詳細に確認します。

について、その道のプロ、究極の職人でありたいと願うので

特にファーストクラスの打ち合わせは綿密に行います。通

はないでしょうか？ そして人々は職人技に魅せられ、その

常ファーストクラスを担当するのはチーフパーサーを含めて

商品やサービスのファンになっていくのです。お客様に熱烈

３名の乗務員です。チーフパーサーともう一人がキャビン

なファンになってもらうことは、商売繁盛の基本ともいえる

デューティと呼ばれる客室担当、一人がギャレーデューティ

でしょう。今回は、私がチーフパーサーとしてファーストク

と呼ばれる台所担当です。打ち合わせはお客様のステイタス

ラスを担当した５年間の中で、究極のプロ魂を見せ付けられ

やお誕生日から始まり、お食事・ワインや新聞のお好み、機

たあるお客様とのエピソードです。
「プロフェッショナルと

内のリラクシングウェアのサイズ、機内でのお過ごし方等詳

は何なのか！」を教えていただいた貴重な体験です。

細に渡り確認します。この日のビールメーカーの会長は、過
去の履歴からも食事前のアペリティフにはビールをお飲みに

“プロフェッショナル”とは何か
☆ビールメーカーの会長をお迎えして…
そのお客様は日本を代表するビールメーカーの当時の会長
で、成田からロサンジェルスに向かうフライトでの出来事で
した。
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なるとの情報があります。当然その会社のビールを提供しま
す。間違っても「お好みのビールはございますか？」などと
は聴きません。チーフパーサーは温度、注ぎ方、泡の立て方
等細かい指示を出します。
その他お客様の周辺情報をくまなくチェックし、ファース
トクラス担当者全員で情報共有しフライトに臨むのです。こ

