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『決して減る事の無い過去の書類の山、『決して減る事の無い過去の書類の山、
　大量の文書の保管スペースにお困りではないでしょうか』　大量の文書の保管スペースにお困りではないでしょうか』

　　捨てるわけにはいかない過去の書類や図面がたくさんあって困ってい　捨てるわけにはいかない過去の書類や図面がたくさんあって困ってい
る、書類のバックアップを取りたいがコピーを取るのも時間がかかるし、る、書類のバックアップを取りたいがコピーを取るのも時間がかかるし、
置き場所も無い等のご要望にお答えするのがスキャニングサービスです。置き場所も無い等のご要望にお答えするのがスキャニングサービスです。

　スキャニング・電子化のメリット
①効率的な情報管理が出来ます
　・文書検索時間の短縮
　　スキャニングしたデータに検索用のインデックスを付与することにより大量のデータの中から瞬
　　時に必要なデータを検索する事が出来ます。
　・情報の共有
　　スキャニングした情報はデジタルデータとして共有が出来ますので。ネットワーク上で複数の方
　　が同時に閲覧、利用が出来ます。
　・データの配布
　　お客様や社内に資料として送る場合スキャニングされたデータであれば、メール添付やファイル
　　転送などにより迅速に相手に送ることができます。
②コストダウンがはかれます
　・書類保管場所の削減による固定費削減
　　事務所スペースの削減により固定費を減らすことが出来ます。又ファイリング用品やキャビネッ
　　ト等の経費も抑えることが出来ます。
③セキュリティもバッチリ
　・情報セキュリティ
　　スキャニング・電子化した情報のセキュリティ対策を施す事により、盗難・内部からの持ち出し
　　等による情報漏洩を防ぐことが出来ます。またＩＤ・パスワードの付与、アクセス権限の設定に

　　より特定の人以外が閲覧できないようにすることが出来
　　ます。
　・情報劣化・散逸の防止
　　紙文書は時間の経過とともに劣化します。また閲覧のた
　　めに持ち出した後、元の場所に戻さないため情報の検索
　　が不能になったりします。電子化により情報劣化・散逸
　　を防止できます。
　・災害対策
　　スキャニングされたデジタルデータは、複製・バックア
　　ップが容易です。バックアップデータを別の場所で保管
　　することにより災害時の情報消失を防ぐことが出来ます。

『決して減る事の無い過去の書類の山、
　 　大量の文書の保管スペースにお困りではないでしょうか』

“e‐文書法”って知っていますか？
別名：民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律、2004年11に制定さ
　れ保存が義務付けられた文書の電子化を認める法律、施行は2005年4月帳票や財務諸表、取締役会の議事
　録など、商法や税法などで企業に保存が義務付けられている文書について、電子化された文書ファイルで
　の保存を認めています。また、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の要件を満たせば原本
　として認められます。

　捨てるわけにはいかない過去の書類や図面がたくさんあって困ってい
る、書類のバックアップを取りたいがコピーを取るのも時間がかかるし、
置き場所も無い等のご要望にお応えするのがスキャニングサービスです。
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オンデマンドシリーズ ❷
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この『印刷屋さん』お手元にが届く頃には上映は終わってしまい
ますが、本当に面白い映画です!! まだご覧になっていないのであ
れば、DVDなどでチェックしてみてください!!

いぎなり映画
!!なり映画!!

　僕、　僕、なりき
っちゃいましなりきっちゃ

いましたいぎなり映画
!!

　僕、なりき
っちゃいまし

た

映画ではけやき並木が緑でしたが映画ではけやき並木が緑でしたが
私が歩いた定禅寺通りは私が歩いた定禅寺通りは
まだ緑ではなかった…まだ緑ではなかった…

映画ではけやき並木が緑でしたが
私が歩いた定禅寺通りは
まだ緑ではなかった…

ミニアルバム

ご入学の記念を…、
卒業旅行の思い出を…、
お子様の成長の記録を…、

あなたがお持ちの写真やデータを
　　　オリジナルミニアルバムにしてみませんか？
　
自分の理想のレイアウトで、最高の思い出が詰まった、
最高のミニアルバムに!!

