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ユビキタス時代の今だからこそ“オンデマンド印刷”

　必要な物を！必要な時に！必要なだけ！
　従来は『短期間で少部数しかもカラー印刷で仕上げたい』となると高価格になってしまい、諦めていた
方も多いと思われます。例えば一時的な告知のPOPやポスター、一度きりの垂れ幕や横断幕など…当社で
はそんなお客様にもっとリーズナブルにご提供できるようオンデマンド印刷対応の大型カラープリンター
（canon  image  PROGRAF W8400）をご用意しております。
　流通、小売、飲食、文教、一般オフィスなど各業種にあわせたテンプレートをご用意しております。も
ちろんお客様のイメージでオリジナル原稿作成やお客様が作った原稿をそのまま印刷でも可能！
　お客様にとって、もっと身近に活用していただきたく短納期で低価格、更に高品質なものを仕上げたい
と思っています。

 image PROGRAF W8400

【特　徴】
　６色のインクを仕様

　2400×120dpi
　高画質
　色あせしにくい
　（加工をすればさらに効果的）
　用途に合わせたロール紙を使用
　幅90㎝
　最大1500㎝まで

image PROGRAF W8400の印刷例
標　準 ＰＯＰ ポスター 垂れ幕・横断幕 ＣＡＤ

文字・画像・グラフ
ィックなど混在する
一般的な文書Word
Excel・PowerPoint

イラストや文字が混
在する店頭ポスター

写真が中心でイラス
トや文字が混在する
ポスター

イラストや文字が混
在する長尺の文書

図面など細かい線画

オンデマンド　【on demand】 =　要望があった時に応じる
要求に応じて必要なときに必要な部数を提供する印刷のことで、メリットとして小ロット、短納期、
余分な在庫を抱える事が無くなる。と言うことで顧客のニーズに合わせた限定出版物。

オンデマンド印刷とは？
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ラ　フ…その作品のイメージをスケッチ等でカタチにして表現したもの。

カンプ…ラフでイメージを確認したあと、本物の印刷物のように色わけして提案できる

　　　　ものに仕上げたもの。

版　下…台紙に写真、文字、ケイ線などを貼付けて制作する印刷の元になるもの。

　
昔はこのようなものを手作業で制作していました。現在は版下という言葉はそのまま

残ってますが、実際はイラストレーター等のDTPソフトで作成しているのがほとんどで

す。版下を残しておくということは、作成データを保存しておくということになります

ね！

ま

印刷屋さ〜んに聞いてみよう！
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Windows Vistaってどうなの？
　今年 1月 30 日にWindows Vista がリリースされましたが、皆さんはもうご使用になっているのでしょうか？
　残念ながら私制作担当ですが、もう 4ヶ月近く経つのに、まだ Vista にはお会いしていないのです。という私が Vista
を語るのは、ちょっと無理があるので、リリースされてから様々な講習会に参加して得た情報を皆さんにご提供させ
ていただこうかと思います。
　一般的には Vista には OS として様々な機能が搭載され、特に Aere による 3D のグラフィカルなインターフェースな
ど「おっ」というような斬新なイメージを感じさせてくれます。このような OS ばかりに気を取られがちですが、今回
私がお知らせしたい情報は、印刷・出版業界にとっても大きな話題「標準搭載の MS 明朝、MS ゴジック、それに新た
に加わったイメリオが JIS2004 対応のフォントである」という事です。
　個人的にＰＣだけで楽しんでいる場合には何ら問題はないのですが、これが例えば、Vista で作成したデータを印刷
屋さんに持ち込んだ場合、文字出力に関して、お客様の作成したものがそのまま表現されない事がおきてしまうとい
う事です。
　それはなぜか？現在印刷・出版業界全般の編集機はWindows  XP までの文字環境が JIS90 対応になっているからです。

 

このような事をいろいろ述べましても、もう世の中には Vista が出回っている訳ですから「文字に対するプロの印刷屋
さん」としては、なんとか対策を講じていかなければなりません。当面は Vista で作成したデータは「 Vista で作成！」
としっかり確認した上で、できる限りお客様のご要望に近づけるように制作して参ります。今後も引き続き Vista 問題
には大きなアンテナをはりめぐらせ皆様に有益な情報を提供していきたいと考えています。尚、もう少し詳しい資料
が必要な方は担当営業にお問い合せ下さい。

問題点①　追加された文字の扱い 問題点②　文字が変わる文字の例 　問題点①では、Windows Vista で作
成された文書を Windows  XP など
Vista 以前の Windows 環境で開いた
場合に、追加された文字が表示できな
い場合があることを意味します。