フライト出発の１時間 45 分前、ブリーフィングと呼ばれ

の時も万全な打ち合わせを行い、飛行機へと向かいました。

る打ち合わせがあります。チーフパーサーが中心となり、フ

ボーディングが始まるまでの機内準備は、CA が縦横無尽

ライトの入念な打ち合わせを行います。お客様情報、サービ

に駆けずり回る慌しさです。整備スタッフ、搭載スタッフ、

スの手順やサービス内容の確認、入国書類や税関関連の情

清掃スタッフが一緒になって機内準備を行います。ファース

報、路線情報の確認、緊急事態への対応の確認、パスポート

トクラスは、サービス用品が他のクラスよりも多いため点検

や ID、VISA などの必携品の確認等、盛りだくさんの内容を

も大変です。ブリーフィングで確認したお客様情報に沿って

綿密に打ち合わせします。次にファースト・ビジネス・エコ

機内準備を進めます。この会長にお出しするビールはきちん

ノミーのクラス別に、各担当者がサービス手順の打ち合わせ

と搭載されているか、冷え具合は適切かも確認します。

をします。ちなみに誰をどのクラスに配置するのかは、チー

全ての準備が整い、いよいよお客様をお出迎えです。当然

フパーサーが適性を見てアサインします。クラス別ブリー

この会長はトップクラスの VIP 待遇ですので、地上係員が

フィングは、担当するクラスにはどんなお客様がいらっしゃ

ラウンジから手荷物を持ち座席までご案内します。そこで引

2018.8

2018.8

「エグゼクティブStyle 」
き継いだ私は、手荷物をお預かりし、落ち着かれた頃合を見

は違っていました。平謝りで新しいビールをお持ちする私に

計らってご挨拶。搭乗御礼に対しても丁寧に受け応えしてい

こうおっしゃったのです。

ただき、物静かでとても穏やかな印象です。あまり会話をさ

「今日のお客様の中にはうちのビールを楽しみにしてくれ

れることなく、離陸前から読書を始められました。フライト

ている方がいらっしゃると思います。その方々に賞味期限切

のほとんどの時間を読書に費やされていました。

れのビールをお出しすることはできないので、サービス中、

スムーズにボーディングが終わり、定刻に離陸。巡航高度
に達し、シートベルトサインが消灯し、サービスが始まりま

忙しいところ申し訳ないが、この飛行機に搭載されているう
ちのビールの賞味期限を確認してもらえませんか」
。

す。ファーストクラスにおいては、お客様のペースに合わせ

直ちにインターフォンで全 CA に確認するよう指示したこ

ながらゆったりとした空間を演出してサービスを展開してい

とは言うまでもありませんが、結果、賞味期限切れのビール

きます。ここがチーフパーサーの腕の見せどころ。CA もバ

が１本出てきたのです。その事実を正直に会長に伝え、何度

タバタした印象を与えないよう気を配りサービスします。

も丁重に謝罪をしたのですが、会長は一言、
「忙しいところ、

ファーストクラスに相応しい空間創りを終えると、食事前

お手間を取らせました。これで安心して皆さんにうちのビー

のアペリティフサービスの開始です。お一人おひとりに丁寧

ルを楽しんでもらえます。君の責任じゃないから気にしなく

にアペリティフのオーダーを伺います。会長は情報通りビー

ていいですよ。ありがとう」とだけ言って、その後は何事も

ルをリクエスト。
「待ってました！」野暮な銘柄の確認はい

なかったかのように食事を楽しまれたのです。

たしません。温度もいい感じに冷やしてあります。ここまで
はシナリオ通り！ 完璧です。

☆業界ナンバー・ワンであり続ける理由
この一連の出来事は、十数年経った今でも時折鮮明に思い

☆「このビール、賞味期限が切れている」
細心の注意を払い、ビールをお持ちします。

起こされます。
プロフェッショナルとは、自社の商品やサービスへの強い

サービスの手順には細かいマニュアルがあり、ファースト

愛情やこだわりを持つことは、職人としては当然のことです

クラスではビールは一杯目だけお客様の面前で注ぐことと決

が、その先にいるお客様にいかに心を馳せ、感謝と責任を持

められています。グラスをお出しし、ビールを注ごうとする

つことができるか。そして企業の TOP としてどう振る舞い、

と会長はご自分で注ぎたいとのこと、さすがビール会社の会

どう対応するか、までをも勉強させていただきました。

長、ビールに対するこだわりがあるのでしょう、注ぐことを
お任せしました。
どのようなこだわりの注ぎ方をなさるのか興味深く背後か
ら観察していたら、期待はずれに普通にあっさりとグラスに
注ぎゴクゴクと二口三口飲まれた次の瞬間、静かに呼び止め

多くのお客様に愛され、業界ナンバー・ワンであり続ける
理由は、TOP の在り方が組織に浸透し、それがお客様に伝
わっているからなのでしょう。
「小さいことをコツコツと、あたりまえのことを丁寧に」
。
プロフェッショナルは意外とシンプルなのかもしれません。

られました。ビールの冷えが足りなかったのか！ 一瞬頭を
よぎったのですが、会長のご指摘は違いました。
「このビール、賞味期限が切れている」
。

山本 洋子

「え〜〜？」まさかの事態で動揺が隠せませんでしたが、

㈱ TFSマナー &EDUCATION

そのビールを確認したところ２ヵ月ほど賞味期限が切れてい

代表取締役

たのです。二口三口飲んだだけで賞味期限が切れていること

25年間大手航空会社にて勤務。チーフ

がわかるなんて！ 今でもその衝撃は忘れられません。

パーサーとして世界中のVIPを接客し、

自社ビールの味を知り尽くしていないとできないことで
す。その凄さに衝撃を受けつつ、丁重にお詫びをし、賞味期
限をきちんと確認して新しいビールをお持ちしました。
自社ビールを賞味期限の切れた状態で提供されたら、普通

教官として 1200名以上の CAを育成、
サービスアドバイザーとして6000名の
CAの指導を行う。その後外資系保険
会社で FPとして営業に携わる。一流の接客マナーと営業経験に
基づいた独自のメソッドで実践的かつ効果的な研修を行う。

はご立腹され大クレームに発展するところですが、この会長

2018.8

2018.8
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健康プロムナード
医療法人 社 団 同 友 会 編（東京グラフィックス賛助 会 員 ）

