
ワーカーからプレーヤーへの成長と
PODを起点としたソリューション営業によって
お客様の期待に応える。

印刷会社から
トータル・コミュニケーション・プロデューサーへ
経営感覚を磨き、
お客様へ提案ができる人材育成
Webで全国へ発信している
各種サービスをPODがサポート

停滞する市場に依存しない
業態に変えたい
自ら考える
プレーヤーを育成したい

ソリューション営業の起点となる
仕組みを作りたい

解決課題
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　 停滞する市場に依存しない業態に変えたい
　 自ら考えるプレーヤーを育成したい

　 ソリューション営業の起点となる仕組みを作りたい

　 Webで全国へ発信している
　 各種サービスをPODがサポート

解 決

　 印刷会社からトータル・コミュニケーション・
　 プロデューサーへ

　 経営感覚を磨き、
　 お客様へ提案ができる人材育成

印刷市場の枠を越えて、
いかに継続企業として成長できるか

愛媛県松山市を拠点とする佐川印刷の社章は、お客様との信頼を第
一とする分銅マーク。江戸時代、両替商をしていた佐川家。お金を表
す図案として両替商の看板などに使われていた分銅が、現在の佐川
印刷の社章となって受け継がれている。佐川家は明治維新を迎え、
新たに金物商を創業し、激しく変化する時代を生き抜いていく。祖先
の遺訓である「代々初代」は佐川家の家訓となり、常に自己改革する
という企業精神へ。印刷業創業は1947年。活版印刷からスタートした
佐川印刷はその後も、オフセット、写真製版、DTP、POD（Print On 
Demand）を先駆けて導入。トップ自らの手で革新をという「代々初
代」の精神の元、現在も印刷業を核に積極的な業態変革を進めている。

代表取締役 佐川正純社長は、「お客様のパートナーとして認められよう」
と、営業や制作部門を問わずすべての社員に声かけしているという。

「パートナーとして認められるということは、お客様から相談されるという
ことです。しかし、印刷の仕様設計と見積りだけをやってきた社員が、提案
営業のセミナーを受けたとしても、おそらく変わることはできません。

印刷業界では指図されたことを正確に行うことが労働として認められて
きましたから」必要なのは、自分から動き、自分たちのこととして動くこ
と。これまでは仕事に対して受け身すぎたと語る佐川社長。

「お客様がいて、何かを考え、自ら行動できる。経営感覚を備えた人材を
どうやって育成するのかが、大きな課題でした。知識や情報の習得は
会社が強制的にやらせても成功しません。自分から吸収しようという
意識を芽生えさせる環境を会社が用意できれば、社員は自分自身を
アップグレードさせるために頑張りやすいのではと考えました」
指示された仕事をこなすワーカーではなく、自ら考え動くプレーヤー
を育てるために、段階に応じてサポート。佐川社長は、知識・能力を
ステップごとに身につける独自の人材育成支援を「可能性の土づくり」
だと語る。

代表取締役社長　佐川 正純 氏

「 お 客 様 の 役に立つ業 態 変 革を」 
成 長 のために変 化しつづける組 織にとって、
R I C O H  P r o 導 入 は 不 可 欠だった。 

