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　縮景園は広島藩主浅野長晟が、元和 6 年から別邸の庭園として

築成されたもので、作庭者は茶人として知られる家老の上田宗箇

です。広島市内の中心部に位置し、現代の街並みに拡がる四季折々

の自然豊かな庭園で、写真は『冬咲き牡丹展示』のワンシーンで

す。縮景園は広島県内外を問わず多くの方の憩いの場としても親

しまれています。新型コロナウイルス感染症対策には十分ご留意

いただき、足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

『縮景園』（広島市中区）組合員メリットについて　Part1

全印工連オンラインセミナー

従業員が新型コロナウイルスに
　　　　　　感染した時の対応について

共創ネットワーク通信

新規顧客開拓のための
　　　　　　　オンライン営業の進め方

2023全日本印刷文化典広島大会・事務局だより
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　死亡・高度障害の他、不慮の事故による障害や入

院について、24 時間保障する従業員の共済制度。弔

慰金、見舞金等従業員の福利制度として役立ちます。

保障額は100万円から1,000万円までの11コース、

掛金月額は男性 359 円・女性 302 円から、割安な

掛金で大きな保障が得られます。

ポイント

・新規加入は 70 歳 6 ヶ月まで、継続加入 75 歳 6 ヶ

　月までと、高齢者までカバー。

・加入期間を満了した場合は長寿祝金 (30,000 円）

　が贈られる。

・加入時の医師の審査は不要（告知のみ）

・企業が掛金を負担する場合、掛金は全額損金扱い。

・従業員の個人負担加入や配偶者の加入や少人数で

　の加入も可能。

・1 年ごとの収支により、配当金を還元します。

メリット

【加入例】

・22 歳男性（保険金額 200 万円）の掛金月額：

　907 円　配当金を除く実質的な掛金：680 円（配

　当率は 25％として算出）

【某共済総合保障 1 型＋入院保障 2 型の例】

・22 歳男性（保険金額 210 万円）の掛金月額：3,000

　円

・配当金を除く実質的な掛金：2,046 円（配当率は

　31.81％として算出）

【算出式】

年間保険料総額× 10％

（加入内容により違うが、最低これ

ぐらいの効果があると推定される）

退会時の対応………………継続不可

　生命共済制度を補完する共済制度。

　入院保険金、手術保険金、先進医療・放射線治療

の保険金、三大疾病で入院した場合の一時金などを

補償します。

　プランによって葬祭費用保険金・退院後通院保険

金・がん補償も用意されている。

ポイント

・病気、けがともに 1 日目の入院から最大 120 日ま

　で補償。日帰り手術も補償。

・加入時の医師の審査は不要（告知のみ）

・スケールメリットを活かした団体割引 10％が適応

　される。

・組合員企業の役員・従業員はもちろんのこと、そ

　の配偶者、子供、両親および同居の親族まで加入

　できる。

メリット

【加入例】

･ 22 歳男性（入院保険

　金額 1 万円［1 日］）

　の掛金月額：3,071 円

【某共済入院保障 2 型に特約付加（先進医療、三大

疾病）の例】

･ 22 歳男性（入院保険金額 1 万円［1 日］) の掛金

　月額：5,400 円

・配当金を除く実質的な掛金：3,682 円（配当率は

　31.81％として算出）

【算出式】

年間保険料総額× 10％

（加入内容により違うが、最低これぐらいの効果があ

ると推定される）

退会時の対応………………継続不可

組合員メリット Part Ⅰ【共済編】

①生命共済 ②医療・がん共済
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　機械設備の事故による損害を補償する共済制度。

　掛金は一般の機械保険に比べて、大幅に割安です。

（オプションで、風水害・地震災害による損害も補

償可）保険金額（設備総額）1,000 万円（風水害あ

り）の場合、掛金月額は 1,260 円です。

ポイント
・事故が発生した場合、修理代が共済金として支払
　われるため、経営安定に役立つ。
・保守契約の見直しをすることで、経費の節減がは
　かれる。
・掛金は全額損金または必要経費となる。

メリット
【加入例】
・工場内機械設備・装置（2 億 5800 万円）の年間
　保険料：389,000 円

【某損害保険会社の例】
・工場内機械設備・装置（2 億 5800 万円）の年間
　保険料：1,410,000 円

【算出式】
年間保険料総額× 200％

（加入内容により違うが、
最低これぐらいの効果が
あると推定される）
掛金は一般の機械保険と比較して約 3 分の 1 の水準

退会時の対応………………継続不可

※掲載している組合員メリット Pret Ⅰ【共済編】は、平
　成３０年４月１３日に全日本印刷工業組合連合会より発
　行された「組合事業メリット一覧表」を参照して作成し
　ています。ご契約の際は、最新の情報をご確認ください。

