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学校と保護者をつなぐ連絡手段をデジタル化する「スクリレ」
財源不足に悩む学校の課題を解決する「スクリレポイント」

理想科学工業株式会社は、これまで主に学校市場で活躍する印刷機
をはじめ、長きにわたり、教育現場に寄り添い、役立つ製品・サービ
スを提供してきました。その事業を通して多くの教育現場と触れ合っ
てきた中で、多くの悩みを耳にしました。
中でも危機感を感じたのが「教育活動を充実したくても、財源不足
で実現できない」というお悩みです。
そんな状況を聞いているうちに、理想科学工業株式会社はこれまで
の発想を変えた独自の新たなサービスの開発によって、この課題の解
決に貢献したいと思い始めました。
そして 4 年越しに生まれたのが「スクリレ」です。
決して利益だけが目的ではなく、教育現場を少しでも豊かにしたいと
いう思いがあったため、「基本の利用料を無料にする」「保護者の個人
情報を取得せず使える」という点にはこだわりました。
世の中には他にも便利なデジタル連絡ツールはありますが、導入や
運用に費用がかかります。また利用に際して保護者にさまざまな個人
情報を入力してもらうとなると、それをお願いする先生方の負担も大
きくなってしまう。そういった費用面、精神面、管理面の負荷を下げ
ることを第一に考えました。（https://www.sukurire.jp/concept/より）
当社 KBM も、理想科学工業株式会社様と歩調を合わせ、学校や
PTA の皆様のお役に立てますよう、努力してまいります。ご不明
な点がございましたら、当社まで、お問い合わせください。
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ウクライナ支援募金

2022 年 3 月 代表取締役社長に就任された
株式会社イトーキ 湊 宏司様、パートナー事業
戦略統括部兼パートナー事業戦略企画部部長
石井雅宏様、近畿支店長 中川昭彦様が当社にお越しになりました。
コロナ禍による感染拡⼤を受け、ワーカーの働く領域は拡⼤・多様化し
ました。お客様が｢働く環境｣に期待する価値を具現化するための提案⼒強
化と ICT＆AI 等を活用した商品・サービス拡充により、ポストコロナの
｢働く環境｣づくりを共にサポートとしていくことを確認致しました。

ウクライナから滋賀県に避難され
た方を救援するために「しがウクラ
イナ避難民応援支援金」が募集され
ています。
当社社員から
寄せられた支援
金と会社からの
支援金を寄付い
たしました。
平和が戻ることを願い、
｢滋賀ありがとうの会｣から
もウクライナ大使館へ寄付
を行いました。

KBM ありがとうカンパニーグループ

全社員経営計画ミーティング＆グランドゴルフ大会開催
新型コロナウイルス感染症対策を徹底して、リアルでの「全社員経営計画ミーティング：summit」を開催いた
しました。午前中は、当社 53 期の振返りと次期 54 期に向けての経営計画について、サミット形式で議論を重
ねる時間となりました。また、ミーティングの時間を利用して、下記の検定試験の合格証授与なども行いました。

ＲＤＰマスター級合格者

ＲＤＰ１級

合格者

ＲＤＰ２級 合格者

(内 1 名欠席の為、代理)

【RDP 検定】
ＲＤＰ(リコー･ドキュメント･プロフェッショナル)検定は、リコーグループおよび販売店の社員を対象とした検定で
す。リコーグループのコア事業であるドキュメント分野を主眼に「職種別専門知識習得」を効果的に行うた
めに必要な「販売ベース知識習得」を目的として実施され、年２回全社員が受験しています。

午後からは、２年ぶりのグランドゴルフ大会。
「健康経営🄬」の取り組みの一環としてコミュニ
ケーションの機会、健康管理上の運動の機会とし
て開催いたしました。１組３名の少人数グループ
でのプレイとし、感染対策に配慮しながらも、笑
顔・笑声が飛び交う「ありがとうカンパニー」の
恒例行事がひとつ戻ってきました。

個人表彰 入賞者

NI コンサルティング認定インスト
ラクター合格者 (内 1 名欠席の為、代理)

ホールインワン賞 5 名

(1 位、2 位、3 位、10 位、20 位、30 位、BB 賞）

グループ表彰 １位

グループ表彰 ２位

グループ表彰 ３位
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～新人への共通 Question～
Q１：KBM に入社して感じたことは？
Q２：入社後、自分自身で成長したと感じる点は？
Q３：紹介できるエピソードや話題などは？
Q４：新しく始めたいことやチャレンジしたいことは？
Q５：どんな人になりたいですか？

--ありがとう営業本部 システム技術営業課 草津支店 YS さん-A１：皆さん優しく、よく笑っている方が多いなと感じました。
A２：知らないことに好奇心をもって勉強できた点です。
A３：先輩や上司にご飯を奢ってもらったことが新鮮でした。
A４：健康の為に運動する機会を増やそうと考えています。
A５：イチローのように一歩ずつ力をつけていこうと思っています。
・・・先輩からのメッセージ・・・ 「依頼した作業内容を確実に行えるようになっ
てきました。トラブル対応も、単独で解決出来るようになったと思います。一つ一つ
確実に知識を身に着け、現場で活かして行きましょう。
」
--ありがとう営業本部 システム技術営業課 本社 OK さん-A１：社内でのコミュニケーションがたくさんあり、活氣があると思いました。
A２：ネットワークの基礎的な知識が身についたと感じております。
A３：最近試験勉強をして、NICI の資格を獲得しました。
A４：ネットワークで必要な知識や経験にどんどんチャレンジしていきたいです。
A５：星野源のように繊細さと芯の強さのある人になりたいです。
・・・先輩からのメッセージ・・・ 「営業担当の方から依頼された内容をそつなくこな
せるようになりました。作業中で疑問に感じた事を、論理的に考えて結論が出せるように
なってきたと感じます。ネットワークの知識を確実に学び、願晴っていきましょう。
」
--技術営業 FA さん-A１：KBM に入社して感じたのは、とても温かく優しい方が多いことです。
A２：日ごろから人への心遣いや感謝を大切に意識するようになりました。
A３：嬉しかったのは、RISOGRAPH SF の試験がよい結果だったことです。
A４：RISO TECHNICAL CHAMPIONSHIP にチャレンジしたいです。
A５：池上彰のような落ち着いた知的な人になりたいと思っています。