（資料提供　モリサワ）
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Q ラフ・カンプ・版下ってよく聞くけど？

塩竈みなと祭塩竈みなと祭塩竈みなと祭

毎年この日を楽しみにしている人達はたくさんいると思います。
自分もその一人です。前夜祭の花火大会はかかさず見に行っています。
花火だけが楽しみではなく、いろんな出店に入っては少しずつ買って
食べ歩く事も楽しみの一つです。
平成 17年度からは、開催日を祝日の「海の日」（7月第 3月曜日）に
変更し、前夜祭（花火大会等）をその前日に行い、東北の夏祭りの先
陣を切るお祭りとして盛大に開催されます。
皆様も前夜祭・本祭と足を運んでみてはいかがですか。そして夏の思
い出の一つにしてみませんか？

前夜祭　平成 19年 7月 15日（日）
　　　　　花火大会・縁日広場・体験乗船（巡視船）
本　祭　平成 19年 7月 16日（月）
　　　　　神輿海上渡御・陸上パレード・海の広場　

イベント紹介



工陽社工陽社

なんでもランキンなんでもランキン
グ！工陽社

なんでもランキン
グ！

暖かく過ごしやすい季節になりましたネ！

皆さんはどのように休日を過ごしてますか？

社員にちょっと聞いて勝手にランキングしちゃ

いました！

　

皆さん自分の時間が欲しいようですね……

実際は主婦が多いこともあって平日、仕事でで

きない事を休日にという声が多かったです。

休日をエンジョイする為にも皆さんちょっと工

夫してみては？

有意義な休日をみんなで過ごそう～♪

お願い！　皆さんのご家庭の自慢料理のレシピ教えてもらえませんか？

貴社の広告を無料で掲載します！載せてみませんか？／当社営業スタッフにお問い合せ下さい。

あ

と

み
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わがわが家の
お料理自慢お料理自慢
わが家の
お料理自慢 Sさん編

材　料
　豚バラ…肉厚のもの。3～ 5㎝程度に切り分けておく。
　片栗粉…適量
　体にやさしいサラダ油…少量
　市販の塩コショウ…少量
　市販の焼肉のたれ（好みの味）…適量

①豚バラ肉に市販の塩コショウを降る（薄味程度で
　良い…後でしっかりと味をつけるので省いてもＯＫ）。
②①に片栗粉を適量つける。余分なものはたたいて
　落とし、伸ばしておく。
③薄く「サラダ油」を引いて温めておいたフライパ
　ンで、火が通る程度に②を裏表焼く。火が通りや
　すいので、焼き過ぎないようにする。カリカリ感
　が好きな人は適当にカリカリにする。
④③を一度別な皿に取り置き、③で使用したフライ
　パンの残り油をキッチンペーパーでふき取り、そ
　こに皿に取り置きしたバラ肉を再度並べて入れ、
　市販の焼肉のたれを適量入れ、裏表にし、味付け
　する。（余熱で調理できるので、再加熱は必要ないけれど、

　20～ 30 秒加熱しても良い。）好みで白ゴマなどを適量
　降って、盛り付ける。

豚バラのから揚げ

・焼きすぎないことがコツ。
・④のとき、片栗粉にかなり味が染み込むので、たれが少量でも
　かなりしっかり味がつく。
・汁たれがしないので、お弁当に最適。
・④のときの味付けは、醤油でも、ソース、ケッチャップ、好み
　で何でも良い。

何してたい？（希望） 本当は何してる？（実際）

①1人の時間
　（ゆっくりしてたぁ～い）

②趣味に没頭

③ドライブ

①家事におわれている

②何もすることなく
　　　　　　ゴロゴロ

③用事で 1日がおわる

健康
ひとくちメモ 働く世代の快眠9ヵ条

私達の生活の基本は睡眠です。もう少し自分なりに工夫してより健康に、
より生き生きと毎日を過ごし、仕事に取り組んでいくために。

１.　充分かつ快適な睡眠で、仕事のやる気と効率がアップ

２.　睡眠時間は人それぞれ－日中の充足感が快適な睡眠のバロメーター

３.　朝－目覚めとともに体内時計がスタート－快眠の秘訣は起床時間にある

４.　昼－わずかな昼寝が午後の仕事効率を高める

５.　夜－快適な眠りは自らの工夫で創り出す

６.　寝る前に－自分なりのリラックス法を見つける

７.　寝室－眠りやすい寝室環境も大切

８.　眠れないときの対処－眠りは追いかけると逃げていく

９.　それでも眠れないあなたに－早めに医師に相談しましょう

塩釜店
TEL・FAX 022-364-4554

★タイムサービスタイムサービス★
　　夕方５時～７時まで

好評実施中
!!