③設備共済 ④災害補償共済
　就業中の災害に対する従業員への補償金の支払い
を補償する共済制度。
　従業員が業務遂行中・通勤途上で災害に遭遇し、
身体に障害を被った場合に政府労災保険に上乗せし
て支払われるコースと労災保険とは関係なく独自請
求できるコースの 2 種類がある。

ポイント
・加入手続きは簡単、年齢制限なし、無記名式。
・就業中の災害に対する思わぬ会社の出費をガード
　する。
・掛金は全額経費として損金処理ができる。
・政府労災保険の給付決定を待たずに保険金を受け
　取れる。

メリット
掛金の算出が加入企業の売上高によって算出される
商品にシフトされているため、比較はできない。

【算出式】
年間保険料総額× 200％

（加入内容により違うが、最低これぐらいの効果が
あると推定される）
掛金は一般の機械保険と比較して約 3 分の 1 の水
準

退会時の対応………………継続不可
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リコージャパン株式会社 PP事業部 中国グループ

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀3－33 広島ビジネスタワー15F

TEL:082-511-2475  FAX:082-511-2702

ネオンイエロー・ネオンピンク・ホワイト・クリア印刷対応
最大360g/㎡の厚紙印刷対応
330.2×1,260mm長尺印刷対応
レザックや封筒など様々な用紙への対応力UP

ビジネスを変革する表現力

【全印工連オンラインセミナーのご紹介】
　全印工連では、オンラインにて動画を配信しています。下記に、その一部をご紹介させていただきます。自社の
経営に活かせる内容がありましたら、下記アドレスよりご視聴ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ご視聴には Video Streaming Studio が必要となります。必要に応じてダウンロードしてください。 　　　　
　　　
　経営革新マーケティング委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

「ニューノーマル時代の営業戦略」
　想定外的なコロナ禍による経営への悪影響、今後まだまだ続く厳しい現実を正しく把握し、生き残り勝ち残りに向けての中小印刷会
社としての営業戦略を探り、ヒントや刺激を発信します。
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/706dc2fa8bcfea2aa713b638ced4747b7098d22c
　環境労務委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

「幸せな働き方改革～業績向上に繋がるを Happiness Company を目指して～」
　STEP4 多様な働き方を実現する「就業規則整備」と STEP5 顧客価値の創出貢献と人事評価を連動させた、わかりやすい「人事評価・
給与規定の整備」の紹介をいたします。
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/6c075db8c7de750af8333d6af190886d7ac66586
　組織共済委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

「コロナ下における支援策～国と組合が出来ること～」
　時代が大きく変わる時、未来へ舵を切る事が必要です。同時に今を生き抜かなければなりません。「生きてこそ」、この言葉が普段よ
りも重みを持つ今だからこそ、国や組合が皆様を支援できる事業を体系的に案内します。
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/fd9abfe1c5b05e703d1273c62d5256fcbe30d3a7
　教育研修委員会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「利益を上げるなら、社員を育てろ！」
　アフターコロナを見据えて、印刷営業士、DTP 検定、Abobe ライセンスの 3 つの角度から教育を提言します。かなり面白い動画に
仕上がっていますので、ぜひご視聴ください。
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/a53f7379f039ecdff8b9199ee93df23dad8df7ae

「印刷営業士の試験が新しくなった件」
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/fcf0ea2abf16e7ae5c140346593afb4ac2d94524

「技能検定プリプレス職種 (DTP 作業 ) が収益 UP に効く件」
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/edb8ae8188efbca9b65d82f4d74faa0c08d98d62
　CSR 推進委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

「調達が変われば、企業が変わる、社会が変わる！」
　印刷会社が地域や世界の課題解決に対しても貢献できる産業であることを伝え、私たちがこれまで推進してきた取組や認証制度が評
価される調達制度の実現を目指します。
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/d13f04221bce6b3544c173c25e0d0724a27de446

■全印工連テクニカルセミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「Adobe MAX 2020 特別編」
　https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/4317b6876d030c5ce820f9e9ae69210fdbccbece
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【広島県中小企業団体中央会からのお知らせ】