背景と経緯

《佐川印刷における印刷事業の発展》

1947 年 
印刷事業に参入

1997 年 オンデマンド印刷開始

1964 年  オフセット印刷機導入

1967 年 写植機導入 1989 年 DTP システム導入
19641947 1997 20112004

2011 年 RICOH Pro C651EX 導入

2004 年 
モノクロデジタル印刷機導入

お客様の課題を解決する企画やアイデアの提案
トータルコミュニケーションを考える

社会人としての一般教養や一般常識を会得
政治、経済、文化、科学などの知識を身につける

コミュニケーション業界の知識を収集
Web、印刷、広告などのジャーナリズムに触れる

お客様の商売・業界を知り課題を発見
お客様のクライアントやステークホルダーの視点に立つ

お客様の売り・強みを言葉やイメージで具現化
キャッチコピー、ビジュアルイメージを考える

専門的

一般的

顧客満足を獲得するため必要な知識・能力

佐川印刷の人材育成支援
脳立大学

部を越えて実施される勉強会。
社員にさまざまな課題を与え、
解決策を提案させる。評価も全
員で行う。

「IT パスポート」
個人のスキルアップを推進。IT
パスポートなどの資格取得を会
社がバックアップ。

社内ライブラリー
一般紙、専門誌などを会社から提
供。普段の生活からの学習を重視
し、知識吸収の意識を高めている。

繰り返す事で
さらなる

スキルアップ
と共に

顧客満足を
獲得
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オフセット印刷活版印刷

POD

常に自己改革する「代々初代」の企業精神

経営感覚を備えた人材育成は、可能性の土づくり



企画営業チーム サブマネージャ　
重松 正嗣 氏

企画営業チーム 主任　浦部 千恵 氏

「まずは、一般常識を得るために新聞を読むこと。次にマーケティング
業界における専門知識の習得。一般紙は社員が自ら、専門誌は会社が
負担して定期購読させ、勉強会などで発表の場を持ちました。次の
ステップでは、マネジメントにも役立ち経営感覚を養うために有効な

「ITパスポート」資格などの取得を目指してもらいます」
「4つめのステップでは、 ここまで得た知識や情報を活用しながら、
お客様の強みを言葉にします。最後は、お客様にとって創造的な企画
やアイデアを生み出すトレーニング。佐川印刷で『脳立大学』と呼んで
いる週一回の勉強会です。営業だけではなく、制作やデジタルメディア
のスタッフも一緒に毎回異なるテーマと向き合い、アイデアを出し評価
し合う実践形式。ここまでくると、実際の企画提案が見えてきます」
一般常識と業界の専門知識で土台を作り、それを活用するスキルを
習得していく。今では社員自らが楽しんでチャレンジしているという。

佐川社長の人材育成は成果となって現れている。2011年12月に
RICOH Proが導入されたことでPODと季節商材というテーマから生
まれた年賀名刺。発案者は、企画営業チームの重松正嗣サブマネー
ジャだ。

「アイデアはいたってシンプル 。
年始の挨拶回りで使用する名刺
を、お年玉付き年賀状に似せてつく
ろうというものです。名刺では見た
ことのないデザイン、しかもナンバ
リングによる当たりくじ付き。裏に
はQRコードが印刷されていて、い
つでもWebでの当たりをチェック
できます。これなら、抽選日まで大
切にされるだろうという期待もあり
ました」企画は大成功。
初めての提案に対し、約50社も
の企 業や団 体から受 注 。お客 様
の満足度も高いという。

「プレーヤーは、育ってきました。彼ら
の提案を形にするPOD環境整備の
ために、私はRICOH Proを選びまし
た。モノクロ機で実感したリコーのお
客様指向の考え方が、佐川印刷が目
指す方向と同じだったからです」

オフセットからPODに変えること
で、お客様からさらに高い信頼を得
ることができた案件もあると、企画
営業チームの浦部千恵主任は語る。

「ある製造業の取扱説明書をオフ
セットで毎回3000部を印刷して
いたのですが、使用するのは年に
1000部ほど。しかも年に数回の変
更もあり、その度に刷り直しでした。
そこでRICOH Proを利用し、POD
で500部印刷を提案したところ、低
コスト、短納期、無駄な廃棄の激減

が、お客様に非常によろこばれています。佐川印刷としてもPDF入稿の
採用による作業効率と在庫管理の面で、大きなメリットが生まれました」

佐川印刷では、Webを利用したビジネスも積極的に展開している。ホーム
ページ制作はもちろん、さまざまなサービスをWebで訴求。愛媛県から
全国へ。セールスプロモーションに有効なツール制作から、地元宇和島
の柑橘を中心とした産直品のインターネット販売まで。これらのサービ
スを支えているのも多品種少量印刷に適したPODであり、佐川印刷の
Web展開には、切っても切れない存在である。

佐川社長は、各部門にそれぞれのアイデアによるWeb展開を求めている。
いち早く対応した営業チームは、「佐川脳立大学」サイトを公開。Webでお
題を求め、それに応えるアイデアを無料で提供するという大胆な試みだ。
業態変革の推進とともに、会社の雰囲気が変わりはじめているという。

