
お客様に
新しい価値をご提供し続ける
パートナーに。
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浜松町ビルディング 26F（総合受付）

9251-0780-10　202004　DN
www.konicaminolta.jp
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私たちが成すべきこと
コニカミノルタジャパンは、お客様への価値提供を通じ、
お客様とともに持続的な事業発展を実現します。
同時に社会のニーズに応える事業を地域に密着しておこない、
社会・地域に貢献し、お客様に選ばれる会社を目指していきます。
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お客様

光・色計測/計測画像
データ解析と
活用サービス

働き方改革支援

デジタル印刷の
活用・拡大

医療・介護向けサービス

デジタルマーケティング
サービス

アライアンス
パートナー

国内・海外
グループ会社

光・色の計測デジタルデータ
の提供とともに、計測画像
データ解析によるディスプレ
イ調整・検査や外観検査の生
産性向上に貢献するソリュー
ションを提供します。

顧客獲得に向けたマーケティ
ング施策の企画から、データ
蓄積や解析とその結果に基
づく施策の実行・評価までを
一貫して実施します。

社内のコミュニケーション活
性化による組織対応力強化
や働き方を大きく改革させる
オフィスづくりを実現します。

高機能なデジタル印刷システ
ムで、印刷物・展示物・装飾
品・POPなど多様なニーズに
対応します。

最先端技術で医療現場の「み
える」「かんたん」「つながる」
を進化させ、診断価値向上と
在宅医療や介護のワークフ
ロー改善を実現します。

デジタルテクノロジーを活用すること
自社実践で培ったコニカミノルタ独自のデジタルマーケティングや
デジタルマニュファクチュアリングによるノウハウを活用した
デジタルワークフロー改革の支援、広範囲にわたるさまざまな業種業態への
特性に応じたソリューション提供を通じて、お客様の価値創造と事業成長に貢献します。
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新たな価値を提供しお客様とともに発展すること
お客様の目標達成のために、あらゆる課題を企業価値に変えるソリューションを提供していきます。
「ヒト」、「モノ」、「コト」、「キモチ」をつなぐソリューションにより、お客様に寄り添い、
課題を発見し、新しい価値を提供し続けるパートナーとなります。

課題提起型デジタルカンパニーとして、日本の社会課題解決に貢献します。
コニカミノルタジャパンは、コニカミノルタの日本国内のお客様との接点である情報機器部門、ヘルスケア部門、計測機器部門がひとつ

になって誕生した会社です。私たちは、コニカミノルタグループの総合力を活用し、さらに、多くのパートナー企業と協力して、課題提起型
デジタルカンパニーとしてお客様の事業継続と拡大に取り組んで参ります。

お客様を取り巻く日本の社会環境を見渡すと、少子高齢化を起因とした多くの社会課題に直面し、人口減にともなう労働力の減少や、
成長率の低下による内需の減少などが起こり、世界に先立つ「社会課題先進国」となると予測されています。一方、「働く」という目線では、
ひとりひとりが自律し、柔軟に働くことで様々な場所で集い、共創することが求められる社会が訪れると考えています。

私たちコニカミノルタジャパンは、ひとりひとりが輝く未来を創造するためにビジネスを展開します。「いいじかん設計」をコンセプトにし
た働き方改革の支援や、お客様の業種・業界固有の課題に対する理解を基にしたバリューチェーンのDXを実現することを通じ、常に新し
い“働く”をデザインします。また、高度な画像診断技術とネットワークを生かした診断情報の有機的な活用を通じた地域医療の高度化、
光や色の計測技術による技術革新と生産工程の改革支援などを通じて、日本の社会基盤の安定化に貢献していきます。

さらに、ヘルスケア事業はアセアンを中心としたアジアパシフィックへも事業エリアを拡大致しました。
日本国内で構築したKOLネットワークを活用し、X線、超音波で事業基盤を強化していくと共に、 

高付加価値な画像処理等の提供により、当エリアにおいても、日本市場同様に高精度な画像診断を
支援し、業務効率化、医療の質の均てん化の実現に貢献しています。

コニカミノルタの経営理念である「新しい価値の創造」をコニカミノルタジャパンでは「ビジネス社会・
人間社会の進化を継続的に創出すること」と定め、社会価値・企業価値向上を企業と人/社会/環境の
良質な関係を創造する事で実現することを誓います。

コニカミノルタジャパン株式会社
代表取締役社長

大須賀 健
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少子高齢化の進む日本で労働力の減少を補うには、生産性を向上させるため
の働き方改革が必要です。コニカミノルタジャパンは、情報機器部門の前進であ

