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山下社長のもと、新体制がスタート
4 月 1 日、リコーに山下良則社長が就任し、新体制がスタートしました。
1 月 26 日の新社長就任発表記者会見で、山下社長は、“2017 RICOH 再起動” をテーマに
「お客さま、従業員、株主さま、パートナーの皆さまとのコミュニケーションを大切にし
ていく。私が先頭に立ってリコーの目指す方向を示し、全社一丸となって再び輝ける会社
にすることを約束する」と力強く抱負を述べました。
また、再起動のキーワードに “お客様ファースト” を掲げ、
「これらを実現するために『プ
リンティング事業の再構築』『生産性・働き方改革』『スピード経営と未来人財の育成』
の 3 つを軸に進めていく」と意気込みを語りました。
最後に、企業の宝として「社員のモチベーション」を挙げ、
「一人ひとりの社員が志を
高く持って会社に貢献することで企業は成長し、その成果としてステークホルダーの皆
さまの期待に応えられる。経営者として、社員が自己変革を通して会社を変えるために必
要な環境や機会を提供していきたい」と語りました。
｢2017 RICOH 再起動」への思いを語る
山下社長

リコージャパン

リコー

地域活性化に向けた連携協定を地方
自治体、団体と締結

経営戦略に基づき重要社会課題と
新たな環境目標を設定

リコージャパン（RJ）では、自治体や団体と地域活性化に向

リコーは 4 月 21 日、19 次中期経営計画のスタート

けた連携協定を次々と締結しています。お客さまの経営課題、

にあたり、5 つの重要社会課題（マテリアリティ）とし

業務課題を解決するために、地域密着でお客さまとともに課題

て「1. 生産性向上

を抽出・共有し、さまざまなパートナーと連携・協力して課題

4. 脱炭素社会の実現

解決を支援するソリューションをワンストップで提供してい

ました。

2. 知の創造

3. 生活の質の向上

5. 循環型社会の実現」を設定し

中でも「4. 脱炭素社会の実現」については、新たに環

ます。
今後、協定を締結した各自治体、団体とは、RJ がオフィス領

境目標を設定。パリ協定を踏まえ、自社排出の温室効果

域で培った課題解決力をもとに「教育や文化」
「医療や健康、福

ガス（GHG）を 2030 年までに 30%削減、2050 年まで

祉」
「産業や観光」
「情報通信」
「環境や地域の安全」など多様な

にゼロにすることを目指します。

分野においてお互いの経営資源やノウハウなどを連携させ、取
り組むことで地域活性化を推進していきます。

また、目標達成に向け省エネと再生可能エネルギー
の活用を加速。再生可能エネルギー活用の国際的なイ
ニシアチブである RE100 に日本企業として初めて参加

【連携協定を締結した主な自治体】
2015 年：奈良県葛城市

しました。
自社排出以外の GHG についても、製品のエネルギー

2016 年：宮崎県宮崎市、福井県坂井市他、宮崎県

効率向上などに取り組むとともに、ビジネスパートナ

2017 年：新潟県胎内市、沖縄県南城市、高知県、沖縄県久米島

ーやお客さまにも協力を働きかけ、バリューチェーン

町、沖縄県糸満市

高知県 尾﨑正直知事（左）と RJ 松石秀隆社長

全体の脱炭素化に貢献していきます。

意見交換する山本公一環境大臣（右）と山下良則社長
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第 6 期リコー杯女流王座、里見女流四冠が就位
第 6 期リコー杯女流王座の就位式が 2 月 17 日、パレスホテル東京にて開催
され、里見香奈女流王座へ日本将棋連盟の佐藤康光会長から就位状が、リコー
近藤史朗会長から優勝杯と賞金目録、副賞の｢RICOH THETA S｣、｢PENTAX Q-S1｣
が贈られました。
第 6 期リコー杯女流王座戦五番勝負第 3 局は 2016 年 11 月 25 日に静岡市で
行われ、挑戦者・里見女流四冠が加藤桃子女流王座に 3 連勝し、3 期ぶりに女流
王座に復位しました。同戦は女流棋界最高峰のタイトル戦であり、里見女流四冠
は復位により、自身 2 度目の五冠を達成しました。

里見女流王座にリコー杯を授与するリコー 近藤会長

リコー

リコーブラックラムズ （リコーラグビー部）2017 年度新チーム始動
昨シーズン、トップリーグ発足後最高の 6 位という成績を残したブラックラム
ズは、今シーズンのチームスローガンとして「ACTION」を掲げ、始動しました。
今年度の新戦力として千葉太一、大西将史、浜岸峻輝、照井貴大、中村洋平の 5
選手に加え、マオリオールブラックス選出の経験を持つロビー･ロビンソン選手が
入団しました。
今シーズンもリコーブラックラムズの応援をどうぞよろしくお願いいたします。
2017 年度トップリーグ

リコーブラックラムズ試合スケジュール
対戦相手

節

試合日程

K.O.