　個別の感染事例を職場内クラスターに発展させないために、従業員の調子が悪い時は雇用主が従業員を休ませ、早期受診に
繋げるとともに、適切な対応を講じる必要があります。
　従業員の調子が悪い （熱や咳，倦怠感などの風邪の症状がある）場合は、仕事を休ませ自宅療養させて、かかりつけ医に相
談し、受診するよう指示してください。
　まずは、かかりつけ医等に電話相談させ、相談先の医療機関で診療・検査できない場合は他院を紹介してください。
　相談先に迷ったら（受診・相談センター） 『積極ガードダイヤル』 身近な医療機関をご案内ください。

・広島市 082-241-4566 （広島市各保健センター）　　　　　　　・呉市 0823-22-5858 （呉市保健所）
・福山市 084-928-1350 （福山市保健所）　　　　　　　　　　　・それ以外 082-513-2567 （県の保健所・支所）
　診療・検査医療機関受診後陰性の場合は、復調後、勤務再開してください。

＜本人＞
• 事業所に陽性であった旨を連絡してください。
• 医師・保健所等の指示に従ってください。
• 医療機関に入院又は宿泊療養施設で療養となります。
• 症状が軽快すれば，発症後１０日で退院（退所）となり
　ます。

＜企業＞
• 保健所の積極的疫学調査に協力してください。
• 従業員の２週間の行動履歴を確認します。（接触した人
　物や マスクの有無、３密の場所への出入り等）
• 濃厚接触者（必要に応じて接触者）は、ＰＣＲ検査を受
　けていただき、自宅待機を指示してください。
• 保健所に相談し、感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の
　勤務場所を消毒してください。
• 一般向けに周知が必要な場合は、保健所等に相談し、プ
　レス発表やＨＰでの公表などを検討してください。 
• コロナ対応のＢＣＰ（事業継続計画）を策定している場
　合は実行してください。

＜他の従業員＞
濃厚接触者
• 濃厚接触者に該当した旨を事業所に連絡してください。
• 保健所からの指示によりＰＣＲ検査を受けていただきま  
  す。 
• 陰性の場合、医師・保健所等の指示する期間（最終接触 
　日の翌日から２週間）中、自宅待機となります。
• 自宅待機期間終了後、発症しない場合は保健所等に確認 
　のうえ出勤可能となります。

濃厚接触者ではない方（接触者）
• 濃厚接触者に該当しなかった旨を事業所に連絡してくだ
　さい。
• 保健所と事業所の指示に従い、必要に応じてＰＣＲ検査、
　自宅待機となります。
• 検査の結果，陰性で発症していない場合は、職場の許可 
　を得て出勤可能となります。

陽性の場合

『従業員が新型コロナウイルスに感染したときの対応について』

【企業の普段からの備え】
• まずは、基本の感染症対策を守りましょう（３密回避、マスク、手洗い・消毒、換気）
• 冬場は，加湿も重要です。飛沫拡散を防ぎます。 
• 責任者を決め、産業医を活用しましょう（感染予防対策の体制）
• 毎日の従業員の健康観察を行い、少しでも体調不良者がいれば休ませて検査を受けさせましょう。 
• テレワークや時差出勤を積極的に取り入れましょう（通勤）
• パーテーションの設置、人員配置、消毒液の設置、換気、休憩スペース・手でよく触れる場所の清掃・
消毒、訪問者の記録等「オフィスガイドライン」（経団連）に沿った対策を講じましょう。
• 広島コロナお知らせ QR を飲食店、イベント施設等利用の都度、読み込むように従業員に促しましょう。
• 新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）の登録を従業員に促しましょう。
• ＢＣＰ（事業継続計画）の策定も検討しましょう。
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　全印工連の共創ネットワーク通信で、コロナ禍でのビジネスチャンスを広げる良きツールとして、組合員メリッ
トを活かせるよう自社の強みを掲載されてみてはいかがですか。実際に掲載された例を紹介します。

共創ネットワーク通信を利用して
コロナ禍のビジネスチャンスを

社名を使命に。美術印刷が得意です。
アート印刷株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　美術館の展覧
　　　　　　　　　　　　　　会で使用される
　　　　　　　　　　　　　　広報物（ポス　
　　　　　　　　　　　　　　ター・リーフ　
　　　　　　　　　　　　　　レット）や記録
　　　　　　　　　　　　　　し保存するため
の図録、ミュージアムショップで販売されるポ
ストカードやレターセット、一筆箋などの制作
が得意です。

観光案内の翻訳はお任せください
株式会社ハイマンインターナショナル

　　　　　　　　　　　　　　　ハイマン イン
　　　　　　　　　　　　　　ターナショナル
　　　　　　　　　　　　　　では、外国人観
　　　　　　　　　　　　　　光客向け観光案
　　　　　　　　　　　　　　内、ホテル宣伝
　　　　　　　　　　　　　　パンフレット、
ウェブサイト、看板など様々な宣伝媒体の翻訳
と制作のお手伝いをさせていただいておりま
す。