・・・先輩からのメッセージ・・・ 実機練習での繊細な部品脱着にビックリしまし
た。初めてと思えない機敏な動きとガッツ溢れる姿が印象的で、これからの成長が楽
しみです。じっくりと、下学上達を心がけて技術の習得をしていきましょう。
--技術営業 TA さん-A１：コミュニケーションが活発でとても明るい雰囲氣を感じました。
A２：研修を通して、少しづつ知識や技術を身につけられたと思います。
A３：休日は自宅で過ごすことが多いので運動不足解消に体を動かしています。
A４：もっと知識や技術を身につけられるよう努力していきたいと思います。
A５：イチローのように地道な努力を続けられるような人になりたいです。
・・・先輩からのメッセージ・・・
出社時、自発的に社屋の掃除をするなど、
前向きな行動にとても感心しています。これからお客様先に訪問することも増
えますので、大いに学んで更に成長されることを期待しています。
-- 営業 TY さん-A１：活氣があって、皆さまがハキハキと動かれている印象を受けました。
A２：早寝早起きの生活リズムが整い、規則正しい生活が送れるようになりました。
A３：キャンプ、サイクリングなどのアウトドアにチャレンジしていきたいです。
A４：パソコンに強くなりたいので、その勉強を顔晴っていきたいです。
A５：神木隆之介のような爽やかな男になりたいです。
・・・先輩からのメッセージ・・・ 研修先のメーカー様や、営業の先輩方から“優秀
で将来有望である”という声を聞いています。私自身、素直で真面目、機知にも富ん
だ TY さんに、とても期待しています。
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経費精算クラウド「楽楽精算」は、交通費、出張費交際費精算など経費に関わる
全ての処理をまとめて効率化できるクラウド型の経費精算システムです。
経費の事前申請～精算～処理までのすべての工程をワンストップで効率化。
各フェーズにおける入力や確認の手間を削減する機能をそろえています。

電帳 法
対応

電子請求書発行システム「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細など
の帳票を WEB 上で発行するクラウド型のシステムです。
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決算棚卸

国際子供の日

横浜港開港記念日、ローズの日
雲仙普賢岳祈りの日、測量の日

小林事務機株式会社設立記念日
第 72 回全国植樹祭しが 2022

芒種（二十四節氣） 兄の日
母親大会記念日、むち打ち治療の日
学校の安全確保・安全管理の日
ロックの日

ありがとう清掃活動の日
傘の日、雨漏れ点検の日
児童労働反対世界デー、恋人の日
小さな親切運動スタートの日
世界献血者デー、五輪旗制定記念日
信用金庫の日、生姜の日
和菓子の日、ケーブルテレビの日
砂漠化および干ばつと闘う国際デー
海外移住の日、おにぎりの日
ベースボール記念日、朗読の日
世界難民の日、健康住民の日

夏至（二十四節氣） がん支え合いの日
ボーリングの日、かにの日
オリンピック・デー
ＵＦＯ記念日、ドレミの日
住宅デー、指定自動車教習所の日
国連憲章調印記念日、露天風呂の日
メディア・リテラシーの日、演説の日
貿易記念日、パフェの日
佃煮の日、星の王子さまの日
ハーフタイムデー、トランジスタの日

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。

**編集<幸>記**
統計によると、コロナ前に比べて
37.6％の方が、コミュニケーション
総量が「減った」と回答。どのような
｢集まり」が減少したかでは、｢ラン
チや飲み会」、｢研修やイベント｣とい
った場に加え、仕事とは関係のない
雑談や他部署や社外の人との新たな
出会いなどが減少していると答えた
人が 40％を超えた。コミュニケーシ
ョンの手段としては 、対面方式が
67.1％の減少の回答となった。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。
※ １．導入社数 10,000 社突破は 2022 年 4 月時点
職場のコミュニケーションの変化
２．デロイト トーマツ ミック経済研究所「電帳法対応進むクラウド型経費精算システム市場の実態と展望」
による中長期的な課題としては、
（ミック IT リポート 2021 年 6 月号: https://mic-r.co.jp/micit/）より※
１位:仕事のノウハウが継承されな
い（29.7％）
、２位:職場の一体感やチ
ームワークが弱くなる（28.9％）
、
３位:離職者ややる氣のない人が出
てくる（22.1％）があげられていた。
雑談は OK で、しかも体を使い、
平素は格別のお引立てをいただきありがとうございます。
日頃交流のない仲間とのコミュニケ
さて、弊社では決算棚卸のため、ご注文いただきましたサプライ商品の
ーションが生まれる「グランドゴル
お届けや修理の訪問に遅れが生じることが予想されます。大変ご迷惑をお
フ大会」の効能は大きいかもしれま
かけしまして申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
せん。是非お勧めいたします。

決算にともなう 6 月１日(水)
配送・修理について

活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案
URL：https://www.kbm.co.jp

e-mail：arigato@kbm.co.jp
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