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新年度スタート！新年度スタート！　オンデマンド印刷でオリジナル名刺を作ろう！オンデマンド印刷でオリジナル名刺を作ろう！新年度スタート！新年度スタート！　オンデマンド印刷でオリジナル名刺を作ろう！オンデマンド印刷でオリジナル名刺を作ろう！新年度スタート！　オンデマンド印刷でオリジナル名刺を作ろう！

名刺交換のマナーを再チェック
〈名刺のマナー〉　
　名刺はビジネスシーンには欠かせないアイテム。自
分自身を表すので基本的なマナーはしっかりと身に付
けておきたいものですよね。
－名刺の出し方－
　相手の正面に立ち、はっきりとした声で名乗って両
手で渡します。
　この時テーブル越しや座ったままの動作は失礼です。
－名刺の受け方－
　相手を見ながら両手で受け取ります。復唱して相手
の顔と名前をしっかり覚えましょう。

　受け取った名刺はすぐにしまわず、テーブルの上に
置き相手の名前や肩書きを見て、話をしましょう。タ
イミンングを見計らい、名刺入れにしまいます。くれ
ぐれも、ポケットやカバンなどに直接しまわないよう
にしましょう。
－気を付けること－
　汚い名刺は失礼です。汚れや折れている名刺を渡し
たり、財布やポケットなどから出して渡すのは悪い印
象を与えます。きちんと名刺入れを使い、いつもそこ
にはきれいな名刺を入れておきましょう。

必要な情報をQRコードに！
　当社ではQRコードを作成して名刺に入れること

ができます。

　例えば、ご自分の携帯番号、メールアドレス、

ホームページアドレス等、必要な情報をQRコード

にして名刺に印刷しておけば、いちいち入力しな

くても

　　携帯のカメラ機能を使用して撮影！
　　読み取りカンタン！
　　そのままアクセス！
　　お客様の携帯のアドレス帳にそのまま保存！

試してみる価値はあると思いますよ！

アイディア次第でキメ細かく作ることができます。
　例えば、営業用名刺なら営業品目を相手お客様の営業形態に
よって変えることができます。多種なお客様にあわせて作りま
しょう！また、裏面に訪問日等をいれたカレンダー等を入れれ
ば定期訪問もしやすくなります。
　とっておきの写真を入れて、お客様とのコミュニケーション
をはかるのもいいですね！←このようにアイディア満載の名刺
を作れば印象が深くなりご自身をアピールすることができます。
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このＱＲコードの中には
名前、住所、電話番号、FAX番号の他、名刺には
記載していない情報も詰め込むことができます。

各携帯メーカーによって
機能も異なりますが、
カメラ付き携帯であれば
「バーコードリーダー」
を利用して読み取ること
ができます。

オンデマンド印刷でカラー名刺を必要な数量を目的別に！

有名スポーツ選手との
　　　２ショット写真
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ウィルス
　近年のコンピューターウイルスの被害が拡大し、企業
や官公庁・団体から情報漏洩するという事例もあります。

・電子メールに添付されたファイルを開いたら感染して
　しまった。
・自分の名義で、友人のアドレスに勝手に何通もメール
　が送られてしまう。
・普段何気なく使用しているUSBメモリから、ウイルス
　に感染してしまった。
・USBからウイルス感染してしまう事は、実例も多く、
　大きく報道されたため、USBメモリやパソコン周辺機
　器を製作しているバッファロー社では、ウイルス対策
　ソフトを内蔵させたUSBメモリを発売する事を発表し
　た。それほど、被害の拡大は深刻なのだろう。

　自分のパソコン内のデータがいつの間にか、勝手に
webにアップロードされていた（情報漏洩）
　一番怖いのが、当事者本人が気付かないうちに発信者
になっているケースが多く、深刻な被害が出ている。学
校の生徒の成績表をはじめ、警察の業務記録から、病院
のカルテまで、事態は予想以上に深刻である。
　昨今一番の感染源だと思われる、違法なファイル共有
ソフトが普及し始めた事も無視できない。通称トロイの
木馬、ファイル共有ソフトでの情報流出は、社会問題と
化し、官公庁や企業・団体からの顧客情報が流出してい
る。どこの企業でも、ファイル共有ソフトを使用しない
ようにと徹底した社員教育の必要性も問われています。
　個人でも、感染すると勝手にメールの内容やデジカメ