医 療 法人社 団 同 友 会 理 事 長

髙谷典秀先生のなんでも健康相談
どう せい

65

じょ みゃく

「洞性徐脈」と「洞不全症候群」

問

健康診断で「洞性徐脈」と指摘されました

診断でも経過観察や軽度異常という判定をされることがほと

先日、健康診断を受けたところ、心電図検査の結果で「洞

んどです。若い方などはもともと脈がゆっくりとしているこ

性徐脈」と指摘されました。

とが多く、またスポーツ選手、とくに長距離ランナーなどは

普段からお酒とタバコをやっていますが、これまで大きな

徐脈の方が多いです。長距離ランナーは走っている最中の脈

病気はしたことがなく、ジョギングやゴルフなどで体もよく

の速度が基準になるように体が調整されているので、走るの

動かしており、健康そのものと思っておりました。健康診断

を止め、安静にしている時などは通常よりゆっくりとした脈

の結果も、心臓の異常以外には、γ -GT の値が少し悪い程度

になるのです。

で、他は何もありませんでした。

通常の方の脈拍数は１分間に 60 〜 80 回くらいですが、こ

この「洞性徐脈」はどのような病気なのでしょうか。自覚

の洞房結節からの電気刺激の頻度が落ちてくることが原因で

症状は全くないのですが、不整脈のようなものでしょうか。

脈拍数が 50 回を切るような場合、
「洞性徐脈」と診断がつけ
られます。

答 息切れ、失神などあれば
めまい、

「洞不全症候群」の疑いも

が、例えば脈拍数が 40 を切って 30 台になったりすることも
あります。このような場合には、
「洞不全症候群」という病
気である可能性が高くなります。

心電図の検査で「洞性徐脈」と診断された方からの相談で

特に除脈に伴う症状として、めまいや息切れ、さらに失神

す。不整脈には、脈が速くなるタイプの「頻脈」と、反対に

してしまうような場合には注意が必要です。このような「洞

脈が遅くなるタイプの「徐脈」があります。

不全症候群」の原因としては、多くが加齢に伴う洞房結節の

徐脈にも様々なタイプ・原因があり、同じ徐脈でも、この
「洞性徐脈」とはどんなものなのか、それをお話しする前に、
まず心臓の脈の作られ方から説明します。

機能低下があげられます。また、狭心症などの心臓疾患や、
ある種の薬の副作用として洞機能が低下することもあるた
め、きちんと原因を調べることが大切です。

心臓は刺激伝導系という電気の通り道に信号を流すことに

そして、徐脈がどの程度のものなのかを詳しく調べるため

よって、筋肉を収縮させて動いています。この伝導系の最初

には、ホルター心電図を用いた 24 時間の検査や、入院をし

どうぼうけっせつ

の部分に洞房結節という電気的刺激をつくる場所があり、そ

てカテーテルを用いた電気生理学的検査というものを実施し

こで作り出された電気刺激が伝導系を伝わって心臓の末端の

ますが、最終的にはペースメーカーを入れる必要も出てくる

筋肉まで行き渡り、心臓の筋肉を収縮運動させます。つまり、

場合もあります。

この洞房結節の刺激を作り出す頻度が脈拍数を決めているの
です。
この「洞性徐脈」を病気として捉えることは少なく、健康
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一方、脈があまりにも遅くなり過ぎることが稀にあります

2018.8

もし除脈を指摘された方で、めまい、息切れ、失神などの
症状がある場合には、必ず循環器内科で二次検査を行い、
「洞
不全症候群」がないかどうかを調べてください。

2018.8

リ フ レ ッ シ ュ ・ タ イ ム

パソコン利用時の健康管理 ⑤

足の疲れ・痛み解消体操
パソコン作業に伴う疲労の中には、足の疲れや痛みを感じるものもあります。足の疲れや痛みはパソコン作業時間が
長くなるにつれて増し、４時間以上 VDT 作業を行う場合には約 15％の方にみられます。今回はパソコン作業時にもで
きる足の疲れ・痛みを予防・解消する体操をご紹介します。

※イラストの○部分をストレッチします。

③

②

③

①
②

①

③

②

１．大腿前側のストレッチ

２．大腿内側のストレッチ

３．下腿・足関節のストレッチ

①片方の脚を後ろに曲げる。
②手で足首をもち、徐々に上
体を後ろに倒していく。
＊左右10 秒程度行う。

①脚を大きく開脚した状態で腰かける。
②腰・背中を伸ばし、両手でひざを外
側へほんの少し開くように押す。
＊10 秒程度行う。余裕がある人は脚の
つけ根から上半身を前傾させる。

片方の脚を前に伸ばし、
①脚の指を体に引き寄せる。
②逆に体から引き離す。左右10 秒
程度行う。
③足首を回す。外回しと内回しを、
それぞれ左右５回程度行う。

2018.8

①

2018.8
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▼

モトヤ コラボレーションフェア

モトヤコラボレーションフェア 2018
が６月 21 日（木）
、22 日（金） に 秋
カラー表現ができる。

葉原クロスフィールドアキバ・スク
エアで開催された。テーマは「印

コニカミノルタジャパン㈱はカ

刷で変 え る あ な た のビジネス販

ラ ー オ ン デ マ ン ド 機「 Accurio

促」
。今回は印刷関連企業 52 社が

Press 」シリーズを紹介した。同

出展した。同フェアは毎年同時期に

シリーズはライトプロダクションの

UDX で開催されるのが通例で、ジャグ
ラ・東グラ会員、賛助会員も数多く出展
している。今回は販促をメインテーマに掲げ、
ノベルティグッズ、特殊印刷、パッケージ、販促 AR、

領域を視野にしたオンデマンド機にな
る。
インテリジェントクオリティーオプティマ
イザー機能は、色管理、表裏見当調整を自動化したオ

POP を手掛けている企業が多く見られた。フェア期間中は

プションシステム。マニュアル測定や数値入力も不要なた

セミナーも同時開催された。

め、ヒューマンエラーを無くすことができる。具体的には最

㈱ TOP 印刷（城東支部）はモノクロ頁物の印刷を得意と

大濃度調整、濃度バランス調整、諧調調整、グレーバランス

する会社で、A ３両面機を８台設備し、印刷から製本まで社

調整、表裏見当調整が自動化できる。表裏用の２つのスキャ

内一貫体制を敷いている。従来のオフセット機に加え、オン

ナーを装備し、リアルタイム補正をワンパスでおこなう。ま

デマンド機も導入し、さらなる小ロット、短納期にも対応で

た上記の諸調整を一括でおこなうこともできる。

きるようになった。現在、オセの VarioPrint6160Ultra
＋、コニカの bizhubPRESS C1070 を揃えている。
富 士 ゼ ロ ッ ク ス 東 京 ㈱ は「 I r i d e s s e Production
Press 」を紹介した。これはオンデマンド機の表現力を高め
たプリントエンジンシステムの総称で、特にゴールドやシル
バー、メタリックカラー等の特殊色を活かしたデザイン表現
を特徴としている。同エンジンは１パスで６色をプリント
することができ、CMYK トナーに加え、最大２色の特殊ト
ナーを搭載することができる。特殊トナーはゴールド、シ
ルバー、ホワイト、クリアを用意し、さらにゴールドとシル
バーの同時印刷ができる。CMYK トナーの下に特殊トナー
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を刷ることを可能にし、混色による光輝性の高いメタリック

