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本
社 東近江市幸町 ２－２８ TEL 0748-23-2233
草津営業所 草津市野村１丁目 21-1 TEL 077-564-3201
彦根営業所 彦根市外町１７５
TEL 0749-24-6651

R ISO Printing Evolutions Fair IN KYOTO
開催日時 ２００９年２月１８日（水）14：00～20：00
２月１９日（木）10：00～18：00
会場 京都産業会館 きらっ都プラザ ４階展示場

『小林弘和著書「ありがとうカンパニー」より』

ありがとうでニッコニッコ
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これがホントの明元素
楽しいことがやってくる
かならず物事うまくいく
クヨクヨ イジイジ コンチキショー
．くて病
．的反
．抗的
暗

あんびょうた ん

暗 病反になる前に
なんとかなると切り替えよう
あらゆることにありがとう
希望があなたを待っている
今日只今 生き切ろう
人生すべてにありがとう
大願成就 間違いなし
ありがとうで生き切ろう

ています。

ありがとう通信は『ORPHIS(オルフィス)ＨＣ5500A』で自動両面印刷をしています。

清水英雄
私は富士山が大好きだ
大好きというより
ぞっこん惚れている
富士山を仰ぐと
手をあわせて心から
であいに感謝する
裾野が広く堂々とした雄姿
富士山のような人になりたい
巾が広く誇りをもって
威厳をもちながらも
やさしさが伝わる
あらゆる人に
感謝 感動 感激 を与える
富士山をじっとみていると
やるべきことが
明確になってくる
心が洗われ
使命感が猛烈に湧いてくる
雄大 寛大 でっかい 富士山
富士山が日本にあって
本当によかった
うれしい うれしい
とてもうれしい
富士山 富士山 ありがとう

リソグラフ MZ970
２ 色印刷でインパクトを！
２ 色同時印刷で速くて安い！

「滋賀ありがとうの会」の活動として、ボランテ
ィアで毎月一〇日「ＫＢＭありがとうの日」に、
朝八時から三十分ほど会社周辺の清掃活動を笑
顔で行っていま
す。
す こし でも きれ
い な街 にし よう
と はじ めた 活動
も、いまでは出会
った方と「おはよ
うございます」
と
挨拶をかわし、
す
が すが しい 一日
の 始ま りと なっ

滋賀ありがとうの会

4
チラシにインパクトをもたせたい
印刷コストを抑えつつ
訴求力を上げる方法とは？

清水英雄先生のご好意により
「ありがとうカレンダー」より
複写させていただきました。

フルカラープリント150 枚/分の世
界最速。オフィス環境により最適
化させた「ORPHIS X ｼﾘｰｽﾞ」の
登場です。RISO 京都フェアで是
非ご覧ください。
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富士山にありがとう

京都市下京区四条通烏丸西入る 函谷鉾町８０番地

私のありがとう
小梶悦男

（二〇〇八年十一月一日）

地球環境への“足跡”「フットプリント」に注目
「フットプリント」とは、直訳すれば“足跡”
という意味。環境の分野では、人間が地球
環境を踏みつけて与える負荷という意味で
捉えられている。２００９年、この「フットプリン
ト」が、地球環境への負荷を減らす上での新
たな指標として、大きな注目を集めそうだ。
「カーボンフットプリント」とは、商品やサー
ビスのライフサイクル 全般（原材料調達か
ら、廃棄、リサイクルまで）で排出された温暖
効果ガスを二酸化炭素に換算して、分かり
やすく表示するもの。パッケージにその商品
の二酸化炭素排出量が表示されることで、
何氣ない買い物の際でも、環
境への影響が目に見えるよう
になる試みです。

長年たくさん買って頂いたお客様
長年お付き合い頂いたお客様
長年私を育てて頂いたお客様
なかなか言い出しにくい
定年前の引継ぎ挨拶
挨拶に訪問するとお客様から
「エッ ウソー もう定年」
「信じられない さびしい」
「やめてどうするの」とご心配頂く
これも歳とともに時代の流れ
これからは後輩を
かわいがって頂き
育てて頂けますよう
お客様よろしくお願いいたします
私からの熱いメッセージ
「ありがとうございます」
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（ｺｸﾖﾎｰﾑ ﾍﾟｰｼﾞより）
カー ボン フットプリン ト制度の普及に 向けて
2008 年度の試行用に使われているロゴ

オフィスの KAIZEN

2 月 ＫＢＭカレンダー

＝＝＝編集後記＝＝＝
いつもお読みいただきありがとうござ
います。
二 〇〇八年 九月以降 の世界金 融危機
は、年が明けた今でも簡単には収まりそ
うにありません。アメリカのサブプライ
ムショックに端を発し、リーマン・ブラ
ザーズ破綻によってあっという間に世界
中を揺るがし、景氣後退による派遣切り
など不景氣な話題で持ちきりです。
しかし、私たちはこんなときこそ「あ
めいげんそ
りがとう明元素」で乗り切りたいもので
す。明るく元氣で素直で素敵。
「めげない
ぞ ピンチはチャンスだ 明るい人生」
あんびょうたん
「いつも明るく素敵な笑顔 暗 病反 を
ぶっとばせ」「楽しい氣分で楽しい毎日
いつも私は明元素」
ありがとうございます。
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☆リコー新製品展示デモ ＆ ソリューション☆
5
日時:２００９年２月１２日（木）PM5:00～PM7:00
6
２００９年２月１３日（金）AM10:00～PM5:00
7
場所:近江八幡市勤労者福祉ｾﾝﾀｰ（アクティ近江八幡）
8
近江八幡市鷹飼町南四丁目 4 番地 5（ JR 近江八幡駅南口より西へ徒歩数分）
9
10
例えば「業務効率アップ」のソリューション
11
＊FAX で届く見積書や注文書などの紙文書を EXCEL にできるの？
12
解決！ imagio で EXCEL 変換 OK
13
＊手間のかかる申請書や注文書などの手書き帳票よ さようなら～！！
14
解決！ imagio であて打ち OK
imagio MP C2200 SPF
15
(オプションを装着したもの)
～ご愛顧特別価格を用意して、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます～
16
17
@office サンキュー便だより
18
スリーウェイ
19
蛍光マーカー 新登場！
20
＜Beetle Tip＞ ｺｸﾖ
21
1 本、しかもシングルタイプな
22
のに細・２重・太線が引ける
23
驚き蛍光ペンが登場！
24
（@0ffice ｶﾀﾛｸﾞ P.352 掲載）
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KBM ありがとうの日
建国記念の日
ｵﾌｨｽ何でも相談会’09
In 近江八幡

ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰ

雨水

RISO Printing
Evolutions Fair
IN KYOTO

皇太子誕生日

赤数字の日は当社営業を
休ませていただきます
本
社 東近江市幸町 ２－２８ TEL 0748-23-2233
草津営業所 草津市野村１丁目 21-1 TEL 077-564-3201
彦根営業所 彦根市外町１７５
TEL 0749-24-6651

ありがとう通信は『ORPHIS(オルフィス)ＨＣ5500A』で自動両面印刷をしています。