輝く箔押し加工が好きなんです〟と言う
思いで取り組んでいます。

イチカワ印刷株式会社
　　　　　　　　　　　　　一般的な　〝ホッ
　　　　　　　　　　　　トスタンプ〟の加工
　　　　　　　　　　　　を行っていますが、
　　　　　　　　　　　　「手の掛る加工を形
　　　　　　　　　　　　にしていくのは元よ
　　　　　　　　　　　　り、普通の加工でも
　　　　　　　　　　　　手間を惜しまず精度
を上げていく。」をモットーに、より良い品質を
お客様にお届け出来るよう、日々、技術の向上
を目指しております。箔押し加工の事でお悩み
の印刷会社様、特に広島県・岡山県で発注先を
お探しの方は、是非ともご検討下さいませ。

ユニークなクリアファイル＆
オリジナルノベルティをお探しなら！

三和綜合印刷株式会社

　　　　　　　　　　　　広島県福山市にてク
　　　　　　　　　　　リアファイルを中心　
　　　　　　　　　　　に、PP（ポリプロピレ
　　　　　　　　　　　ン）、PVC（塩ビ）シー
　　　　　　　　　　　トなどを使用したオリ
ジナルノベルティを受注生産しています。商品
開発から後加工まで自社で行い、Web を活用
した受注体制にて全国よりご注文いただいてい
ます。

小ロットのシール・小物パッケージ…
カッティングします
有限会社広島入力情報処理センター

　　　　　　　　　　　　★イベント販促品、
　　　　　　　　　　　季節・限定商品・試作
　　　　　　　　　　　品・サンプルを出した
　　　　　　　　　　　い・営業で提案したい
　　　　　　　　　　　…等で必要な数だけの
　　　　　　　　　　　パッケージが欲しい場
合、商品を形にします。
従来の成果物も、ちょっとした工夫で見直し提
案してみませんか？

【SIAA 取得済】軟質塩ビの抗菌マスクケース　
オリジナルデザインをフルカラーで印刷可能！

モンデン化成株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　マスクの一時
　　　　　　　　　　　　　　保管や新しいマ
　　　　　　　　　　　　　　スクの収納に　
　　　　　　　　　　　　　　は、抗菌加工が
　　　　　　　　　　　　　　施されたマスク
　　　　　　　　　　　　　　ケースが安心安
　　　　　　　　　　　　　　全です。
　弊社では SIAA を取得した軟質塩ビの生地を
使用し、オリジナルデザインでマスクケースが
製作できます。

※詳しくは、全印工連のホームページをご覧ください。
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【お知らせ】

　新型コロナウイルス感染の脅威が続くなか、リアル営業からオンライン営業にシフトする動きが目立ってきまし
た。働き方改革によるテレワークの導入、DX（デジタルトランスフォーメーション）によるデジタル化の推進と、
業務自体のオンライン化を進めていかなければならない時代です。印刷業界でもオンライン営業に注力していく必
要があり、従来の営業のあり方を変えて新規顧客開拓を図っていかなければならない状況です。まずは、売上を確
保していくために、営業を強化し受注に繋げていく必要があります。印刷会社にとって最重要課題と言える新規顧
客開拓のためのオンライン営業の進め方を考察します。

〒116-0011　東京都荒川区西尾久4-25-3
〒540-8520　大阪市中央区和泉町2-2-2
〒460-0002　名古屋市中区丸の内2-4-20
〒060-0041　札幌市中央区大通り東3-1
〒816-0053　福岡市博多区東平尾1-18-54

（株）内田洋行グループ企業

認証取得企業ISO14001
ISO  9001

070606

www.utecs . co . jp

☎03（5901）2171
☎06（6920）2460
☎052（220）5270
☎011（241）2825
☎092（624）9988

紙枚数計数機

AT-twin
カウントロン

めくりクセがつかない計数機に
ダブルヘッド型が新登場

用紙端２ｹ所の同時計数により
精度向上と時間短縮を実現

NEW

『新規顧客開拓のためのオンライン営業の進め方』
～見込み客を作り、能動的にアプローチを行う～

《対面のみの営業は商談機会の損失に》
　コロナ禍の現在では、直接会って面談するリアル営
業だけでなく、ICT の進展でオンライン営業に拍車を
かけた状況にあります。そのため印刷会社の営業も市
場の動向に合わせたオンライン営業を取り入れる必要
が出てきました。