1

8/18（金） 17:00

NTT コミュニケーションズ
シャイニングアークス

東京・秩父宮

2

8/25（金） 19:30

サントリーサンゴリアス

東京・秩父宮

3

9/ 2（土） 15:00

宗像サニックスブルース

山口・維新公園

4

9/ 9（土） 17:00

ヤマハ発動機ジュビロ

静岡・ヤマハ

5

9/23（土） 16:30

コカ･コーラレッドスパークス

福岡・レベスタ

6

9/29（金） 17:00

NEC グリーンロケッツ

東京・秩父宮

会場
春季オープン戦 九州電力との試合の様子

●7 節以降の試合スケジュール、リコーラグビー部詳細情報に
ついては、公式 WEB サイトをご覧ください。

http://www.ricoh.com/ja/rugby/

リコークリエイティブサービス

リコークリエイティブサービス

リコー三愛グループ従業員のための生活支援サイト

ご存じですか？

「RNAVI」をご活用ください！
リコークリエイティブサービスが運営する生活支援サイト「RNAVI」
（http://www.rnavi.com）は、リコー三愛グループに従事されているすべて

リコー三愛グループ
「住宅取得優遇制度」
リコー三愛グループの皆さまが、提携会社

の従業員さま、ご家族さまの生活をサポートしている専用サイトです。

から住宅を購入・建築・リフォーム等をする場

●提携企業さまの優待サイトが充実
映画・観劇チケット、家具、飲食品、旅行グッズ・お土産、電化製品など

合、割引などの特典を受けることができます。

●自社製品がお買い得
デジタルカメラ、レンズ、リコーコンシューマ向けの自社製品など
●各種保険をご案内
からだ保険（生命・医療・傷害・がん）、車保険、もの保険（損害・賠償）など

詳細・紹介カード発行はこちら

生活支援サイト「RNAVI」より
http://www.rnavi.com
＊ご利用には、提携会社へのお問い合わせの前に必ず
紹介カードを発行してください。

「RNAVI」

http://www.rnavi.com/

リコークリエイティブサービス

●お問い合わせ先

リコークリエイティブサービス ライフサポート事業部
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●お問い合わせ先

ファシリティマネジメント事業本部

厚生サポート部 厚生サービスグループ 青木まで

CRE 部 アセットコンサルティンググループ

☎ 080（2070）7873

☎ 03（3777）4233

［内線］８-71-35535 ［FAX］03（5742）2844
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自然と触れ合い、楽しみ、学ぶ！「リコーえなの森」を活用したイベントが続々
５月 28 日「恵那野生植物の会」の理事を講師に迎え、リコーエレメックス恵那事
業所内の「リコーえなの森（以下 えなの森）
」の親子植物観察会が開催されました。
このイベントはえなの森を活用した次世代育成教育研修プログラムの１つで、自
然を体感して学び、１人でも多く自然に興味を持った子どもたちを地域に送り出す
ことが目的。親子植物観察会の他、親子昆虫観察会、幼児や幼稚園・保育園児が対
象（保護者同伴）の森の幼稚園などを春から秋の期間で、計 15 回ほど開催していま
す。
８月には森の幼稚園、親子昆虫観察会の開催を予定しています。今後も自然に対
して畏敬の念を抱き、身の回りの生き物の賑わいや季節の色を感じ取ることのでき
る次世代を育てるため、森を活用した活動を積極的に展開していきます。
植物を手に取り観察する参加者の様子

リコーエレメックス
当社の高精度自動車エンジン部品がお客さまから高評価
当社の高精度自動車エンジン部品が、お客さまから高い評価を受けています。
今年１月には株式会社ケーヒン様、２月には MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA
CO., LTD.様（以下 MTA 様）
、４月には京三電機株式会社様から、優秀仕入先の
表彰を受けました。ケーヒン様、京三電機様からの表彰は２年連続で、京三電機
様では参入から１年半、ケーヒン様では参入から２年半で１回目の表彰を受け、
京三電機様、ケーヒン様ともにこの短い期間で表彰対象に選ばれるのは、異例と
のことです。
ケーヒン様、京三電機様の表彰式には機器事業本部の夏目副事業本部長が、
MTA 様の表彰式は Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd. Precision Parts Department の榊原 Department Manager が出席し、各社社長から感謝状を受け取り
ました。
これらの表彰は、営業、開発技術、製造、品質保証の各機能と、関連する支援
機能がお客さま起点で同じ目標に向かい、諦めることなく努力を重ねた結果で