画像など、インターネット上にアップロードされてしま
うので、セキュリティ対策はしっかりしておきたいもの
です。

違法なサイトにアクセスしない。
　違法なサイトにアクセスすると、IPをはじめ、メール
アドレスなども知られてしまう事もあるので、違法なサ
イトだと思われる場所にはアクセスしないことが一番で
す。

　最近では、空き巣で金目の物を盗むのではなく、空き
巣に入り、その家のパソコンにウイルスを仕込んで帰る
というサイバーテロのような手口もあった。ウイルスを
仕込んでおいて、被害者がキーボード入力した文字や、
クレジットカードの暗証番号などを、知らない間に、犯
罪者のパソコンに送信してしまう。ちなみに、その犯人
は後日捕まることになる。

　最近、一番新しい情報によると、パソコンと同期させ
るために繋いだ携帯型音楽プレイヤーipodからウイルス
に感染する事例も報告されています。

　ウイルスは、拡散型なので、感染者から感染者へと次
から次へと、拡大をしていくので、対策ソフトでのセキ
ュリティ強化をすること。
　そして、違法なファイル共有
ソフトを使用しない、違法なサ
イトにアクセスしないなど、各
自でのウイルスへの心構えと、
セキュリティ対策を万全にして
おくという必要があるでしょう。

印刷屋さん豆知識 パート1

「コピー偽造防止用紙」ってご存知ですか？
　近年、コピーによる偽造や複製を利用した犯罪が急増しております。それを防ぐ手だてにコピー偽造防

止用紙があります。

　簡単に説明すると、この用紙で印刷した物をコピーするとコピーした物に「コピー」「COPY」の文字が

浮き出て、コピーした事がはっきり判別できる用紙です。原本をしっかりと管理したい社内書類や社外秘

の書類などコピーを防止したい書類への使用に最適です。

　チケットやクーポン、保証書、契約書等々偽造を防止できるので偽造防止したい物への使用にも適して

います。

　また、紙幣や商品券等をコピーすると写らないコピー機も存在しています。



3

いよいよ来月21日より裁判員制度がはじまります。
　「裁判員制度」なんて、自分たちには関係のないことだろうと思っていたら、もう来月からこの制度が開始されます。

　「裁判員候補者名簿」に記載されるのは毎年約29万5000人にのぼり、全国平均で352人に1人の確率で、実際に裁判

員となる確率は、全国平均で約5,000人に1人と想定されるそうです。これは1年間での話なので、「裁判員制度」が続

く限り毎年約5,000人に1人という事なので、生きている間に自分がなる確率は結構高く、幸か不幸かやってくる事にな

ります。皆さんの身近なところにも裁判員さんになる方がいるのでしょうね。

　また、心配事として、任命されたらよほどの理由がない限り辞退できないということです。社会人として「裁判員」

になる事も立派な務めではありますが、自分の仕事がその間できなくなることも不安なことは確かです。

　そこで、簡単な私達の疑問点のQ&Aをご紹介いたします。

Ｑ　育児や介護で忙しい場合は裁判員を辞退できますか？仕事が忙しい場合どうですか？
Ａ　裁判員を辞退することは原則として認められませんが、裁判員法が定める事由に該当する方は、例外的に申し出る
　ことができます。具体的には年齢が70才以上の方、会期中の地方公共議会の議員、学生、生徒等。同居している親族

