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デジタルトランスフォーメーションか

5 月末に新しくスマートフォンへ機種変更となり、
外出先でも簡単にグループウェア「NI Collabo 360」
にアクセスできるようになりました。
営業職・技術職共に、モバイル端末でタイムリーにお客様の情報を確
認できるので、当社の「働き方改革」に貢献するだけでなく、お客様対
応の質の更なる向上に役立っています。

ＤＸ化！

お客様とのア
ポイント情報
もスマホから
即座に登録

パソコン画面で見ると

スマホになったことで、
同僚のスケジュールが簡
単に確認できるようにな
った！情報更新も迅速！
予定がすぐにわかるので
やり取りがスムーズ。

社内ではパソコン
を使ってお客様情報
の入力に集中。
現在の営業・技術担
当者のスケジュー
ル・直行・直帰の情報
もすぐにわかりま
す。

今までパソコンを起動
しないと確認できなか
った情報が簡単に閲覧
できるようになった！

アプリ NI

Calendar

グループウェア「NI
Collabo 360」と密
連携したスマートフ
ォン用のアプリです。
これによりネット接続せずに、スマー
トフォンさえあれば、スケジュールの
参照や登録が可能となり、自動的に
WEB 上の「NI Collabo 360」データ
と同期することが可能です。

ご導入年月日、修
理の履歴などを簡
単に閲覧できるよ
うになった！

メールが簡単に閲覧できる
ようになった！スマホに通
知が来るので氣付きやす
い！(スマホからもパソコン
からも閲覧可能で、キャリ
アメールではないので機種
変更しても消えない)
ス
マ
ホ
画
面
で
見
る
と
⇩

スマートフォンのアプリケーションを
活用し、今まで以上にお客様にお喜びい
ただけるよう対応して参ります。グルー
プウェアにご興味のあるお客様は担当
営業までご連絡ください。
KBM ありがとう通信はフルカラー超高速プリンター「ORPHIS(オルフィス)」で自動両面印刷をしています。
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KBM グループ環境方針(見直し)
当社では「KBM グループ環境方針」
に基づいて活動し、環境 ISO 14001:2015
の継続取得や植樹育樹活動、ヨシ刈り
などに取り組み、2019 年には SDGs
宣言も策定しました。
この程、年度
更新にあたり新
しい取り組みを
加えた「KBM
グループ環境方
針」を見直し・
改定いたしまし
たのでご報告い
たします。
詳細は当社ホ
ームページにも
公開しておりま
すので、合わせ
てご覧くださ
い。
（ https://www.kbm.co.jp ）

第 30 回
救援衣料を世界へ、
活かそう廃食油
｢吾が信条 ありがと
う Our Credo｣ 事業
活動第３の目的に掲げ
る、
「私たちが働き生活
している地域社会、更
に全世界の共同社会に
対して、私たちは、｢あ
りがとう｣(感謝の心)を
広め、豊かな社会創り
に貢献します。」という目的の実践活動とし
て地域清掃活動や募金活動をしています。
今年も、東近江市商工会青年部愛東支部主
催｢～世界・地球への贈り物～救援衣料を世
界へ、活かそう廃食油」の活動に社員から寄
せられた救援金に会社から同額を添えてお
届けしました。
また、今年は作業服等の救援衣料もお届け
しました。