好評実施中
!!

好評実施中
!!

カクテル・酎ハイ・サワー　オール100円
淡麗生ビール　　　　　　　　　180円

※ご宴会ご予約のお客様は除かせていただきます。
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印刷屋さんの仲間 Part.2Part.2印刷屋さんの仲間

　入社して4年。お客様のニーズと満足頂ける対応・笑顔を心掛け、皆様と
上司・同僚に支えられながら日々勉強、勉強の毎日を送り頑張っています。
　私は学生時代からバドミントンを続け10数年…週1、2回程度ではありま
すが、体力的に衰えを感じつつも、日頃の疲れを汗と共に吹き飛ばし、様々
な地域の方々との交流や大会への参加をして楽しんでいます。
　コピー、出力、製本等のご相談等がございましたら些細な事でもお問い合
せ下さい。心よりお待ちしております。

結 城 美 沙 　営業課／デジタル複写担当

土生木　敦　営業課／情報システム担当

　この工陽社の中では3番目に新しい社員です。といいましても今年7月で10年目を迎えるわけで、新人？で

はありませんね。ですから社員の大半はかなりのなが～い間、工陽社に勤務しているわけです。……いか

に、居心地の良い会社かは想像におまかせします。

　工陽社には10年もいますが、この印刷業界に足を踏み込んでからもう○○年。印刷業界の進歩も I T業界

とまでは言わずともかなりの猛スピードで進んでいます。技術・知識・情報の習得も日々勉強、勉強の積み

重ねで、そんな世界に追いついていくのも、本当にしんどい年頃となってしまいましたが、なんとか走って

みたり、歩いたりしておいてきぼりにされないように…追っかけています。

　そんな、私の日々の癒しは「サッカー観戦」。特にベガルタ仙台……かなり

のミーハーおばサポして楽しんでます。ホームゲームはもちろん、ちょっと近

いアウェーには応援ダンマクかついで参戦しています。

（若い選手からエネルギーを吸収中？こわっ！）

　でも、あのまっ黄色いの軍団の中に私はいないのですよ。なぜなら、彼らは

コアなサポであって、私はミーハーなサポですから…

　3月の創刊から約中1ヶ月で第2号を発行致しました。今後もこのようなペースで第3号、4号と発行して参
ります。
　さて、季節も変り新年度がスタートしてから1ヶ月が経ちました。節目の月と言える4月は皆様どのように
過ごされましたか。統一地方選挙や新年度での取り組みの初めの月と言う事で忙しく動かれていたのではない
かと思います。
　かく言う私も4月、5月は種々様々な雑用で忙しく動いておりますが、そうなると一番気を付けなくてはな
らないのが体調の管理です。連日連夜の飲み会や夜更かしは老若男女問わずとても体に負担を掛けているはず
です。ここで重要なポイントは『私は大丈夫』だとか『まだまだ若いですから』という認識は取り敢えず横に
おいて、こういう時だからこそ『私は充分疲れている』という意識の中で日常を過ごすと言う事です。お酒の
摂取量を減らそうだとか、煙草の本数を減らそうだとか、自然と修正を図ろうとする気持ちが
湧いてくるかと思います。
　お客様の皆様も日々の生活からの“意識改革”で体調を整え、すばらしい仕事をしていただ
ければ何よりです。次号もお楽しみに。

編 集 後 記

ヒゲスズ

印刷業の営業を始めて何の成長もなく 10年を過ぎました。
毎日、毎日、会社や上司、お客様にはご迷惑ばかりかけており、最近では大きな失敗も……。
しかし、こんな自分でもお客様にすぐ覚えてもらい、会話になる事があります。
それは、「土生木（ハブキ）」と言う名前です。初めてのお客様の所に営業に行くと、珍しい名前ですね・・・
と仕事の話しをせずに会話が弾み、必ずと行って言う言葉が「珍しい名前なので、新聞にでるとすぐ
に解るから悪い事できないんですよ・・・」と仕事の話しをするのを忘れ会社に帰ってきます・・・
その会話の中で必ず「沖縄の人ですか？」と言われます。それは蛇のハブと土生木がにているだけで
言われますが、先祖代々仙台出身です。昔、先祖の事について調べた事があり、仙台で刀鍛冶をして
いたらしいです。そんなどうでもいい話しはおいといて、自分は殆ど塩釜近辺で営業しておりますが、
他の営業の変わりにあなたの所に行くかもしれません !!　その時は土生木　敦を！土生木　敦を宜し
くお願いいたします。（あ～！蛇のハブね・・・と）