製本二世連合会のブース

モノクロ印刷が得意な TOP 印刷

箔押し機ＤＣ -2

2018.8

2018.8

東京グラフィックス青年部 FACE
印刷産業青年連絡協議会

第18 期定期総会を開催
東京グラフィックス青年部 FACE（稲満信祐会長）が加盟

トワーク委員会、シナジー委員会、広報宣伝委員会の５委員

する、都内印刷関連団体青年部の集まりである印刷産業青年

会を敷き、副会長が委員長を兼任している。第２号議案平成

連絡協議会（原田大輔会長）は５月 12 日（土）
、新宿区の日

29 年度決算報告、第３号議案平成 29 年度会計監査報告も承

本出版クラブにおいて平成 30 年度第 18 期定期総会を開催

認された。第４号議案平成 30 年度事業計画案では、本総会

した。総会には 54 名が出席した。FACE からは原田会長以

を皮切りに、移動サロン、シナジーゼミナール、忘年会のほ

下、役員派遣をしており総会には 10 名が出席した。

か、今期は特にネットワーク委員会が所管し「印青連 100 人

総会は清水朋子氏の司会で定刻通りスタート。１期２年の

運動会
（仮）
」を企画している。さらに新しい試みとしては、

任期で、２年目に入った原田会長からあいさつがあった。議

歴代会長をモチーフにしたラインスタンプの販売も開始し

長選出の後、議事に移った。第１号議案平成 29 年度事業報

た。第５号議案平成 30 年度予算案では総予算 5,123,777 円

告では、１年前の定期総会開催にはじまり、７月には印青連

の規模で執行予定。

パネルディスカッション、９月には移動サロン、11 月には

印青連の今期のテーマはエクスペリエンス「妥協してきた

シナジーゼミナール、そして 12 月には忘年会と諸事業の推

ものを打ち破るほどの体験」を実現する、交流「会社間のみ

進が報告された。印青連では総務委員会、事業委員会、ネッ

ならず、従業員間交流」のきっかけを作るの２つ。各委員会
も所管の事業を推進しながらも、印青連として業界内外を横
断的に活動していく姿勢が示された。

生活改善セミナー
総会終了後は同会場で講演会、生活改善セミナーが開かれ
た。演題は「あなたの血管年齢は大丈夫ですか？」
。講師は
看護師・保健師の三宅千鶴子氏。演題に合わせ、総会開始前
に希望者に動脈硬化検査を実施し、各自の検査結果を元に生
活習慣の改善について説明があった。質疑応答では、各自で
あいさつする原田会長

講演会講師の三宅千鶴子氏

2018.8

現状の食生活等を相談し、今後の改善方法についてそれぞれ
アドバイスを受けた。

総会のようす

2018.8
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【三多摩支部】マス釣り大会に44名が参加
東京グラフィックス三多摩支部（比嘉良孝支
部長）が主催し、共済会が協力した恒例のマス釣
り大会が、夏休み最初の土曜日である７月21日
（土）午前９時から、あきる野市・秋川国際マス
釣り場で会員・従業員・家族44名が参加して開
催された。大会は緑陽社・武川さんの司会で始
まり、比嘉支部長と共済会・佐藤常任幹事が挨拶
し、ルール説明、注意事項が述べられ、釣り大会
がスタートした。当日は、気温30度超と暑かっ
たが天候に恵まれ、釣と森林浴、バーベキューに
秋川国際マス釣り場で 44 名が参加

は最適であった。

大会は、40尾を釣り上げた佐藤力さん（㈱プランニングマーケット・港支部）
が優勝。20センチ超えの大物を釣り上げた山崎良幸さん（㈱興栄社・城東支部）
が大物賞、レディース賞は森永知子さん（倉敷印刷㈱・千代田支部）が獲得した。
チビッ子賞は、３年連続で25尾で鈴木みらんちゃん（㈱興栄社）
。各賞には東京
グラフィックス・菅野会長から賞品が渡された。
お昼からは、恒例となったバーベキューパーティーが催され、三多摩支部、共済
会役員の皆さんが奮闘され、参加者一同大いに交流を深めた。今回は、差し入れも
多く、プランニングマーケットからビールや肉など、菅野会長からはトウモロコ
シ、枝豆が振る舞われ、大いに盛り上がった。午後３時には表彰式を終え、無事大
優勝した佐藤さん（右）