《メルマガを使って見込み客づくりを》
　見込み客づくりには、大きく分けて「Web サイト
にアクセスしてもらう受動型」と「ターゲットを絞っ
て見込み客を設定しアプローチする能動型」の 2 つが
あります。そのため、オンライン営業を進めるに当たっ
て Web サイトは必須となります。

　　　　　メルマガマーケティングの流れ

① 見込み客リストの作成
　・名刺　　　　　　　　　　・アンケート
② メルマガの作成 ･ 配信
　・印刷ノウハウの紹介　　　・チラシ制作の要点
　・紙媒体の紹介　　　　　　・紙の価値のアピール
③ 見込み客への対応
　・問い合わせへ返信　　　　・メールのやり取り
　・見積 ･ 資料の作成　　　　・企画書の作成
④ 具体的な営業活動
　・テレアポ　　　　　　　　・メルアポ
　・オンライン面談　　　　　・リアル面談

《Web to Print や印刷通販の導入を》
　Web to Print は営業戦略は違えども、業務の効率化、
人手不足を補う、営業コストを削減するといったメリッ
トもあります。また印刷通販にしても、全国に発信す
ることで、これまでアプローチしてこなかった潜在顧
客を獲得できる営業ツールとして期待できます。「独自
の商材を売っていくための効果的な営業ツール」とい
う考え方で、印刷通販サービスを導入されることをお
すすめします。
　いまは ICT やデジタル印刷機が進化したことで、
Web to Print や印刷通販はさほどコストをかけないで
始めることができます。しかも BtoB だけでなく、商
材によっては BtoC にも事業を拡大していけますから、
可能性が広がるツールと言えるでしょう。

《地域に根ざした見込み客づくり》
① 地域社会と積極的にかかわる
　　企画やデザイン面からアプローチし、印刷物の制
　　作に繋げていく
② 異業種交流会の主催
　　親睦を図るイベントや催し物を開催したり、地域
　　社会に役立つ講演を行う
③ 地元企業を集めてコンテンツ作りの勉強会開催
　　媒体制作や広告制作に携わっている企業と一緒に
　　顧客の囲い込みファンづくりに繋げる
④ 小売店や飲食店の集客のためのデータベース管理の支援
　　売上が落ちているからこそ新たな広告 ･ 宣伝が必
　　要であることを訴える
⑤ 工場見学・イベントの開催
　　印刷物がどのような工程を経て作られているかを
　　見学していただき、不要になった用紙等を提供する

　　　　　　　　　　　　　【日本の印刷 １月号より】
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〒733－0833 広島市西区商工センター６丁目１－１２
TEL 082-277-2341　FAX 082-277-6818
web site　http://www.tokami.co.jp

◎ 組合のうごき

事務局だより

　新型コロナウイルス感染症予防対策のため長野大会は２０２１年に延期と
なりました。
　それにともない、2022 年開催予定でした広島大会も上記の通り日程が変
更となります。
　今後の社会情勢の変化により、さらに開催状況が変更になる可能性もあり
ます。

【開催場所】　リーガロイヤルホテル広島　　広島市中区基町６番７８号

【開 催 日】　全国大会：2023 年 ( 令和５年 )10 月 13 日 ( 金 )・14 日 ( 土 )　（予定）

　　　　　　夢メッセ：全国大会と一緒に開催予定 10 月 12 日 ( 木 )・13 日 ( 金 )

「２０２３全日本印刷文化典広島大会」通信

～水の流れが大地を創る。人の心が未来を開く～

訃　　報

　県工組特別顧問の広島印刷株式会社　社長　

小下恵壮様 ( 享年７３歳 ) が令和２年１２月

２６日永眠されました。

　長年にわたり、組織共済委員長

及び夢メッセ組織委員長を務めら

れ、ご尽力いただいたことに感謝

申し上げますとともに、心よりの

ご冥福をお祈り申し上げます。 

『真っ赤に燃やせ！印刷魂』

2
　
　
　月

1 月

Web開催

Web開催

Web開催

Web開催

Web開催

Web開催

東京or横浜

環境労務委員会

広島コンピュータ
専門学校DTP技能検定　実技試験

3日

24日

page2021（オンライン開催　8～28日まで）

中国地区印刷協議会（下期）

全青協全国協議会

産業戦略デザイン室会議
8日

6日

広島県職業
能力開発協会DTP技能検定　学科試験7日

19日

Web開催教育研修委員会24日

Web開催経営革新マーケティング委員会25日

※1月の新年互礼会は中止となりました。

組織共済委員会1日

環境労務委員会2日

3
　月