水 越 郁 子　工務課／制作部門　生産担当　

MY応援必須アイテム
“洋介ダンマク”

4

印刷屋さんの仲間 Part.2Part.2印刷屋さんの仲間

　入社して4年。お客様のニーズと満足頂ける対応・笑顔を心掛け、皆様と
上司・同僚に支えられながら日々勉強、勉強の毎日を送り頑張っています。
　私は学生時代からバドミントンを続け10数年…週1、2回程度ではありま
すが、体力的に衰えを感じつつも、日頃の疲れを汗と共に吹き飛ばし、様々
な地域の方々との交流や大会への参加をして楽しんでいます。
　コピー、出力、製本等のご相談等がございましたら些細な事でもお問い合
せ下さい。心よりお待ちしております。

結 城 美 沙 　営業課／デジタル複写担当

土生木　敦　営業課／情報システム担当

　この工陽社の中では3番目に新しい社員です。といいましても今年7月で10年目を迎えるわけで、新人？で

はありませんね。ですから社員の大半はかなりのなが～い間、工陽社に勤務しているわけです。……いか

に、居心地の良い会社かは想像におまかせします。

　工陽社には10年もいますが、この印刷業界に足を踏み込んでからもう○○年。印刷業界の進歩も I T業界

とまでは言わずともかなりの猛スピードで進んでいます。技術・知識・情報の習得も日々勉強、勉強の積み

重ねで、そんな世界に追いついていくのも、本当にしんどい年頃となってしまいましたが、なんとか走って

みたり、歩いたりしておいてきぼりにされないように…追っかけています。

　そんな、私の日々の癒しは「サッカー観戦」。特にベガルタ仙台……かなり

のミーハーおばサポして楽しんでます。ホームゲームはもちろん、ちょっと近

いアウェーには応援ダンマクかついで参戦しています。

（若い選手からエネルギーを吸収中？こわっ！）

　でも、あのまっ黄色いの軍団の中に私はいないのですよ。なぜなら、彼らは

コアなサポであって、私はミーハーなサポですから…

　3月の創刊から約中1ヶ月で第2号を発行致しました。今後もこのようなペースで第3号、4号と発行して参
ります。
　さて、季節も変り新年度がスタートしてから1ヶ月が経ちました。節目の月と言える4月は皆様どのように
過ごされましたか。統一地方選挙や新年度での取り組みの初めの月と言う事で忙しく動かれていたのではない
かと思います。
　かく言う私も4月、5月は種々様々な雑用で忙しく動いておりますが、そうなると一番気を付けなくてはな
らないのが体調の管理です。連日連夜の飲み会や夜更かしは老若男女問わずとても体に負担を掛けているはず
です。ここで重要なポイントは『私は大丈夫』だとか『まだまだ若いですから』という認識は取り敢えず横に
おいて、こういう時だからこそ『私は充分疲れている』という意識の中で日常を過ごすと言う事です。お酒の
摂取量を減らそうだとか、煙草の本数を減らそうだとか、自然と修正を図ろうとする気持ちが
湧いてくるかと思います。
　お客様の皆様も日々の生活からの“意識改革”で体調を整え、すばらしい仕事をしていただ
ければ何よりです。次号もお楽しみに。

編 集 後 記

ヒゲスズ

印刷業の営業を始めて何の成長もなく 10年を過ぎました。
毎日、毎日、会社や上司、お客様にはご迷惑ばかりかけており、最近では大きな失敗も……。
しかし、こんな自分でもお客様にすぐ覚えてもらい、会話になる事があります。
それは、「土生木（ハブキ）」と言う名前です。初めてのお客様の所に営業に行くと、珍しい名前ですね・・・
と仕事の話しをせずに会話が弾み、必ずと行って言う言葉が「珍しい名前なので、新聞にでるとすぐ
に解るから悪い事できないんですよ・・・」と仕事の話しをするのを忘れ会社に帰ってきます・・・
その会話の中で必ず「沖縄の人ですか？」と言われます。それは蛇のハブと土生木がにているだけで
言われますが、先祖代々仙台出身です。昔、先祖の事について調べた事があり、仙台で刀鍛冶をして
いたらしいです。そんなどうでもいい話しはおいといて、自分は殆ど塩釜近辺で営業しておりますが、
他の営業の変わりにあなたの所に行くかもしれません !!　その時は土生木　敦を！土生木　敦を宜し
くお願いいたします。（あ～！蛇のハブね・・・と）

水 越 郁 子　工務課／制作部門　生産担当　

MY応援必須アイテム
“洋介ダンマク”


