ブラッシュアップ・ジャパン株式会社

万 人︒取 引 先 数５000社

第二新卒の採用活動で
若手活用の可能性を探る

第 二新 卒 者 登 録 数

離職率は約 ％︑従業員300人以下の企業では４

しいです︒新卒者が採用できても︑入社３年以内の

﹁新卒採用は求人倍率の高止まりと少子化で大変難

伺いました︒

表 取 締 役 社 長の秋 庭 洋さんに︑現 代の採 用 事 情 を

就 職 支 援 サービスを提 供 する草 分けです︒同 社 代

アップ・ジャパン株式会社は︑第二新卒者の採用・

に上る﹁いい就職.com﹂を運営するブラッシュ

20

この

年︑企業の第二新卒への見方が変わってい

第二新卒採用のメリットを実感し︑
生かす企業が増加

弊社です﹂
︵秋庭さん︑以下同︶

の第二新卒者に特化して人材紹介業に参入したのが

割を超え︑２人に１人が３年以内に離職します︒こ

35

できるメリットも感じていただいています﹂

次面へ

に︑必要な人数が確保でき︑急な欠員に柔軟に対応

もどかしくなります︒第二新卒採用では必要な時期

もう少し採用すればよかった︑というタイムラグが

﹁内 定を出したが状 況 が変わり 採用し過 ぎたとか︑

が︑経営環境はすぐに変わります︒

用できること﹂です︒新卒は入社まで１年待ちます

もう一つのメリットは︑やはり﹁タイムリーに採

スも非常に増えています﹂
︒

新卒採用をやめて第二新卒採用に軸足を変えるケー

採用した企業では︑思いのほか定着率が良いため︑

りも定着してくれるのです︒第二新卒者をスポット

のような過大なイメージを持っておらず︑新卒者よ

す﹂と秋庭さん︒そのため︑
﹁第二新卒者の多くは夢

会の厳しさ〟を体験したことが︑一番のメリットで

つけられます︒それよりも︑実際に会社に入り〝社

﹁ビジネスマナーは１カ月もあればある程度は身に

ます︒他社で教育を受けた経験も長所かと思いきや︑

第二新卒採用の長所には﹁定着率の高さ﹂があり

考える企業も増えました︒

る退社も増え︑一度目のミスマッチは仕方がないと

レゼンが増えた結果︑入社後の大きなギャップによ

用競争の過熱も考えられます︒企業側のバラ色のプ

ます︒その理由には︑日本独特の採用戦線による採

10

27
Winter 2019

Vol.
印刷業界の「未来」へとつづく「今」を見つける

グリーン・レポート

採用難時代の人材獲得法

第27回 有限会社エスフィールド
「定石の逆を行く“何でもやる”発想で事業拡大」

印刷会社の先進事例レポート
「革新の現場」
かつてない加工表現を生む
レーザー加工機の可能性

すぐに分かる！ 注目の経営手法や市場の
「今」

グリーン・レポート

採用難時代の

人材獲得法

65歳以上の人口が2018年に28％を超え、2016年以降、毎

年の出生数は100万人を切り、未曾有の少子高齢化が進む日

本。
また、
社会構造の変化とともに、
若い働き手の就業観や職業

観も劇的に変化しています。今回は、そのような中、現実の職場

にしっかりマッチした人材を確保するうえで高い可能性を持つ

「第二新卒」と「定年退職後のシニア」に注目。これらの人材の

マッチングに取り組む企業を通してその現状を紹介し、印刷業

界の人材獲得のヒントを探ります。

Winter 2019

ブラッシュアップ・ジャパン株式会社が
運営する第二新卒 者向け求人サイト
「いい就職.com」
https://iishuusyoku.com/

すぐに分かる！ 注目の経営手法や市場の
「今」

グリーン・レポート
﹁印刷業界で働く具体的なイメージ﹂を
伝えることが重要
第二新卒者を採用する業種に偏りはなく︑従業員数
は300名以下の中小企業が８割︑残りは大手企業で
す︒
﹁大手サイトで埋もれがちな企業さんもいます︒人
気の業界ではない︑人気の職種ではない︑人気のエリ