会は終了した。

【共済会】末廣亭で「特選演芸会」開催
真夏の東京グラフィックス共済会（清水隆司代表幹事・綿貫勝夫幹事長）の呼び物となっている寄席鑑賞会が８月３日（金）午
後５時から９時まで、新宿・末廣亭に会員・従業員ら26名が参加して、落語を楽しんだ。この催しもすっかり定着し、毎回会社単
位や社長ご夫婦・家族連れと好評を得ている。夕刻５時の開演を前後して参加者が集まり、１階席奥に陣取り、お弁当を取りなが
らの落語・漫才・奇術を堪能した。
前座・林家きよひこの落語に始まり、二代目が登場、物まねは江戸屋小猫、落語は林家木久蔵。古今亭菊太楼の落語、続いて奇術
はマギー隆司が絶妙のマジックに場内爆笑、週末の夜席とあって柳亭燕路、林家蔵之助、小菊姐さんの三味線と代演が３人。春風
亭正朝は知ったかぶりで笑いを誘う「てんしき（転失気）」
、柳家小袁治の「堪忍袋」で仲入り。
後半は、ホームランの漫才、橘家圓太郎、初音家左橋の落語、翁家社中の曲芸。そしてトリは落語協会会長の柳亭市馬で、粗忽な
三太夫と殿とのヤリトリで「松曳き」だった。
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委

第１回

員

教育・技術委員会

会

報

告

る方法。
・ワードデータの制作について、顧客へ教育できるような
ルール・規格等。

■日時：７月６日（金）18：30-20：00

・講師案：深海委員。MS の広報等。

■場所：ニッケイビル８F 会議室

◎インバウンド対応

■出席（敬称略）
：笹岡、金子、小林（昭）
、水野、西野、浅野、

・都など行政の支援

林田、落合、武川、谷口（美）
〔鈴木、渡部〕
＜議 事＞

◎断裁士の資格取得講座（→笹岡副会長からホリゾンへ問い
合わせ。中村副会長にも確認）

①委員会のミッション・事業説明

◎各種バーコード

●委員会の主な所管事業

◎営業マンの交通安全（ JAF 実習等）

１．グラフィックサービス業に関する人材の育成事業：各種

④その他

セミナー（技術、経営、マネジメント、営業、労務、その他）
の企画・運営、等

●団体課題別人材力支援事業について
団体課題別人材力支援事業の集合研修は就業対策・人材育

２．印刷業における「スマートモノづくり」に関する研究

成・雇用環境改善等のテーマで月２本ペース来年１月まで続

●前年度のセミナー実施状況

く。各セミナーは２-３ヵ月前に会員へ通知。上記テーマのセ

平成 29 年度の教育・技術委員会は７本のセミナーを開催、
延べ 194 人が参加。各種プレゼン大会や、東グラの宝実践部

ミナーは、今期は東京グラフィックス単独での開催を控える。
これらのセミナーは、原則、同事業へエントリーしている

会と連携して開催した「ビジネスマッチング・サロン」など、

企業が受講できるが、未エントリーの企業も追加エントリー

会員企業による情報発信系のセミナーが増えた。また見学会

することで受講可能となる。

の開催など、新しい取り組みも行った。
なお、
「ビジネスマッチング・サロン」は東京グラフィッ

会員だけでなく、都内の印刷・同関連業なら参加可能なの
で、支部における組織拡大にも活用されたい。

クスの会員メリットの一つとして、年３回程度の定期開催を
行っていく。
②委員長・副委員長の選任、委員会の進め方

第１回

広報・組織委員会

・委員長：金子貴博委員（千代田）
・副委員長：浅野健一委員（文京）
、落合信一委員（城西）
委員会には部会を置かずに、各テーマを委員会全体で検討
していく。
ただし、
「印刷業における『スマートモノづくり』に関す

■場所：ニッケイビル８F 会議室
■出席（敬称略）
：早坂、中田、鈴木（將）
、野口、鈴木（健）
、
児玉、原田（大）
〔斎藤、鈴木、吉野〕

る研究」については、ジャグラのビジネス推進委員会 IoT 化

＜議 事＞

推進部会に委員（笹岡副会長＋浅野委員）を派遣して、ジャ

①委員会の任務・事業

グラの成果を東京グラフィックスへフィードバックすること

○アウトサイダー向け広報

となった。

○加入促進・組織拡大等

③今後のセミナー企画・事業計画

○前期・危機突破・組織拡大プロジェクトの継続＋組織拡大

●第４回ビジネスマッチング・サロン
次回の開催は 10 月。概ね、６・10・２月の年３回開催。
〔今後のセミナー企画案〕
◎ワード組版
・顧客から入稿されるワードデータを印刷に適したものとす
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■日時：７月 17 日（火）18：30-20：00

2018.8

マニュアルの作りこみ（見積もり、タイムスケジュール）
②委員長の選任・役割分担・委員会の進め方について／委員
会の名称について
・委員会の進め方については、特段、部会等を設けず、全体
委員会として事業を推進する。個別事業ごとにリーダーを