　の介護や養護を行う必要があるために裁判員の職務を行うことが困難な場合。単に「仕事が忙しい」という理由では

　辞退できませんが、その方が用務を処理しなければ事業に著しい損害が生じる恐れがある場合には認められる。

Ｑ　裁判員の職務が終わるまで職場を離れることで、勤務先から解雇される心配はありませんか？ 
Ａ　そのような心配はありません。
　　労働基準法７条は、労働者が「公の職務を執行するために」必要な時間を請求したときには、使用者はこれを拒ん

　ではならないことを定めています。そして、裁判員の職務も「公の職務」に当たりますので、裁判員としての職務が

　終わるまでは職場を離れることが認められなければなりません。裁判員法も、労働者が裁判員の職務を行うために休

　暇を取得したことなどを理由として労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないことを明記してい

　ます。安心して職務についてください。

Ｑ　裁判員は日当をもらうことができますか？裁判所までの交通費は自分で負担しなければならないのですか？
Ａ　裁判員には、日当と旅費が支給されるほか、裁判所から離れたところに住んでいるなど、裁判員としての職務を果
　たすために自宅以外に宿泊することが必要な場合には宿泊料も支給されます。裁判員になられた方にできるだけ経済

　的な負担をかけないよう配慮されています。

　なお、「裁判員制度」について詳しい内容は、http://www.saibanin.courts.go.jp/　等インターネットで見られます

ので一度見てみるのも良いですね！

ヒゲスズに聞いてみよう！

Q なぜ、パソコンでみるきれいな色が印刷するとくすんでしまうの？

印刷屋さ〜んこと復活！

　パソコンのディスプレイ上に表現される色、デジタルカメラなどで撮影された画像は光の発光を利
用して色を表現するRGB形式ですが、紙面印刷ではRGBカラーを使うことができません。
　RGBカラーはあくまでモニター上での計算的な色彩表現であるため、現実の印刷では作り出すことの
出来ない色合いが存在するからです。
　印刷するためはRGB形式をCMYK形式に変換しなければなりません。CMYKカラーはシアン、マゼン
タ、イエローの3原色の混合による色表現を基本に、白黒の部分を特別に扱うブラックを保持し、あわ
せて4原色を用いて色表現をします。

　以上のような色の組み立てからパソコン等モニターでみる鮮やかな色も、紙面印刷になる
と色が変わってしまうのです。印刷をする予定がない製作物であればRGBカラーの持つ「広
い色彩空間」という特徴をいかした美しいものを制作することをおすすめ致しますが、印刷
する予定があるものについてはCMYKカラーに変換してみて色の具合を確かめてみてから発
注することをおすすめします。
　なお、ご発注の際にRGBカラーのデータをそのまま提供されても、印刷にはいる段階で
CMYKカラーに変換しますので、ご心配なく発注してください。
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『定額給付金』が動き出しました。国からのお小遣いとして考えれば、出来るだけ消費に回すべきなのでしょ

う。それによって経済が健全化に向かい、地元に還元する事で地域が活性化され、少しでも国や経済や地元の

商工業者の役に立つ事が出来る。霞ヶ関のお役人さんが考えた図式・シナリオではそのような事

なのでしょう。「何に使おうかな･･･！？」ほんの一瞬の幸福な時として、取りあえず、

お役人さんの思惑とは別に、地域に貢献する事を第一として一生懸命消費しましょう。

編集後記

ヒゲスズ

工陽社工陽社なんでもランキングなんでもランキング
！

工陽社なんでもランキング
！

はーるがきーた♪はーるがきーた♪どこにきた？

今回は今話題の『定額給付金』と、
桜のこの季節『お花見』おすすめスポットの
ランキングをご紹介致します。

待ちにまった定額給付金！どこのご家庭で
もあてにしているのではないでしょう
か？工陽社のアンケートによると

左図の結果になりました。皆さんこ
の不景気で、とても現実的な答え
が多かったです。
せっかく頂く給付金！使って地域の経
済を活性化させよう！

ところで！桜のキレイな季節になりました。
この地域にもとってもキレイなお花見スポットがたくさん
あります。
１位　塩釜神社･･･境内の桜がお見事！夜桜もライトア
　　　　　　　　　ップされ神秘的
２位　白石川堤･･･私はまだ見たことがないので、是非
　　　　　　　　　行って見てみたい
３位　涌谷城山公園、榴ヶ岡公園、君ヶ岡公園･･･
　　　　　　　　　同率で公園が３件も入りました！
３位のお花見スポットはきっと、お花見を
するのに公園は何かと便利がいいので･･･
という事で入ってきたのだと思います。
私も榴ヶ岡公園の枝垂れ桜は好きです。
屋台もたくさん出るしネ！
やっぱり花より団子！