ことも織り込んだ社内体制づくりも必要ではないかと
話しています﹂

んにお話を伺いました︒

﹁社名は創業者の上田研二の発案で︑近い将来シニアが

ない慢性的な労働者不足を見越して︑新たなシニア事

活躍する時代の到来を予見したものです︒
世代によら
ブラッシュアップ・ジャパン株式会社

業の展開で雇用問題へのひとつの回答を示そうとしま

アされた︑優秀な先輩後輩の方々を遊ばせてしまうこ

した︒
上田もわたくしも︑時間も十分にあるのにリタイ

https://www.brushup-jp.com/

入社後のミスマッチが少ない第二新卒の就職希望

下同︶
︒
この思いが高まり︑上田さん自身も会社退職後

なりのストレスと非効率さを感じています︒ですから︑
﹃何か条件が一致すれば︑いきなり社長が会いますよ﹄

可能︒

の 歳のときに高齢社を起業したのです︒

との
﹃もったいなさ﹄
を痛感していました﹂︵緒形さん︑以

いまの求職活動はネット検索ではじまります︒求職
と一歩 踏 み 込 ん だ 採 用 活 動 をすると 興 味 を 持 たれる

印刷業界は仕事内容のイメージがつかみにくく︑
古

者が増えており︑
印刷業界の雇用の有力な選択肢に

者は本人が分かる条件で見るので︑知名度が低ければ
きっかけになります﹂
︒その条件とは︑部活の実績や海

提示や︑若い人を受け入れる環境づくりで︑第二新

い業界と見られがちだが︑
具体的な仕事イメージの

なる︒
入社後のフォローで有効な戦力にすることも

不利になり﹁知る人ぞ知る優良企業﹂はヒットしませ
外 留 学 経 験 があるな ど︑一般 的 なものでもよいそう︒
﹁ウェブサイトで業種と職種を決めて︑検索ボタンを押