2018.8

委

員

都度、選任する。
・委員会名称は、変更せず「広報・組織委員会」とする。
③大塚商会「 POINT2018」／東京しごと財団「東グラフェ
スタ」について

会

報

告

＜議 事＞
①「ビジコン！ 2018」について
ビジコン部会の検討結果の報告を受けた。
・10 月６日の東グラフェスタ連動で、当日は１次審査通過
のアイデアを展示し、投票。

○ POINT2018
９月 20 日（木）13：00 〜 17：30

・アイデアに対するサポートを充実させる。

９月 21 日（金）10：00 〜 17：30 ※ 17：30 〜搬出・撤

・審査員候補として、東京都振興公社のコンサルタント数名
ほか。

収
・場所：大塚商会本社（飯田橋）

・協賛金は賛助会員からのみ募集、会員からは募集しない。

・内容：１小間・ディスプレイでのスライドショーがメイン

・プレゼン＆最終審査は平日開催とし、都知事賞、審査につ

・担当委員：鈴木（健）委員（主にスライド制作）
、児玉委
員（キャッチフレーズを加味したスライド文言の作りこ

いて東京都と調整する。
②ホームページリニューアル経過報告

み）
、他委員（搬入・設営・撤収・搬出作業、ブース当番）

リニューアル中のホームページについて、作業担当の向陽

・今回は１ブースのため、前回出展時の壁紙＋ディスプレイ

デジタルワークスを招き、実際の画面を見ながら進捗状況を

（大塚商会貸与）でのスライドショーをメインコンテンツ

確認した。８月末に公開予定。その後、使用しながら修正し

とする。※パネル展示は無し。
・アイキャッチは「勝つための○○」

ていく。
・補助金・助成金等情報のページ（募集状況がリアルタイム

・スライドに盛り込む項目：事業承継（若手、FACE、SPACE）

で分かるもの）を希望。

／ P マーク事業／共済事業（保険等）／技術・情報の共有、

③広報・組織委員会の報告

収集（セミナー）／賛助会員

・７/17 に第１回広報・組織委員会を開催した。

○東京グラフィックスフェスタ

・東グラフェスタでは、東グラブースで対外的 PR を担当。

・日時：10 月６日（土）10：00 〜 17：00

・主に広報・組織は加入促進、総務は退会防止だが、お互い

・場所：東京都立産業貿易センター台東館
東グラフェスタでの本委員会の役割は、５小間程度の東グ
ラブースの企画・運営。学校関係者に訴求する内容を考えて
いく。詳細は次回委員会で検討。