ケーヒン 横田社長（右）と夏目副事業本部長

あり、今後も一層のお客さま満足の向上に取り組みます。

リコーリース

「イクメン企業アワ−ド 2016」グランプリ受賞
2016 年 10 月 18 日、リコ−リ−スは厚生労働省が主催する
「イクメン企業アワ−ド 2016」でリ−ス会社初となるグランプリを
受賞しました。
今回の受賞は「育メン・チャレンジ制度」の導入により男性の育児
休業取得率が、
2013 年度の 20％から 2015 年度 76.5%へ大幅に上昇
したことや、有休取得促進、残業削減への取り組み

取り組み概要

などが評価され、
「なでしこ銘柄」選定、
「プラチナ
くるみん」認定に続く受賞となりました。
リコ−リ−スは今後も社員がいきいきと働くた
めの環境づくりを積極的に推進してまいります。

育児休業一部有給化
育メン・チャレンジ休暇制度の導入
年休取得促進（記念日休暇制度）
残業削減のための施策

【イクメン企業アワ−ド／なでしこ銘柄／プラチナくるみんについて】
https://www.r-lease.co.jp/csr/diversity/index.html

受賞企業代表者と瀬川社長（前列左）
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三愛石油グループ

新体制スタート

6 月 29 日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役会長
に金田 凖、代表取締役社長に塚原由紀夫が選定され、それぞれ就任いたし
ました。
新体制のもと、お客さまから選ばれ続ける「安心感」のあるエネルギー
サービス企業グループとして、持続的発展と企業価値の向上とともに、
社会貢献に努めてまいります。
代表取締役社長 塚原 由紀夫

代表取締役会長 金田

凖

三愛石油グループ

三愛石油グループ 「オブリのでんき」を開始
三愛石油グループは、東京電力・中部電力・中国電力・九州電力エリアにおいて電力小売販売「オブリのでんき」を展開し
ており、各エリアでお得な料金プランをご用意しています。
下記サイトにて、加入後に電気代がどれくらいおトクになるのか、現在のご契約内容をもとに簡単にシミュレーションする
ことができます。また、電話でのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
■「オブリのでんき」のポイント
①切替コストが０円

切替は無料です。途中解約による違約金も発生しません。

②申し込みは簡単

ネットや郵便で申し込みが可能です。電力会社への解約手続きも必要ありません。

③変わらない品質

現在の送電設備をそのまま利用するため、停電が増えるといったことはありません。

■料金シミュレーションサイト
●東京電力・中部電力エリアにお住まいの方

http://mydenki.jp/simulation?dlr̲code=3000 （三愛オブリガス東日本 HP）
HP よりお申し込みの際は、
「代理店申込情報」に必ず「お取扱店担当者：三愛石油

お申込コード：3000」とご入力ください。

●中国電力・九州電力エリアにお住まいの方

https://wsrv1.aztower.net/eps/san-ai-oil/login（三愛オブリガス中国・三愛オブリガス九州 HP）
●お問い合わせ先

三愛石油 ガス事業部

☎ 03（5479）3255

コカ･コーラウエスト

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社が誕生しました
4 月 1 日、近畿・中国・四国・九州地方を営業地域とする
コカ･コーラウエストと、首都圏および南東北・東海地方を営業
地域とするコカ･コーライーストジャパンが経営を統合し、
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
（本社：東京都港区、
代表取締役社長吉松民雄、以下 CCBJI）が誕生いたしました。
CCBJI は、1 都 2 府 35 県を営業地域とし、日本のコカ･コーラ
社製品の約 9 割を担うアジア最大のコカ･コーラのボトリング
会社です。
今回の経営統合により、強固な経営基盤を構築するととも
に、お客さま起点での営業活動や、製造分野における生産効率
性向上など、互いの知見を結集いたします。加えて、これまで
と変わらず、地域に密着した事業活動や社会貢献活動に注力す
ることで、お客さま、株主さま、地域社会、社員に対して持続
的に高水準の企業価値を提供するエクセレントカンパニーを
目指してまいります。
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4 月 3 日 14 時より、東京証券取引所にて CCBJI （銘柄コード 2579）統合
記念セレモニーで打鐘する CCBJI 吉松社長