るコニカミノルタビジネスソリューションズの時代から、働き方改革を実践し、そ
のノウハウをお客様にご提供しています。本社移転を機に、自らのワークスタイル
改革のための目標設定から実際のオフィスまで、社内の部門横断のプロジェクト

チームを結成して推進。まずはICTの整備とオフィスのフリーアドレス化から始め、
スーパーフレックスタイム制の導入、そして、紙に縛られない、時間・場所に縛られ
ない働き方を実現するため、ワークフローそのものから見直し、保管文書ゼロ化

に取り組んでいます。実際に働いている様子をお客様にお見せし、経験から蓄積
したノウハウをもとに、お客様の働き方をより生産性の高いものへと改革するべ

く、さまざまなご提案をしています。

コスト削減
リスク低減

業務生産性
向上

創造力向上

経営課題の解決に向けた働き方改革を支援

お客様

実行計画策定支援

紙に縛られない働き方の実現

文書管理・運用の
見直し 紙文書の電子化

稟議決裁ワークの
効率化

りんぎ

印刷業務の効率化

時間・場所に縛られない
働き方の実現

情報共有 コミュニケーションの
円滑化

テレワークによる
効率化

オフィスデザインの
見直し

いつでも どこでも
だれでも働ける
環境づくりを実現します

98

働き方改革支援

コピー、プリント、スキャン、ファクス、複合機はインターネット接続が可能
となり、今やネットワークにおける入出力デバイスともいえます。コニカミノル
タジャパンは、これまで長きにわたりオフィスでの課題解決の支援をしてきた
経験から、ソリューション、サービス、製品を含めた文書管理全般に関するさ

まざまなご提案をしています。お客様の現状課題をまず徹底的に調査、分析
し、適切な文書管理をおこなうためのドキュメントコンサルタントや、紙文書
の電子化、共有、利活用など、お客様の状況に合わせた方法をご提案してい

ます。業種にかかわらず、どうしたらワークフローをより効率のよいものにでき
るかを、お客様の立場に立って考えます。オフィスのリニューアルの際には、

コンセプトからデザイン、納品まで、ワンストップでお客様の働き方改革を実
現するオフィスをご提供します。
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コニカミノルタジャパンのヘルスケアカンパニーは、画像診断、主にプライマリーイメージ
ングに関連する商品とサービスを提供・販売しています。見えないものを見える化する画像
技術で診断精度を向上させ、患者さんの負担を軽減させることで、医療の発展に寄与して

きました。X線画像のデジタル化や超音波による画像診断などで医療現場を支えてきただ
けでなく、デジタル化・ネットワーク化に寄与する機器やシステム、ICTサービスをトータル

に提供し、より迅速で確実な診断サービスの実現にも貢献しています。また介護市場にお
いては、介護要員の不足という社会の課題を解決すべく、介護施設におけるワークフロー

を改善し、生産性を向上させるためのソリューションサービスも提供しています。

高度な画像処理技術と医療IT

日本におけるX線フィルムのパイオニアとして、患者さんの負担の少ないX線撮影
システムや超音波画像診断装置などの医療診断用画像技術をコアに、医療現場の
ニーズに応えてまいりました。こうした画像診断装置は、今までの限界を超越した新
たな画像診断領域に到達する高画質を実現した「みえる」を、そしてワークフローを
大幅に改善する操作性を追求した「かんたん」に、さまざまなシーンで「つながる」こ

とをコンセプトに、製品という形にしています。
医療現場におけるデジタル化の進展とともに、ネットワーク技術を利用した医療

ICTサービスへの期待が高まっています。画像情報のみならず、施設間での情報の
やりとりなど、連携したいデータを自由に共有・活用して、さまざまな課題解決に貢
献する次世代ヘルスケアICTサービスもご用意し、地域医療連携において支援して

まいります。

介護施設向けソリューションサービス

介護施設向けソリューションサービスでは、介護施設における現場の介護業務
からバックヤードの記録業務まで一連の業務を効率化するシステムを提供してい

ます。介護スタッフ不足等の解消のために、光学・画像技術、センシング技術を活用
して介護業務全体を効率化するソリューションなどを開発。ケア品質の向上で高齢
者の自立を支援し、高齢者が安心して介護を受けられる社会、高齢者が自立し安
全な生活を送れる社会の実現に貢献しています。

医療・介護現場における
最適なソリューションを提供します
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医療・介護向けサービス

患者様 医療関係者

画像情報
システム

ネットワーク
ソリューション

デジタルX線画像
診断システム

マンモグラフィー

超音波画像
診断装置
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最適なソリューションを提供します
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近年、スマートデバイスやIoTなどの技術革新が進む中、多くの企業がデジタル
マーケティング手法を取り入れた活動を開始しています。特に、ソーシャルメディ