　今回紹介するのは、
仙台市在住伊坂幸太
郎氏の大ベストセラ
ーを映画化した、全
編仙台ロケで話題の
ミステリー「重力ピ
エロ」です。
　みなさんテレビで
おなじみの豪華俳優陣や期待の若手イケメン俳
優達が宮城を舞台に名演技で魅せます☆
　映画の中には、私もよく遊びに行く、多賀城
のボウリング場「スターレーン」も登場。みな
さんの想い出のあの場所も登場してる…かも。

ストーリー
　謎の連続放火事件、残された謎の落書き。落
書きと遺伝子暗号の奇妙なリンク。すべての謎
が解けた時、24年前から今へと繋がる家族の秘
密が明らかになる。
　「正義」とは何か、そして「家族」とは…溢
れくる未知の感動に涙する愛と衝撃のミステリ
ー。らしい…
　

いぎなり映
画情報!!なり映画情
報!!

いぎなり映
画情報!!

映画
「重力ピエロ」

４月〜６月イベント情報

４月

５月

６月

ショック これがメタボだぁ〜

春だ!! ＧＷだ!! お出かけだ〜!! と言う事で、４月〜

６月のイベント情報をどんと紹介します。

　　しおがまさま　神々の花灯り　17日、18日　塩竈市　　しおがまさま　神々の花灯り　17日、18日　塩竈市
　　東照宮春まつり　18日、19日　仙台市　　東照宮春まつり　18日、19日　仙台市
　　卸町春のふれあい市　25日、26日　仙台市　　卸町春のふれあい市　25日、26日　仙台市
　　もとまち宵市　26日　塩竈市　　もとまち宵市　26日　塩竈市
　　花まつり（市民まつり）　26日　　花まつり（市民まつり）　26日　塩竈市
　　七の市　26日　七ヶ浜町

　　第8回塩竈神社観桜茶会　3日　塩竈市
　　秋保大滝植物園まつり　9日、10日　仙台市
　　七ヶ浜産業祭り「青空市」　24日　七ヶ浜町
　　東松島国際ツーデーマーチ　29日、30日　東松島市
　　春のマンガッタン祭り　3日～5日　石巻市

　　第23回多賀城跡あやめまつり第23回多賀城跡あやめまつり
　　　　24日～7月5日　多賀城市
第23回多賀城跡あやめまつり

腹囲＋下記のうち1つ以上あてはまると

あなたは大丈夫ですかぁ〜

特定保健指導が行われます
腹　囲

男性

女性

85㎝
以上

90㎝
以上

❶血圧
収縮時
（最大）血圧

拡張時
（最小）血圧

130mmHg
以上

85mmHg
以上

❷脂質

かつ／また

❸血糖
空腹時
血糖値

HbA1c

100mg/dl
以上

5.2%
以上

かつ／また

中性脂肪
トリグノセリトン値

HDL
コレステロール値

150mg/dl
以上

40mg/dl
未満

かつ／また＋

健康
ひとくちメモ
メタボ３

　　しおがまさま　神々の花灯り　17日、18日　塩竈市
　　東照宮春まつり　18日、19日　仙台市
　　卸町春のふれあい市　25日、26日　仙台市
　　もとまち宵市　26日　塩竈市
　　花まつり（市民まつり）　26日

気を
つけな
いとね

生活費

食事
旅行

ショッピング

貯金

その他

数値に体重は
関係ないけれど、
シェイプアップ
は重要ですね！

5月23日公開