「人材も成長しPOD環境も整ってきました。これからが面白くなりそうで
す。佐川印刷は愛媛県でチャレンジしつづけている自負があります。リコー
にも同様の姿勢を感じています。佐川印刷にとってリコーは、同じスタンス
で一緒にチャレンジしていけるグッド・パートナーです」
佐川社長は、まだまだこれからと笑顔で語ってくれた。

今後の展望

お年玉付き年賀状型名刺

｢佐川脳立大学｣ 活用の流れ
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導入の効果

印刷会社からトータル・コミュニケーション・
プロデューサーへ

経営感覚を磨き、
お客様へ提案ができる人材育成

Webで全国へ発信している各種サービスを
PODがサポート

自社ホームページから
「脳立大学」の取組みをWebへ展開

オフセット印刷していた取扱説明書をPOD提案
お客様にも佐川印刷にも大きなメリット

お客様 アイデア提供

企画提案

お悩みご相談

ご採用

佐川印刷　脳立大学を開催
1.お電話・メールにてお申し込み
2.お困りごとをヒアリング
3.約10名でアイデア出しをしてお客様に合った
　プロモーション方法を無料でご提案



0120-892-111

http://www.ricoh.co.jp/pp/pod/
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

イチ イチ イチ

●お問い合わせ・ご用命は・・・

1206S-1602＜34211598＞4/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 このカタログの記載内容は、2016年2月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

オフセットとPODの両方を管理
している川上工場長。両方のよ
さを活かし、バランスを見ながら
運用している。

「以前のカラーPOD機はオイル
を使う仕様だったため、印刷面
にテカリがありどうしてもオフ
セットとの差異が気になってい
ました。バランスよくPODを活
用していくには、オフセットと比
べ、遜色ない品質が必要です。
また佐川社長から、できる限り
の自動化を求められている時期
でもありました。両方の機械的
な課題をRICOH Proが解決し
てくれると考えたのは、さまざま
な機種を比較してきた工場長と
しての判断です。自信を持って
社長へ要望を出しました。

導入後は予想通りの効果が上がっています」
製造チームの伊地知氏も「オイルレスのカラー品質は非常に満足
です。数時間の自動運転が任せられる出力トレイのおかげで、昼休み
をまたぐ作業もRICOH Proにお任せで、ゆっくりとランチできるの
が助かります」と、高く評価している。

RICOH Proの実力を把握していた川上工場長は、社内の金額
設定を下げて稼働率を上げましょうという提案をする。それまで
200枚というオフセットとの分岐点を、500枚に変更するという。

「この変更によって500枚までの印刷物をPODで受注できるよう
になり、作業効率はもちろんですが、トータルコストを下げること
ができ、大きなメリットを生んでいます。稼働率も2倍ほどになっ
ていますね。実は自信がありました。この数年、オフセットよりも
PODに適していると思う案件が増えつづけているのを、実感して
いました。それにリコーの保守サービスの素晴らしさは、先に
導入したモノクロ機で理解していて、間違いないと感じていま
したから」

オイルレス、自動化の推進などの面で、RICOH Proはどうしても必要だった印刷機です。

■商号　　　佐川印刷株式会社

■所在地　　本社：〒791-8018　愛媛県松山市問屋町6番21号

■資本金　　1千万円

■創業　　  1947年12月（昭和22年）

■従業員数　 90名

■主な印刷物/業務
チラシ（折込広告）、カタログ、パンフレット、リーフレット、DM、広報誌、提案書、 名刺、 POD印刷、PDF作成など
印刷、屋外広告、広告代理、インターネット・WEB・デジタル関連、市場分析など

■工場設備　RICOH Pro C651EX　　　　　　　 
RICOH Pro 1357EX
ハイデルベルグ菊全両面８色機
ハイデルベルグ菊四４色機＋ニスコーター

■主な取引・提携先
官公庁、各種団体、小売業、製造業、サービス業など

松山工場長　川上 貴紀 氏

製造チーム　伊地知 聖奈 氏

【 現場から見た RICOH Pro 】

従来機の課題をすべて解決

金額設定を下げて、稼働率を上げる