ア活動・マーケティングオートメーション・リードナーチャリングなど、売上に直結
した施策は優先事項となっており、注目が集まっています。
「デジタルマーケティングサービス」では、グローバル企業としての自社実践に

裏付けされたソリューションを、上流コンサルから、システム開発、コンテンツ制作
まで一貫して提供。コニカミノルタのデバイスやソリューションを融合させ、コニカ

ミノルタジャパンおよび海外販社の販売チャネルを活用します。デジタルマーケ
ティング手法を活用した支援業務により、企業の売上アップ、利益率向上さらに

は顧客生涯価値の向上で成果をあげています。

産業用光学システムを用いて
効率的な生産拠点の経営を実現

計測・画像データ解析と活用サービスでは、計測機器で獲得した画像など
測定データを解析し、ディスプレイ調整・検査や外観検査の自動化・統合化など

の生産性向上に貢献するソリューションを提案します。

私たちをとりまく生活環境の中には、無数の色が存在しています。色は、購買意欲や嗜好、食欲などの感覚を左右
するのはもちろん、顔の色から健康状態を知るといったことにいたるまで、広範囲にわたって大きな役割を担ってい

ます。ところが、それほど色の重要性が増しているにもかかわらず、色の知識や管理が十分でないために、製品色の
決定や取引上でのトラブルなどが起こっています。どのように再現すると、ほかの人に色を正確に伝えることができる

のか、製造業をはじめ、あらゆる分野で「色」が注目されています。
計測・デジタル画像データ解析と利活用サービスは、光を操るエキスパートとして、光を自在にコントロールする、

世界最先端の“光の技術”を確立することで、他社の追随を許さない高付加価値なモノづくりを実現してきました。
将来的には、計測器で獲得した情報をベースにIoTデータを活用したソリューションも提供して参ります。

アライアンスパートナーと提携しながら、
一貫したソリューションを提供

デジタルマーケティング事業の拡大のため、アライアンスパートナー
との業務提携を推進しています。

見込み客の獲得から
顧客への転換を図り
売上アップ、利益率向上を実現します
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計測機器で取得する
さまざまなデータを活用し
ソリューションサービスを提供します
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データマネジメントプラットフォーム（DMP）導入
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デジタル印刷の活用・拡大

デジタル印刷事業に新たに参入されるお客様や事業展開中のお客様の課題に対し、
ワンストップで相談を受け、製品のご検討からご購入・運用にいたるまで、常にお客様の
視点に立った最適なソリューションをご提案。多様な印刷システムやサービスを提供す

ることで、印刷業務の最適化を支援しています。
コンサルティング（増販増客/生産性向上/トータルコスト最適化）を通じ必要な製

品・サービス、継続的な技術サポートによる“価値の提供”をおこない、お客様とビジネ
スパートナーとして長くお付き合いいただける関係を築いており、ともに印刷の未来を創

るべく、プロダクションプリントによるお客様支援を推進しています。

多様化する印刷業務の最適化をサポート

名刺、カード、簡易製本印刷、バリアブル印刷のほか、高彩度トナーを使った他社にない印刷物な
ど、工夫次第で幅広くご使用いただけます。
技術サポートによる価値の提供：導入前のトレーニングから設置時の操作説明、専門のスタッフが

対応させていただくデジタル印刷システム製品サポート『リモートセンター』など、導入から運用までさ
まざまな面でお客様を支えるサポート体制を整えています。
コンサルティングによる価値の提供：デジタル印刷システムの導入を検討されている方、すでに導入

済みで運用されている方に対して、デジタル印刷システムの活用方法をご紹介させていただきます。
導入前の不安や運用後のお悩みを解決するためのソリューションです。

小ロットで高付加価値の印刷物を提供

伝えたい情報を認知・記憶してもらうために、思わず触りたくなるような記憶に残
る立体感やテクスチャーといった触覚効果のある印刷物を作成することができま

す。リアルメディアだからこそ伝えられる、五感を刺激する「感性価値」は、印刷メ
ディアを新たなステージへと導きます。
「インクジェットスポットUVニスコーター」ならば、厚盛（３D）ニスコーティング、

箔押しを版や型を作らず可能にし、両面盛り上げ加工や銀箔の上に金箔を乗せる
などの新しい技術を用いてデザインの可能性を大きく広げることのできる印刷物が、
1枚から提供可能です。高級感のある印刷物をラベルや商品パッケージ、ポスター

などに使用すれば、お客様の関心を惹きつけることが期待できます。

15

常にお客様の視点に立った
デジタル印刷の新たな付加価値の
ご提案をしています
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お客様に
新しい価値をご提供し続ける
パートナーに。

〒105-0023
東京都港区芝浦1－1－1
浜松町ビルディング 26F（総合受付）
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