正社員の負担軽減など企業側に多くのメリット

緒形さんは︑高齢者が活躍する企業側のメリットに

ついて︑
こう語ります︒

卒の確保および活躍の可能性は広がる︒

しかし︑自分に興味を持つ社長がいれば︑社長に会って

﹁慢性的な人手不足の今︑時間外労働や休日出勤による

さないと始まらない︑と思っている求職者が多いです︒

から仕事内容を聞いてもよいと思う人は多いようです﹂

決めることが多いそうです︒

100名程度の企業が多く︑職種は営業職や制作管理

会社で一番の採用力を持つのはやはり社長︒採用し

が離れることにもつながりかねません︒
この問題を解決

現役社員のストレスは計りしれず︑
せっかく育てた社員

など︑多岐にわたります︒しかし︑求職者側では最初

たいと思えば︑社長が直接口説けるというメリットも

する有用な手段として︑高齢者の雇用があると思いま

千代田区外神田の﹁高齢社﹂は︑ストレートなネーミ

可能なので︑繁忙期や臨時の対応にも有効です︒
事前に

用保険などのコストを省けます︒
また︑柔軟な働き方が

す︒
基本的に派遣社員の形なので︑金銭的負担の高い雇

ングがそのまま事業内容を表す︑ 歳から 歳の高齢

獲得競争は始まっている！
超高齢化時代のシニア活用

株式会社高齢社

から印刷業界への就職を意識している人は少なく﹁印

イメージする方が多いです︒しかし︑私どもが各社に

代のポテンシャルは︑決して低いわけではあ

今の若手の熱量や潜在力は高い︒
入社後のフォローがポイントに
﹁今の

りません︒ リテラシーも社会的な意識も高く︑フォ

への派遣業務を行っています︒
現在の登録社員は約１０

会︑
ガス検針や設備点検︑
施設管理︑
その他一般事務など

チ﹂をスムーズにマッチングさせ︑新築マンション内覧

バリと働けるのにもかかわらず︑
こんなお年寄りで大丈

指摘します︒﹁先入観が大きいのでしょう︒
実際にはバリ

メージと実際について明確な乖離があると緒形さんは

また︑こと雇用においては︑高齢者への一般的なイ

希望調査を綿密にするので︑﹃想像していたのと違う﹄
と

第二新卒者の入社後︑会社に必要な対応は︑ひと昔

００人︒
年商６億円以上に成長するなど︑社会的にニー

夫なのか︑
と年齢だけで判断されがちです﹂
︒

者専門の人材派遣会社です︒
２０００年の創業以来︑高

前とは異なります︒﹁甘いと言われるかもしれませんが︑

ズを集める同社で代表取締役社長を務める︑緒形憲さ

いうことも生まれにくいです﹂

同社では﹁体験入社﹂にも力を入れています︒
﹁ほぼ

入 社 後のサポートは必要です︒企業さんにも入 社１︑

雰囲 気で働 くのか︑それが一番 大

どのような人たちと︑どのような

しても︑実際にどのような職場で︑

ションを合わせて高めることもできるのです︒

く働くことで︑入社した若手と先輩社員とのモチベー

一緒に取り組むこともあります﹂
︒しかし︑それがうま

いただくようお願いしています︒最近はマネジャーも

今 後 の 若 者 の 採 用 と 企 業 の 関 係 は︑ど う な るので

事です︒肌で感じるのがとても大
切なので︑双方が納得してから最

﹁全体では第二新卒で就職活動をする人が増えていま

しょうか︒
みです﹂
︒実際に辞退に至る割合は

す︒大量採用して早期退社が多い会社よりも︑そのよ

終決定しましょう︑という取り組

約２割に減り︑入 社 後のミスマッ

うな方々を上手に採用でき︑社員との関係を良好に保
てる会社が︑今後は強くなると思います︒

チの悲劇を未然に防いでいます︒
同社は次のようなユニークな採

若い人は一つの会 社で働き続ける感覚 がなくなり︑
転職してキャリアをつくろうと考えています︒そこで

用 方 法 も 提 案 し ま す︒
﹁さ ま ざ ま
な企業へ応募すると︑多くの人が

年したら転職して巣立つ

経営者の方々とは︑入社後

ガス関連の国家資格を持つ高齢者を必要とする現場もある

各種の社内研修も実施。
マンション内覧会の業務では新しい設備の確認を行うなどの
フォローも

います︒

内定﹂という採用直前の段階で︑数日から半月︑職場

齢者の
﹁働きたいキモチ﹂
と事業者の
﹁働いてほしいキモ

75

２年は必ず先輩社員のメンターをつけてサポートして

ローをすれば熱量が上がる人が多い﹂と秋庭さんはい

60

取材した内容を詳細にお伝えすると︑前向きに検討を
はじめる人は少なくありません﹂と言います︒より具
体的でリアルな仕事内容の が印刷業界の課題と言え
そうです︒

20

で働いてもらうのです︒
﹁会社概要や待遇の条件は一致

﹁体験入社﹂やユニークな
採用方法でミスマッチを回避

IT

印刷会社で同社を利用するのは延べ約

62

あります︒

社︒従業員

くと﹁こういう良い会社があったんですね﹂と入社を

ん︒しかし︑対面で会社の詳細を説明されて面接に行

アではない︑ということも多いです﹂
︒

ブラッシュアップ・ジャパン株式会社
代表取締役社長の秋庭 洋さん

刷会社の求人をご紹介すると︑就職先としてはじめて

60

書類選考のような途中の作業にか

都市部では駐車取り締まり対策の運転助手の業務が重宝されている

PR
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印刷会社の先進事例レポート

説明します︒

﹁頼もしいことにほとんどの方が﹃もっと働きたい！﹄と

それを裏付けるように︑実際に働いてみると︑企業側

ない仕事に就きたいという方もいます︒
総じて︑現役で

言ってくれます︒
そんな社員たちへのニーズがあるうち

﹁自分の経験を生かしたい方もいれば︑まったく関係の

同社では︑人材を送るだけでなく
﹁企業ニーズに合わ

あることへのこだわりこそがすべてのパワーの源︑第一

とのミスマッチは少ないそうです︒

せて就業上の心構えや就業規則︑安全衛生対策などを

し合いの場を持ち︑働くことへのモチベーションを確認

しています︒

印刷業界での第二新卒︑シニアの活用

AI

やロボットなどが進化し︑労働力の代替手段と

印刷会社からの業務を請け負ってきた舟渡印刷紙工に対して、エンドユーザーに直接営業を行う事業を分社化する形で2005
年に創立。製本では24時間稼働の工場を持ち、断裁、折り加工、中綴じ加工などのサービスを提供している。2013年にオンデマ
ンド事業をスタートさせ、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどにオリジナルプリントグッズ製作販売のWEBショップ「えすぷり」
を出店している。