オンデマンド印刷で仕上がりもキレイ…
まるで写真専門店で作成したようなハイクオリティー!!
きっとご満足いただけます。

haruの1年

2010年

おじいちゃん・おばあちゃんへ
一年の成長をアルバムにして
プレゼントしてはいかがですか？

実際の写真実際の写真実際の写真

製本等のご相談は担当営業までご相談ください
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印刷屋さん豆知識
パート5

データ原稿の出し方の注意点

応援に行こう！応援に行こう！応援に行こう！
宮城にあるプロスポーツをみんなで応援するコーナー

　まだまだ肌寒い日が続きますが、そんな寒さを吹き飛ばすくらい
熱いもの……そう!! それはスポーツ!! 特に宮城のスポーツは激熱だ
ーっ。もちろん我々工陽社も地元のスポーツチームを応援していま
す!! という事で行って来ました。今回はバスケットボール。我らが
仙台89ersのゲームを観戦＆応援して来ましたよ！
　実は私自身、バスケットを生で見るのは初めてだったので当日は
朝からドキドキ、ワクワク…。期待に胸を膨らませ、ついに89ers
のホーム、仙台市体育館へ…。
　まず感じたのは「近っ!!」でした。（笑）とにかく選手と観客の距
離が近い!! まさに、これがバスケット観戦の醍醐味でしょう!! すぐ
目の前で迫力あるプレーが繰り広げられ、興奮の連続でした。試合
の合間にもマスコットのティナのダンスやブースターによるモップ
がけ競争等のパフォーマンスもあり、「バスケにはあまり詳しくな
い…」という方でも、きっと楽しめる事間違いなし！
　そしてゲームの方はというと、もちろん89ersの圧倒的勝利!! 本
当に大満足の一日でした。みなさんもぜひ89ersの応援に足を運ん
でみて、この興奮と迫力を生で楽しんで下さい。

　♪♪Go!! Go!! 89ers!!♪♪

最近は、原稿を作る時にもパソコンを使用される方が増えてきています。
ちょっとしたチラシなども、ちょっと以上のものもパソコンを使用し見事に仕上げてくるお客様もいらっし
ゃいます。その成果品を印刷したい、自分の作ったものを忠実に再現して欲しい。等々いろいろなお話をい
ただきます。
しかし、コンピュータが発達した時代でも、お客様の作られたものがモノによっては100％忠実に再現する
事が容易でないのも現実です。
そこで、印刷屋にデータで発注する場合の注意点をちょっとばかりあげてみたいと思います。

Word・Excel・一太郎をご使用の場合
基本的に、印刷用データとしてそのまま使用することはでき
ません。いただいたデータの『文書』やその文中の『文字』
を再編集し、『写真』等は見栄え良くする為に分解・編集を
しなおします。結果として、出来上がり体裁などが変わって
しまいます。
ただしデータをpdfデータにしていただければそのままの形
で印刷できます。その際の注意点として『フォントを埋め込
む』などの作業が必要となります。
そのままの形で印刷をしたい場合のもう一つの方法としては、
『win omnimage』（ウインオムニマージュ）というソフトを
使用して印刷用データに変換します。この場合の問題点もフ
ォントにあります。ネットなどからダウンロードした特殊な
ものは再現されませんので、フォントを提供していただくこ
とになります。また、データに貼り付けた写真データの解像
度が悪い場合は写真データも別にいただくと助かります。
いずれのソフトを使用しても『フォント』が問題となります
ので、必ずパソコンで作成したものは、『データとプリント
したものと使用ソフト（ヴァージョン）』を明記していただ
く必要があります。

Power  Pointをご使用の場合

イラストレーターをご使用の場合

基本的には、Word・Excel・一太郎と同じでそのまま
使用することはできません。
この場合も『フォント』が問題となりますので、必ず
パソコンで作成したものは、『データとプリントした
もの』を添付してください。
写真に関しても、別データでいただくと、なお美しく
仕上がります。

イラストレータで作られた方の場合は問題なく印刷で
きますが、この場合はイラストレータのヴァージョン
も明記していただく事と、フォントのアウトライン処
理作業を行った上で発注してください。この場合も
『データとプリントしたもの』を添付してください。