当社 HP
QR コード
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グループ

環境方針
K B M グループ

小林事務機株式会社
有限会社オフィックスパートナーズ
代表取締役社長

小 林 弘 和

私たちは長い歴史の中で育まれた、豊かな地球環境に恵まれて生活できる
ことに感謝します。当社のこころざす「ありがとう」と「3D Commu ソリュー
ション」は、自然や人々と共に生きようとする強い志の表れであります。
当社は、環境に配慮した商品・情報の提供、より快適でコミュニケーション豊
かなオフィス環境の創造をめざし、お客様と共に環境にやさしく、持続可能な
企業文化を推進してまいります。
地球の環境保全［オゾン層の破壊・地球の温暖化・大氣・廃棄物などの環境
影響の低減］は会社の責務であります。当社の企業活動のすべての領域におい
て下記の通り、地球環境の保全と向上に誠意を持って取り組み、人類社会の存
続に不可欠である、循環型グリーン社会の実現に貢献してまいります。
１．環境に配慮した商品及びサービスの充実
商品の開発･設計の段階から生産、流通、リサイクル、廃棄、などの各段階を考
慮され、トータルでの環境負荷を低減するメーカー商品及びサービスを取り扱
う。
２．省資源、省エネルギー
事業活動によって生じる環境負荷を低減。省資源、省エネルギーに努める。
３．地域の環境保全
県、自治体などの環境規制、法令並びに要求事項を遵守する。
４．継続的な改善・汚染の予防
環境管理の組織、制度ならびに目的･目標を整備し、継続的改善と汚染の予防に
努め適切な PDCA を実施する。
５．環境教育の徹底
環境教育を計画的に実施し、意識向上を図り全社一丸となって環境保全活動を展
開する。この方針を文書化し当社従業員及び協力企業構成員へ周知する。
６．環境情報の入手･伝達・活用
グリーン活動ネットワークに参加。製品や製造･販売業者に関する環境情報を積
極的に入手・伝達・活用する。
７．新指針への対応
①2015 年に国連で採択された SDGs を学び、SDGs 宣言を実行するとともに社
員ひとりひとりが環境負荷低減に努める。
②環境省が推進する「COOL CHOICE」に賛同登録。地球温暖化・脱炭素アク
ションにチャレンジする。
８．この環境方針は、会社案内などに記載して、一般の人が入手できるようにする。
２００１年６月１日制定 / ２００５年５月２４日改定 / ２００６年５月１日見直し
２０１９年７月２２日見直し / ２０２１年６月１日見直し

コトナリエ
2021

コトナリエ実行委員会
事務局 HP QR コード

光のイルミネーションに囲まれた幻
想ムード漂う会場は、夏の夜の風物詩
として、たくさんの人が訪れます。

コトナリエの理念
「光で地域をつなげ輝かせる」
3 つの E
◆Ecology(自然環境保護運動)
◆Economy(経済)
◆Education(教育)
コトナリエ実行委員会では、3 本柱の
上にこそ、人々にとって恒久的な幸せ
をもたらす活力が生まれると考え、そ
の実現を目指しておられます。

開催場所 池庄町／ひばり公園
（東近江市池庄町 610 番地）
コトナリエ 2021 は初日のステージ
イベント・花火をはじめ開催期間中
のイベントは開催されません。
また、シャトルバスも運行いたしま
せんのでご注意ください。
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これまで以上に幅広い視点で、お客様
へのお役立ちと主体性を発揮する自律
した組織づくりに一所懸命努めます。よ
ろしくお願い致します。
営業 課長 藤村

技術営業として職種をより高め、部署間の情報
交換を推進し、お客様とのコミュニケーション強
化を図り、社業発展のために励んでまいります。あ
りがとうございます。
技術営業 課長 村田

この度 課長となり、部下の指導・育成
に邁進すると共に、今まで以上にお客様
にお喜びいただけるよう精進してまい
ります。ありがとうございます。
技術営業 課長 菱田

お客様のお喜びは私の喜び！という精神のもと
お仕事のお役に立てる商品のご提案はもちろん
一緒に地域を盛り上げ、成長していけるように顔
晴りますので、どうぞよろしくお願い致します。
営業 主任 奥村

ご指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

県立学校各教室に電子プロジェクターを 1280 台納入！
学校教室のＩＣＴ化推進の機材として導入されました。現在設置中です。

超短投写プロジェクター
｢MC-TW3506J」

さまざまなシーンで便利
に使える電子黒板機能。
超短投写プロジェクター
「MC-TW3506J」は、投
写画面上に文字や図形など
を書き込める電子黒板機能
を内蔵。 専用のボードがな
くても大画面で電子黒板機
能が使用できます。 プロジ
ェクターにパソコンを接続
している場合には、投写画
面上で操作することも可能
です。

Point1：投写画面上からパソコン操作
投写した画面上で付属のインタラクティブペ
ンを使ってパソコンのマウス操作ができます。
Point2：画面へ直接書き込める
付属のインタラクティブペンを使って投写画面
上に文字や図形などを直接書き込めます。
Point3：明るい場所でも鮮明な画像
高度な映像処理技術によって、明るい室内でもよ
り鮮明でリアルな映像を再現します。

封筒は、フタ(フラップ)の部分とオシリの部分の厚みが異なるため、そのまま給紙台に
積載するとオシリの部分が給紙ローラに強く当たってしまいます。また、コピー用紙とは
異なり袋状になっているため、給紙ローラの搬送力がうまく伝わらないことがあります。
機械自体の給紙性能を上げる部品である封筒給紙アイテム(有償)をご活用いただくこと
で、封筒の給紙が安定するだけでなく様々な用紙の給紙が安定しやすくなります。ご興味
のあるお客様は担当技術営業にご相談ください。