に補完しあう。事業が重複しないように両委員会で調整し
ていく。
④会員ステッカー
公益社団法人になる以前は入会時にプラスチック製プレー

④その他

トの「会員章」を配布したが、公益社団化以降は予算の関

○東京都中小企業団体中央会主催の「組合まつり」

係上、作成していなかった。プレートの代替として、ステッ

・日時：平成 31 年１月 30 日（水）〜 31 日（木）

カー作成について検討した。

・場所：東京国際フォーラム

・予算３万円程度と、コストもそれほどかからないので、ス

展示会出展の有無については、費用対効果を勘案して次回

テッカーを作成する。
・毎年、
「○○年度会員」として配布。従ってステッカーの

委員会で検討。

耐光・耐水性能は１年程度で可。

第２回

総務委員会

・デザイン案は２案用意する。担当は只野委員。
・製本組合は金属製の立派な会員章（プレート）を配布して
いるが、東京グラフィックスも将来的に、このような会に

■日時：７月 18 日（水）18：30-20：10

所属することに誇りを持てるようなプレートを作成するこ

■場所：ニッケイビル８F 会議室

とも検討したい（有料にすることも含めて）
。

■出席（敬称略）
：中村（盟）
、大瀧、林（敬）
、榎本、中川、
大塚、只野、田中、比嘉、鈴木（將）
〔斎藤、鈴木、吉野〕

⑤機関誌連載の担当
駅シリーズ：中村（８月号）
、篠崎（９月号）
、林（10 月号）
、
中川（11 月号）敬称略
12 月号以降は、新シリーズを企画する。

2018.8

2018.8
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東グラクロ ニクル

6月 1日

平成30年（2018年）
6月

6月 18日

☆都中央会労働委員会

■ジャグラ福岡大会（〜３日）

●共済会幹事会

10：00 〜 東京都中小企業団体中央

ホテル日航福岡

18：00 〜 ニッケイビル

会

東京グラフィックスからの参加／ 53人

議題／今後の事業について、他

出席／斎藤

〔鈴木、斎藤〕

出席／清水、綿貫、井上（冨）
、西岡、
佐藤、山下（英）
、田中、林（泉）
、長谷

6月 2日

●第１回四役会

川、山下（昭）
、小林（隆）
、武川（ス）
〔八木田、斎藤〕

6月 27日

◎プライバシーマーク現地審査
カネコ〔渡部、斎藤〕

12：30 〜 ホテル日航福岡
議題／① 2018 年度組織・委員会の確

6月 19日

6月 28日

認と役割分担②支部担当③その他

●第３回ビジネスマッチング・サロン

●第２回四役会

出席／菅野、笹岡、早坂、清水、中村

18：00 〜 ニッケイビル

16：00 〜 ニッケイビル

プレゼンター／大瀧印刷紙器㈲、㈲京

議題／①平成 30 年度補正予算案②今

（盟）
、鈴木（將）
、斎藤〔鈴木〕

文社、㈱緑陽社、㈱研美社、リョービ

期の事業計画・事業執行体制・委員

◎プライバシーマーク現地審査

MHI グラフィックテクノロジー㈱

会組織③理事会の内容④スケジュール

メディアランド〔吉野、渡部〕

参加／40人〔鈴木〕

⑤事務局体制・職員の待遇等
出席／菅野、笹岡、早坂、清水、中村

6月 5日

☆東京都印刷産業政治連盟総会

◎プライバシーマーク現地審査
スリーオー〔渡部、斎藤〕

●第２回理事会

16：00 〜 ハイアットリージェンシー
出席／菅野、笹岡、他
6月 7日

6月 21日

議題／①公益目的事業②入退会の承認

日）

③平成 30 年度補正予算④平成 30 年
度事業計画・事業執行体制・委員会組

6月 22日

★悠遊クラブ観劇会
6月 8日

18：00 〜 ニッケイビル

☆モトヤコラボレーションフェア（〜 22
◎プライバシーマーク現地審査
プルーフオーシャン〔吉野、渡部〕

（盟）
、鈴木（將）
、斎藤〔鈴木〕

16：00 〜 三越劇場

織⑤各報告⑥スケジュール⑦その他
出席／菅野、笹岡、早坂、清水、中村
（盟）
、鈴木（將）
、林（敬）
、中田、大塚、

◎プライバシーマーク現地審査

演目／「黒蜥蜴」

谷口（美）
、谷口（理）
、児玉、原田（大）
、

オレンジ社〔渡部、斎藤〕

参加／ 12 人

比嘉、綿貫、山手、落合、沖、斎藤
（秀）
、
稲満、斎藤〔吉野、鈴木〕

6月 11日

◆城東支部会
6月 14日

●日印機協との役員懇談会

6月 25日

●都庁四役あいさつ

6月 29日

10：00 〜 都庁

◎プライバシーマーク現地審査

出席／菅野、笹岡、早坂、清水、鈴木

オーディーピーセンター

（將）
〔斎藤〕

〔渡部、斎藤〕

18：00 〜 京橋・越州
出席／菅野、笹岡、早坂、清水、中村
（盟）
、鈴木（將）
、斎藤

6月 26日

●第１回総務委員会
18：30 〜 ニッケイビル

6月 30日

★青年部 FACE 定例会

議題／①委員会の任務・事業②委員長

●共済会潮干狩り

18：30 〜 ニッケイビル

の選任・役割分担・委員会の進め方

10：00 〜 富津海岸

内容／ SWOT 分析セミナー

③「ビジコン！2018」④その他

出席／清水、綿貫、井上（冨）
、西岡、山

参加／40人

出席／中村（ 盟）
、大瀧、榎本、中川、

下（英）
、田中、武川（ス）

宮地、大塚、只野、篠崎、比嘉、村井、

参加／ 36人

◆千代田支部三役会
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◆城西・城南支部会

2018.8

原田（大）
〔吉野、鈴木、斎藤〕

2018.8

8
「ひらめくアイデア、ひらける未来」
－プロのアドバイスで TRY & GO! －
今回の副賞は「賞金」＋「起業・アイデアの専門家からの評価」

今回のビジコンは起業＆アイデアの専門家から具体的な評価・コメント

がもらえます（一次審査通過作品）。
自分のアイデアがプロに評価されるなんて嬉しい！ アイデアをブラッ
シュアップしてビジネスに繋げよう。

募集テーマ

【テーマ１：印刷・紙関連】業界内での困りごと解決やコラボレーショ

ンによる新事業のアイデア等を募集します。
【テーマ２：一般ビジネスアイデア】印刷・紙にとらわれない、
広く自由なビジネスアイデアを募集します。

〔応募要領〕
◆応募資格：東京都内に在勤・在住・在学の方

◆ファイナルプレゼン大会

◆応募締切：平成30年10月１日（月）必着

日時：平成30年11月12日（月）予定14：00 〜 16：00

◆応募方法：規定のエントリーシート（Word）を東京グラフィッ

