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編集後記

お役立ちコミュニケーション情報誌

印刷屋さんの仲間 第7弾!!印刷屋さんの仲間 第7弾!! 今回は「１年間の目標」です

4 KOHYOHSHA CO., LTD.

新年明けましておめでとうございます。昨年は弊社をご愛顧頂き誠に有難う御座います。
各社皆様におかれましては穏やかな新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
さて、東日本大震災から本年３月で６年をむかえます。復旧・復興・再生・再興を取組
む中、地域の皆様や全てのお客様のご理解ご協力を頂きながら確実な成果をあげられる
様、また、新しい職場環境の中で皆様に満足の高いサービスをお届け出来る様日々精進
しております。更に、鳥年にあやかり大きく羽ばたける様何事においても誠実に努めて
参ります。どうぞこれまで同様のご愛顧を宜しくお願い致します。
結びに、本年が皆様にとりまして最良の年と成ります様ご祈念申し上げます。

株式会社　工陽社
代表取締役　鈴木嘉仁

撮影／2017.1.1　七ヶ浜町／渡邊

今年のおみくじは『小吉』う～ん微妙…。
　冷静さと心にゆとりを持ち、周囲の状
況の変化にも敏速な対応を。今のあなた
には味方をひとりでも増やす心掛けが必
要。誰かー！私の味方になって下さーー
ーーい（笑）　　　　　　　　　　 A.H

今年は塩竈の志波彦神社へ初詣に行きました。おみく
じの結果は……『末吉』！微妙です。今年は大人しく
しているのが吉だそうですが、新年早々落として割れ
たスマホが何とも不吉…。　　　　　　　　　　　M.C

今年の元旦におみくじを引
いたら、なんと、何年ぶり
か？の大吉でした！が、今
年は厄年です…。　　　 T.S

社員全員が１年間の目標をたてて発表する我が社の仕事始め。
この目標に向ってまた１年間がんばりましょう！

新年明けましておめでとうございます。今年も印刷屋
さんをよろしくお願いします。
ところで皆様は神社に初詣に行きましたか？やはり
「おみくじ」をやる人は多いと思います。自分も必ず
やります。今年最初の運試しでしたが今年は『末吉』
でした。でもこれって良いのかまた悪いのかってたま
にわからなくなりませんか？そこで調べて見た所、大
吉→吉→中吉→小吉→末吉→凶の順序でした。しかし
地域が変わると12個も有る事が分かりました。でもこ
れって自分は…でもこれは気持ちの持ち方です。おみ
くじに書いてある運勢や仕事・健康・等をしっかりと
読みそして神社に結んで来ました。末吉でも必ず良い
事も有ります。今年一年まずは仕事そして印刷屋さん
の記事作りを頑張って行きますので今年もよろしくお
願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　M.W

大凶 やさしくしてね…………。　　　　  A.K

今年のおみくじは「末吉」…。書い
てある内容も、仕事にも私生活にも
あてはまりそうな、悲しい内容ばか
り…。年明け１発目からテンション
ガタ落ちの私ですが、また１年、頑
張りますのでどうぞよろしくお願い
いたします。と言いながら頑張れる
か不安な私（泣）　　　　　　M.S

今
年
の
運
勢
は
？

意欲を持って年間事業計画・経営計画
を達成させる。　　　　　　　　嘉仁

総務課・営業課・工務課各課の連係連
動を推進する事で経営の安定を図る。

千佳子

直感力・行動力により
　　　実りある一年とする。　　保美

100％の営業活動を行う。　　　　敦

コミュニケーションの徹底‼　　長守

笑顔を忘れない‼　　　　　　　郁子

何事も失敗を恐れず前進する。　正人

会社・仕事・皆さんに
　　　感謝を忘れず精進します。

セツ子

「いま」を大事にする。　　　　衣子

好奇心を持って仕事に取り組む。　綾

計画的に売上をつくりだす。　　　新

確認の徹底を心掛ける！　　　　典子

しっかり聞きましょう。（二年目）
道子

焦らない、慌てない‼　　　　　麻美

小さいことをおろそかにしない。幸子

報告、連絡、相談　　　　　　麻貴子

転がる石にコケは付かない。　　雅之

健康に注意し仕事に取り組む事。和明

「健康」　　　　　　　　　　　栄子

目標にむかって
がんばろう！
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仕事納めの28日にキレイになった会議室でお疲れさま
会をしました。
丸長寿司さんのお寿司とビール、おつまみで、今年１
年を振り返り、反省をして締めくくりました。