して期待されますが︑まだまだ普及や低廉化には時

有限会社エスフィールド
代表取締役社長
篠原 勲さん（写真中央）

は︑なるべく継続して働いてほしいと思っています︒
高

埼玉県戸田市美女木東2-5-3
http://www.sﬁeld-i.co.jp/

条件となる︒
意志あれば道あり︒
元気だから働くのでは

案についてはこれらの技術でできるわけでもなく︑や

有限会社エスフィールド

今回︑若手世代とシニア世代の両面から採用・雇

失敗したらしつこく原因を追究して、
成功
する方法を探る。それが新しい技術・ノウ
ハウの獲得につながります

用の状況を見ましたが︑きちんとフォローをすれば

を切り拓いていくことでしょう。

熱意と力を発揮するにもかかわらず︑働くべき場所

を広げてきたエスフィールド。
これからも独自の道

が見つからない若者︑働きたいのに環境が不足して

知見のない分野にもまずは飛び込み、
業務の幅

いるシニアの雇用は︑人材不足に悩む経営者にとっ

への好影響も出てきました。

て︑直接的な解決手段になりえます︒

か。
オンデマンド事業のお客様から、
ポスターやパ
ンフレットの印刷の仕事を依頼されるなど、本業

印刷会社の仕事は一般的にイメージしにくい一方︑

責任感は強まり、
モチベーションは上がっていると

仕事内容を具体的に説明することで︑前向きに考え

イデアを提案するビジネスになったことで、
社員の

しれません︒

なっています。
忙しさは増していますが、
ある程度
自分たちで価格や納期、
品質を決め、
ノウハウやア

学んでもらってから仕 事に就いてもらいます︒
基礎研

はり自社に合った︑モチベーションの高い人材の確保

売上高で本 業の製本 加工業を追い抜く勢いと
同社が版権を持
つ「ウルトラ怪獣
擬人化計画」
のオ
リジナルグッズ。
こうしたビジネス
ノウハウもお 客
様の要 望に応え
る中で得たもの

間がかかります︒
また︑肝心の経営や各部の戦略立

わっており︑企業で短時間でも活躍することで︑さまざ

が重要です︒

元気になります︒
高齢者の再活躍は︑社会幸福につな

がっていると思います﹂

株式会社 高齢社

http://www.koureisha.co.jp

繁忙の差が大きく︑
臨時業務も出やすい印刷会社で

る若者も少なくなく︑分かりやすく伝える努力も重

最近ではオリジナル商品の販売にも注力。
「ウルトラ怪獣擬人化計画」
というキャラクター
の版権を取得し、
グッズを独占販売しています。
オンデマンド事業の業績は順調に拡大し、

は︑
高齢者を派遣社員として雇用するメリットは多

を果たし、
BtoBの注文につながることも多いそうです。

い︒現役社員の残業代と休日出勤の削減もでき︑募

それがお客様に喜ばれてリピートや企業間の口コミにつながり、
材料調達や加工、
企画・
デザイン、
販売方法のノウハウも得られると言います。
また、
楽天市場のサイトが広告の役割

要 だと言えそうです︒取 材を通じて明 らかになった

何でもやる 1個からもやる を貫いています」

集や面接などの労務管理の省力化も期待できる︒

け、
バッジだけなどと、
特化するのが中小企業経営の鉄則とされていますが、
あえて当社は

ように︑一部の印刷会社はすでに第二新卒の求人に

受け、
2日後に納品するくらいのスピード感です。
また、
経験が豊富なので、
どんなものにでも
高品質な印刷ができます。
そして、
1個からでも頼める手軽さも売りです。
本来なら、
ケースだ

印刷業界では︑
長年の現場経験を
﹁即戦力﹂
として再

のでしょうか。
「強みは、
納期、
品質、
ロット数を問わないことです。
納期は例えば、
缶バッジ500個の注文を

乗り出しています︒早 期に手を打つ必 要があるかも

す。
たとえば
「キャラクターのアクリルキーホルダーを10万個印刷してほしい」
といった注文
が、
日本全国から寄せられます。
他社にも同様のサービスがある中で、
なぜ同社が選ばれる