会場：ニッケイビル８F 会議室（中央区日本橋小伝馬町７-16）

クス HP からダウンロードし、必要事項を記入の

◆審査基準

上、東京グラフィックス事務局へ E-mail で送付し

①業界及び都民に有益と判断されるもの。

てください。エントリーシートおよび添付資料は

②新規性および実現性が高く、新ビジネス・新サービスの領域

いずれも Word または PDF で送付してください。

開拓が見込めるもの。

E-mail：info@tokyographics.or.jp

③既存のものであっても、活用方法に工夫があるもの。

ただし、具体的な製品見本などは別途、下記へ郵送

◆審査員：高橋晋平氏（アイデア・コークリエイター）
、伊豫田

してください（原則として返却いたしません）
。
郵送先：〒103-0001中央区小伝馬町７-16ニッケ
イビル７F ／東京グラフィックス「ビジコン！」係

竜二氏（中小企業診断士）
、東京グラフィックス会長、他
◆結果発表：プレスリリース、東京グラフィックス・ホームペー
ジ、ジャグラ BB 上などで行います。

◆審査方法

◆賞（副賞）

①一次審査（書類審査）
、二次審査（審査員による審査、および

・最優秀賞（副賞・賞金15万円）

東京グラフィックスフェスタ＊会場での一般投票）で入選作

・優秀賞（副賞・賞金５万円）×２本

品を10点選出します。

・東京グラフィックス会長賞（副賞・賞金５万円）×２本

＊東京グラフィックスフェスタは10月６日（土）
、東京都立産業貿易センターに
て開催される、東京グラフィックサービス工業会コンソーシアムの「就活イ
ベント」です。

②入選者は「ファイナルプレゼン大会」にてプレゼンテーショ
ンを行っていただきます（持ち時間10分）
。最終審査は、プ
レゼンの内容を考慮して行われます（プレゼンは代理出席可。
プレゼン不参加の場合は最終審査の対象からはずれます）
。

・佳作（副賞・賞金１万円）×５本
◆権利帰属等：権利帰属は提出者本人とする。
※保護を必要とする場合、特許・商標・意匠等の手続きは提
出者自ら事前に行う。
※権利関係については、当団体は一切関知しないものとする。
◆主催：公益社団法人東京グラフィックサービス工業会
〒103-0001中央区日本橋小伝馬町７-16ニッケイビル７F
TEL.03-3667-3771 FAX.03-3249-0377
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■発行日

平成30年8月15日

■発行人

清水

隆司

■編集人

中村

盟

■発行所

東京グラフィックサービス工業会共済会

http://www.tokyographics.or.jp
〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町7-16
TEL.03-3667-3771

FAX.03-3249-0377

■年間購読料

12,960円（税・送料込み）

■印刷・製本

㈱文栄社（中央支部）

・組版ソフト：InDesign cs6, Illustrator cs6
・RIP（表紙）：Kodak トレンドセッター400
・RIP（本文）：SCREEN EQUIOS Ver.4.50 EQ019 EQ1
SCREEN Trueﬂow SE Ver7.30 TF359
・CTPセッター（表紙）：Trendsetter400Ⅱ QuantumAL
・CTPセッター（本文）：PT-R8900S
・CTP版（表紙）：FUJIFILM XP-F 19-03 633525
・CTP版（本文）：FUJIFILM XP-F 19-01 631943
・印刷機（表紙）：RMGT7 790
・印刷機（本文）：SpeedMaster SMK2-2P
・用

紙（表紙）：ブライトーン菊判62.5kg

・用

紙（本文）：b7バルキーA判38.5kg

・インキ（表紙）：女神インキ工業株式会社
・インキ（本文）：DICグラフィックス株式会社

河鍋暁斎「太公望図」
板橋区立美術館蔵
※本作品は現在展示されていません。

◇ 板橋区立美術館のご案内 ◇
〒175-0092

東京都板橋区赤塚5-34-27

http://www.itabashiartmuseum.jp/
TEL.03-3979-3251

FAX.03-3979-3252

【お知らせ】
当館は、2019年6月頃まで改修工事のため休館します。

【本誌の無断転載を禁ず】
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団体課題別人材力支援事業９月のセミナーご案内
■営業力向上研修

【新規営業開拓を成功させるセールスステップ管理】
新規開拓を成功させるには、基本的な原則があります。

詳細は フィックス
ラ
東京グ ください
覧
HPをご

◎受講料：無料

（１）新規開拓の目標を適切に設計すること

◎日時：９月18日
（火）
16：30~19：00

（２）新規開拓のセースルステップを科学的に設計すること

◎会場：マンパワーグループ㈱浜松町セミナールーム

（３）活動の成果を数値指標で管理して対策をとること。

（港区浜松町 ２-４-１ 世界貿易センタービルディング19階）
◎受講対象：従業員

この３つの原則について解説します。

■他社と差別化するための

Webマーケティング戦略の構築【参考書には書いていない戦略構築のポイント】
セミナーでは、消費者の「ネット」や「ソーシャル」

◎受講料：無料

の利用状況、お客様の購買行動を体系的に理解い

◎日時：９月26日
（水）
16：30~19：00
（受付開始16：15）

ただき、Web マーケティングを「単発的な効果」

◎会場：マンパワーグループ㈱神保町セミナールーム

にとどめるのではなく、「継続的な効果」を作り出

（千代田区西神田３-２-１ 千代田ファーストビル南館８階）

すために必要な「Web マーケティング戦略構築」

◎受講対象：従業員

のための基礎的なノウハウを伝授します。
◆お問い合わせ申込先

マンパワーグループ㈱職場改善事業事務局（東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム運営事務局）
TEL：03-3342-4760 ／ FAX：03-3342-5554

E-mail：dantai-tokyographics@manpowergroup.jp
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