カタログより薄く
約 2.8cm

※封筒の反りが酷い場合は、真っ直ぐに補正しなければならないこともあります。
封筒給紙アイテム
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カタログ厚と同じ
約 3.5cm

KBM ありがとう通信 「ありがとうがいっぱい」

Vol.２８５ ２０２１年８月

圧倒的な生産性、信頼という品質
バ

レ

ザ

ス

カット紙カラーインクジェットプリンター

理想科学工業株式会社より今までのオルフィス GD シリーズの
生産性を大きく上回る新商品「バレザス」が発売されました。そ
のスピードは両面毎分 320 ページ。ダブル給紙・排紙構造の採
用により、機械を止めることなく連続プリントが可能になりまし
た。さらに省スペース＆100V 電源に対応で設置場所の選択肢が
広がります。また、業務に合わせて選べる検査装置を用意しまし
た。圧倒的な生産性と高い信頼性を兼ね備えた１台、それが
VALEZUS T2100。長年に亘り培ったハイボリュームプリント
技術を結集した RISO 初の本格プロダクションプリンターです。

両面

３２０

ページ/分

カット紙領域で
圧倒的な生産性

８,０００

枚

コンパクトな設置スペー
スで大量の給排紙に対応

【RISO 関西営業部バーチャル展示会のご紹介】
１．開催期間
7 月 15 日（木）～8 月 31 日（火）
２．URL https://riso-webfair.com
上記 URL か QR コードよりログインしお客様情報を
ご登録頂きますと展示会の URL が送られます。

業種別ブース、機種別紹介コーナー、オンラインデモなどご体感頂けます。
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自然環境クリーンデー 水の日
金銀の日 カレーうどんの日
学制発布記念日 ハサミの日
箸の日 吊り橋の日 ゆかたの日
世界ビール・デー ハンコの日
World Wide Web の日 広島平和記念日

立秋（二十四節氣） 機械の日
山の日 東京オリンピック閉会式
振替休日 長崎原爆忌
ありがとう清掃活動の日
健康ハート週間（8/10～8/16）
君が代記念日 配布の日
左利きの日 函館夜景の日

夏期休業 専売特許の日
夏期休業 終戦記念日
夏期休業 電子コミックの日
プロ野球ナイター記念日
高校野球記念日 米の日
俳句の日 バイクの日
交通信号設置記念日
パーフェクトの日 献血の日
チンチン電車の日 藤村忌

処暑（二十四節氣） 白虎隊自刃の日
ポンペイ最後の日
道路防災週間（～8/31） 川柳発祥の日
人権宣言記念日
『男はつらいよ』の日
民放テレビスタートの日
文化財保護法施行記念日
ハッピーサンシャインデー
防災週間（8/30～9/5） 野菜の日

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。
8/14～8/16 夏期休業とさせていただきます。

**編集<幸>記**
今年も RICOH Value Presentation2021 はオンラインで開催されます。今求められて
いる新たな働き方への変革や、更なるデジタルサービスについて、業種ごとの課題解決や、
業務プロセス改善など、事例を交えてご紹介します。ぜひ御覧下さい。

１．開催期間
7 月 12 日（月）～8 月 4 日（水）
２．URL https://vpre.ricoh.co.jp
ご視聴頂くには、上記 URL か QR コードよりログインし、新規参加登録をお願いします。

他にも様々な業種向けの WEB セミナーや事例をご用意しております。
活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案
URL：http://www.kbm.co.jp

e-mail：arigato@kbm.co.jp
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史上初の二刀流で、MLB オール
スターとホームランダービーの出
場を果たした大谷翔平選手。193
cm の長身で、並みいる大リーガー
に引けを取らない彼の活躍は、米
国でも絶賛だが、テレビの前の日
本人にも大フィーバーだ。
価値ある本塁打を打てば、ニコ
ニコ顔でベンチへ戻ってハイタッ
チ、屈託のない笑顔、ESPN の看板
女性記者マーリー・リベラさんは
「なんてナイスガイ。すっごくよ
くしてくれた」と、早くもゾッコン
だと言う。素直な感情表現と、日本
人らしい礼儀正しさではないかと
コメントする記者もいる。
国籍・人種を問わず、多くのファ
ンから末永く愛される好感度抜群
の「翔平スマイル」で、元氣エネル
ギーを全世界に届けてほしい。
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