活用できる下地もある︒
比較的簡単な導入教育のみ

現在エスフィールドでは、
ノベルティグッズの製作会社やおもちゃメーカー、
アニメ制作会
社、
芸能プロダクションなどの法人に向けたグッズ製作サービスの比率が大きくなっていま

で︑
高齢者に現場で活躍してもらうことが可能では

手間はかかっても 1個からでも作る

ＣＳ

株式会社高齢社 代表取締役社長の緒形 憲さん

ないか︒

お客様の写真でオリジナルグッ
ズを１点から提供
（左）
。
自社キャ
ラクター
「ぷりお」
のグッズも販売
（上）

齢者には数々の経験に由来する気力・体力・知力が備

同社の現状について︑
﹁設立当時に比べビジネスも大

まな現場でよい影響を与えてくれます︒
高齢者自身は︑

７０

なく︑
働くから元気なのです﹂

充実のサポート体制を敷くことで︑クライアントや働

きくなり︑
結果的に就労者の平均年齢も ・４歳とハイ

84

修︑﹃ ビジネスマナー研修﹄
や
﹃スキルアップ教育﹄
など

き手に安心を提供します﹂と緒形さん︒
高齢者雇用で

移していきました。

再び働くことで生活にリズムが生まれ︑体もどんどん

し、
さまざまな素材を印刷・加工する技術を獲得した後、
BtoCから徐々にBtoBへと軸足を

アベレージをキープ︑最高で 歳の方がいらっしゃいま

す︒
企 業 スロ ー

ン、
ゴルフボールなどへと品目を拡大。
また、
レーザーカッターなど加工の設備も順次導入

ネックになることがあるのが︑若い人に
﹁上から目線﹂
で

対応してしまうケースですが︑それも事前の研修で改

ガンに掲 げて

いる﹃ひとりで

善されるそうです︒

歳以上は労働市場の﹁金の卵﹂

65

も多くの高 齢

者に働く場と

75

高齢者には具体的にどのような働き方がピッタリと

このヒットを皮切りに、
同様のサービスをキーホルダー、
缶バッジ、
コースター、
ボールペ

生 き が い を！﹄

考えると赤字です。
それでもノウハウを得るためと割り切り、
約1年間この価格で続けました」

10

くるのでしょうか︒

の500円で始めたんです。
大量の注文が入りました。
しかし、
原材料費や顧客対応の手間を

の理想に近づ

天市場に出店しました。
その際、
先行する他店との差別化のため、
目玉商品を作りました。
「
『好きな写真やイラストから、
オリジナルのスマホケースを作ります』
というサービスを、
格安

歳 に なった 時

を100円ショップで大量に仕入れて検証を開始。
要領がつかめたところで、
ネット通販の楽

点で社員と話

「スマホのケースが流行っている」
との情報を得ます。
篠原さんは早速、
無地のスマホケース

﹁ケース・バイ・ケースですが︑働き手の都合を優先さ

やっていました」
（篠原さん、
以下同）
。
そしてある時、
印刷機メーカーの営業マンに相談し、

いていると自

印刷し、
発色やインクの乗り具合を調べる。
新規事業の売上が全くない中、
そんなことを毎日

せつつ週３日程度で︑ワークシェアリングできる勤務形

索していました。
代表取締役社長の篠原 勲さんが目を付けたのが、
立体物にも印刷できる
UVインクジェットプリンター。
「最初はプラスチックや木の小物を100円ショップで買っては

負 してい ま す﹂

2005年、
製本加工会社から分かれる形で設立したエスフィールドは、
新規事業展開を模

態が望ましいと考えています︒
２人以上で仕事を分担

まずはUVインクジェットプリンターを買ってみる

と語ります︒

業績を伸ばしています。新規事業の狙いや、軌道に乗るまでの苦労について聞きました。

することで︑体力的な負担を減らせますから︒
収入は月

インクジェットプリンターなどの設備を積極的に導入し、アクリルキーホルダーやスマート
フォンケースなどさまざまな素材に短納期で印刷・加工し、販売する「オンデマンド事業」で、