データ入稿で不安のある方、不明な点がある場合は、
担当営業または本社・制作担当までお問い合わせくだ
さい。

・・・・ ・・・・

・・・・
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　この時期、よく耳にする、目にする言葉に「三寒四

温」「寒暖の差が著しい」「桜の開花が待ち遠しい」

等が有りますが、今年は特にそれらの言葉を身近に感

じます。歳のせいも若干あるのでしょうけど、外気の

温度差に体がついていかないのです。体調管理が追い

つかないのです。風邪の引きっぱなしで微熱が続きっ

ぱなしなのです。早く暖かい日が続いて桜も満開にな

れば体も心も満たされ、良好な生活を過ごす事が出来

る筈だと思い込んでいます。

　このような状況だから、先述した言葉がこれ迄以上

に妙に生々しく感じられるのでしょうか。

　50歳の男のセリフではないですかね…。
愚痴っぽくなりましたが、皆様には良い季節を迎える

ためにも健康に留意されお過ごしください。

編集後記

良 季節を迎え

い。

ヒゲスズ

私の女優論　～オードリーと小百合～
　私の趣味は、映画を観ることですが年に何本も
と言うほどではありません。その中で好きな女優
はオードリー(春日ではありません)と小百合であ
ります。
　邦画・洋画とも観ますが、中でも「ローマの休
日」は最高と思っています。良い映画は全編どの
シーンも素晴らしく、靴音だけが響いて去ってい
くラストシーンは良かったなあ。吉永小百合も美
しさもさることながら、役柄にも寄りますがやさ
しい人間性が表れる素晴らしい女優であると思い
ます。
　オードリー・ヘプバーンは晩年ユニセフで活動
し、吉永小百合は広島の原爆体験の朗読を続けて
いるという。彼女らはいろいろな意味で世に影響
を与える女優という立場で、人々の役に立つとい
う、果たすべき「使命」の生き方はとても素晴ら
しいと思います。二
人の美しさは内面の
美しさから来ている
のかもしれませんね。
世の女性よ、内面を
磨いてもっと美しく
なろう。
　彼女らの足元にも
及ばないし、ささやかな事しか出来ないかも知れ
ませんが、私も人の役に立ち、人として成長して
行く生き方をしていきたいものです。

佐藤　敏幸

私の趣味は野球観戦と釣り
　まずは野球観戦。
　昔から野球が好きでＴＶ中継をよく見ていまし
たが、楽天ができてからはＫスタに足を運び、生
でプロ野球を見る事も多くなりました。やっぱり
生で見るとＴＶ中継では味わえない迫力がありま
すね。
　特に夏にビールを飲みながらのナイター観戦は
私にとって最高です！
　もう一つの趣味である釣りの方はと言うと、休
日の私の一番の楽しみ。朝早くから自転車をこい
で颯爽と釣りに向かいます。
　私のお気に入りの釣りスポットは籬島で、有名
な釣りの名所！と言う訳ではないんですが、知る
人ぞ知る穴場スポット。釣り場も駐車場を兼ねて
広く作ってあるので、ゆったりと釣りを楽しめま
す。
　しかしながら、さすがの私もたまぁ～には釣れ
ない日もあります……が、そんな時でも天気の良
い日に竿を垂らしてのんびりと釣りを楽しんでい
るだけで日頃の疲れがどこかに行ってしまいま
す！釣りは私にとっては楽しみだけではなく、癒
しでもあるのかもしれませんね。（笑）
　釣れる魚はと言うと、ちょうど今の時期から6
月頃にはアイナメやカレイが釣れ、7月頃になる
とハゼが釣れます。その時期で釣れる魚が変わり
ますが、釣った魚を見て季節を感じる事が出来る
のも釣りの醍醐味です!!
　やはり私にとって野球観戦と釣りは仕事を頑張
れる力の源のようです!!　これからも趣味に仕事
に全力投球で行きます。

小幡　稔夫
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第14回縄文いけばな展 七ヶ浜 28日～30日
七ヶ浜町産業祭り「青空市」 七ヶ浜 30日

6月
仙台交流味祭inせんだい「春の恵み」 仙　台 １日・２日
とっておきの音楽祭 仙　台 ６日
多賀城跡あやめまつり 多賀城 中旬