我が社では、総務課が推進す
る５Sの定義（整理・整頓・
清掃・清潔・しつけ）のもと、
土曜出勤の日には必ず１～２
時間清掃タイムを実施してい
ます。キレイな社屋をキー
プ！そのおかげで大掃除がと
ても楽にできました。

イベントや周年記念、何か記録として残さ
ないといけない。そんな時があると思いま
す。
皆さん何を作成しますか？記念誌？記念
品？お悩みの時にはDVDをつくってみま
せんか⁉
DVDは電子化した本の様なつくりも出来
ますし、もちろん映像だってたっぷり入れ
られます。実はインターネットが繋がって
いる機器を使えばリンクを張ってホームペ
ージへGO！何でも出来ちゃう優れもので
す。企画からご相談頂ければ、DVDの機
能を最大限に活かしたご提案を致します。
小ロットでも受け付けておりますので、気
になった方はお気軽にお問い合わせ下さい。

今回、当社では新しく大判カラー出力機の入替えをしました。新しい機種の特長として、

①高画質を実現
新開発のインクテクノロジーにより高画質を実現

②優れた耐性を持つ顔料インク
従来品より耐光性に優れ、印刷結果の美しさや鮮やかさを長期間にわたって維持できます。より色あせしにくく、光
の当たる場所でも安心して掲示できます。また耐水性、耐オゾン性に優れ、写真の印刷はもちろん店舗のディスプレ
イやポスター等の短期間外掲示にも対応できます。屋外用途では、ラミネート加工をしてお使い下さい。

③最大黒濃度が向上した2種類のブラックインク
光沢紙で滑らかな仕上がりを実現するフ
ォトブラックとマット系用紙で高濃度の
発色が得られるマットブラックの2種類
のブラックインクを用紙に応じて自動で
切り替えて使用できます。いずれのブラ
ックインクも従来品より最大黒濃度が向
上しており暗部の微妙な階調表現が実現
できます。

これからもお客様の要望に応えられる様
に営業スタッフ一同、ご依頼お待ちして
おります。ご不明な点がございましたら、
担当営業までご相談ください。

まみまみの
気になる
お店紹介
　コーナ

まみまみの
気になる
お店紹介
　コーナー

（利府町赤沼）

今回の気になるお店は、利府町沢乙に昨年7月にオープンした「mou 
mol molle（ムー モル モル）」。「柔らかい、とろける」という意味な
んだそうです。フレッシュジェラートと自家製バームクーヘンが美味し
いお店と聞いて、おじゃましてみました！
お洒落な外観のお店の中へ入ると…。美味しそうなケーキに、プリン、
噂のバームクーヘン、そしてジェラートや焼菓子と目移りしてまう商品
がズラリ！しばらく悩んだ末、今回は当店人気No.1とうたわれている
「那須御養卵使用のカスタードプリン」と、ジェラートの、これまたNo.
１の「いちごミルク」と期間限定「ロイヤルミルクティー」のハーフ＆
ハーフを注文。人気のいちごミルクは本当に甘くて美味しく、ミルクテ
ィーは大人な味に甘さがプラスされ、これまた最高！ジェラートという
と夏のイメージが強かったのですが、次から次へとお客様が注文してい
て人気の高さに驚かされました！イタリア製のマシンで北海道産の厳選
された材料を使用しての店内製造とのことで、納得の美味しさです。プ
リンも濃厚でとても美味しかったです！店内では無料のコーヒーもいた
だけるので、サービスも満点！バームクーヘンは次回のお楽しみです♡

大 掃 除 １年の汚れをキレイにしましたヨ！
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EPSON-SC-P8050機の紹介EPSON-SC-P8050機の紹介

▲EPSON-SC-P8050機

◀塩釜商工会議所
　創立70周年記念誌
　70年のあゆみ記念DVD

印刷屋に
新しい仲間が
２名ふえました！

印刷屋に
新しい仲間が
２名ふえました！

昨年から、印刷屋さんの仲間になった

佐藤　です。

みんなと力を合わせてがんばってい

きたいと思いますので、よろしくお願

いします。

今回からSJIのメンバーとなった、制作

課の千葉　です。入社して２年目を迎

えますが、今まで培ってきたものを活

かし編集に携わっていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします！

趣味

最近は愛猫と遊んでばかりですが、

絵などもまた描いていきたいです。

好きなもの

ハローキティ・ガンダム

北斗の拳

特技

反復横跳び
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