同社では︑

製本加工を中心とした事業を展開する有限会社エスフィールド（埼玉県戸田市）。近年では、

万円ほど︑年金との併用で生活にゆとりを持

発想で事業拡大」

に８〜

回

たせられます﹂

有限会社エスフィールド
27 「定石の逆を行く
何でもやる

第

緒形さんは︑同社で働く高齢者について次のように

革新の現場

Winter 2019

新しい高性能レーザー加工機が 付加価値 をつくる

かつてない加工表現を生む
レーザー加工機の可能性
あらゆる印刷機の高機能化が進む今、自社を差別化するには――？そんな悩みを持
つ全国の印刷会社で、驚くほど微細な加工性能と手軽な操作性を持つレーザー加工
機を導入する動きがはじまっています。一台で多様なビジネス展開が可能な最新の
レーザー加工機について、販売代理店の株式会社ムサシの担当者に聞きました。
従来は困難だった微細な切り抜き

型も不要！圧倒的な微細加工を
小ロット・短納期で

のほか、マイクロミシンや複雑な折り

株式会社ムサシが運営する完

ら驚きです。導入した印刷会社はそ

全予約制のレーザー加工機専用

れぞれ独自の加工技術に挑戦し、ノ

ショールーム・Flexible Arrow

ウハウの蓄積に日夜まい進しています。

目加工も自由にできるというのだか

平 和 島（ 東 京 都大 田 区 ）で は 、

DTPデータの運用ノウハウが転用できる

最 先 端 の イタリア・S E I 社 の
「FLEXI816T」など最新のレー

ショールームにある「FLEXI816T」を操作する第二営業

ザー加工機を実際に動かして体

本部VPS事業グループ課長の三浦 将氏は、
「導入や操作の
手軽さもお客様に好評です」と話します。

験 で きま す 。こ れ ま で のレ ー

「私自身、基本的なオペレーションは約３週間で覚えられま

ザー加工機は、アクリルや木材
などへ の 切り抜き 加 工による
キーホルダーやグッズ製作に利
用されてきました。最先端のSEI

切り絵加工や、タイポグラフィの繊
細な切り抜きも１枚ずつできるた
め、結婚式のグリーティングカード
などにも活用される

社レーザー加工機ではこれにとどまらず、革、布、フエルトな

した。切り抜き加工はイラストレーター形式のデータを取り
込んで出力し、彫刻加工はJPEGデータを取り込んで階調を
設定するだけで可能です。DTPの扱いも含めて、特に印刷関
連業務では大変導入しやすいと思います」

どの多彩な素材、そして紙への超微細な加工による新しい

一般的なレーザー加工機はフラットベッドと呼ばれ、プ

表現が可能になり、
全国の印刷会社でも導入されています。

ロッターのようにヘッド部がX軸Y軸に移動してレーザーを

第二営業本部VPS事業グループ課長の清水 新司氏は、
「従来は単純に『切る』という印象でしたが、最新のレーザー

▲▶レーザーでは紙や木材、デニム、革、金
などのさまざまな素材に加工ができる（上
は木材、右は革）。鏡と塩ビ以外は加工可能

◀「NRG」でカットされたアクリルの切断面
は「アイスメルト」とも呼ばれ、溶けかかった
氷のような滑らかさがある

照射して加工します。一方、
「FLEXI816T」はレーザー照射
のミラーが動くガルバノレーザーを採用。ミラーが多方向に

加工機は高性能化が進み、
『微細に切り抜く、彫刻する』とい

超高速で動き、
複雑で繊細な加工をクラス最速で行います。

うイメージ」と語ります。
「また、操作性が格段に上がり、まる

「レーザーは非接触なので、刃物ではできない加工を可能に

でDTPソフトを扱うように簡単になりました。加工に型が不

し、また繊維を加工してもほつれにくいです。データの入れ

水
（精製水）
を１か月〜数か月ごとに交換します」
といった程度

要なので、中間コストも手間も省け、小ロット・短納期に対応

替えも早く、ジョブチェンジも一瞬で終わります」

で、
従来の印刷機に比べ、
非常に低コストで運用できます。

できるのも大きなメリットです」と言います。

精緻な「紙の彫刻」で印刷物の価値をアップ
SEI社のレーザー加工機は、なんと紙の厚みの中で 浅彫

「高度な加飾」×「オンデマンド」の価値
印刷業界での導入について、
第二営業本部事業推進グルー
プ課長の井上 幹彦氏は次のように語ります。

り や 深彫り といった彫りの深さの調整ができ、かつ階調

「印刷機の技術は成熟し、今はその次の 加飾 の段階にきて

表現も可能にしています。さらには 透かし のような表現も

います。その有力な手段の一つがレーザーなのです。オンデ

でき、まるで彫刻のように繊細な加工が可能です。印刷での

マンドで加工できるのも大きな魅力で、
デザインの中で一つ

階調表現（たとえばDTPソフトでのインク濃度）のように指

一つ名前やロゴだけ差し替えられるバリアブル対応も簡単に

定すれば、巧みに加工してくれるのです。

できます」

「レーザー加工は紙との相性も重要です。紙の取り扱いを生

この特長を生かし、
従来の納期・コスト・品質の過当競争か

業としてきた弊社では、多種多彩な紙での試作実験を行い、

ら脱して、
明確な差別化ができる後加工に力を入れる印刷会

ノウハウも蓄積しています。本来はレーザーで素材の焦げを

社が出てきています。また、一般商業印刷の会社が、紙以外

出さないことは当然ですが、あえて焦げを色味として表現で

の素材加工を請け負ったり、
地元の木材や革などを生かした

きるまでになりました」

ご当地製品を開発したりする事例も出てきています。
印刷物

わりますが、
通販で買える3,000円前後の20リッターの冷却

ラインアップは高速加工のハイエンド機から、従 来より
ぐっと手頃な価格で多様な素材の精細な加工が可能になっ
たコンパクト機、シール・ラベル用加工機まで幅広く用意。進
化したレーザー加工機は、今後もますます高まる加飾のニー
ズに応えます。
株式会社ムサシ
1946年に創業。
紙加工製品、
複写機用感材、
印刷材料などを販売し、
現在は産業用情報システムや印刷システム、選挙システムなども取り
扱う。
2016年にレーザー加工機専用ショールーム
「Flexible Arrow
平和島」
を開設。
国内で唯一展示されている
「FLEXI816T」
をはじめと
して各種レーザー加工機の販売とサポートを展開している。
ウェブサイト https://www.musashinet.co.jp/

の提供と併せてノベルティグッズ製作や展示会などでの空間
装飾に活用することも考えられます。
「また、
近年の導入では、
中小企業庁や地方公共団体による中
小企業支援の補助金制度を利用するお客様が非常に増えて
います。
レーザー加工機は新しいことをやるための機械なの
で、審査のポイントとなる
『新規性』のアピールでも有利に働
きやすい」
（井上氏）
と言います。
気になるランニングコストは、大型の「FLEXI816T」の場

FLEXIシリーズでは、従来は困難だった紙へ
の彫刻加工が可能。階調表現をレーザーによ
る彫りの深度によって表現できる

合、
本体や集塵機などの電気代のほか、
「使用状況によって変

明日のビジネスを
切り開く！
高性能 「FLEXI816T」

「FLEXI816T」と株式会社ムサシ 第二営業本部の井上 幹彦氏（右）、三浦 将氏
（左）

「最新レーザー加工機」を
ショールームでご体感ください。

シール・ラベル用 「LabelExpress」

中大型 「NRG」

フラットベッド・小型 「LaserPro C180Ⅱ」

イタリア・SEI社の最先
端モデル。超 繊 細で高
速な加工が可能なガル
バノレーザー加工機。
彫刻とカットができるワークエリアの
広い中大型（イタリア・SEI社製）

商品および株式会社ムサシのショールーム「Flexible Arrow 平和島」のお問い合わせは

編集・発行
編集協力・印刷

シールラベルプリンター 「EDGE850」

コンパクトかつ手頃な価格で、幅広い素材へ
の精細・多様な加工が可能（台湾・GCC社製）

エム・ビー・エス株式会社 東京販売部

https://www.mbsnet.co.jp/ 『Magazine GC』はウェブサイトでもご覧いただけます。
東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-24-1 ユニゾ永代通りビル5階 TEL：03-5244-9324

EDGE850と組み合
わせることでシール・
ラベル簡易製作シス
テム に なる（ 台 湾・
GCC社製）

小ロットのシー
ル やラベルを
簡単操作で印
刷できる（カナ
ダ・iSysLabel
社製）

TEL： 03-5244-9324

