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川島印刷
お仕事紹介！
寒い日にはあったかラーメン♪
ラーメン特集

プレス部印刷課編



印刷課
川島印刷お仕事紹介 Vol.2

Kawashima Printing Print Section

第２回目のお仕事紹介はプレス部印刷課です。みなさ
んは印刷と言われるとどんなものを思い出しますか？
印刷工場を見学して、初めてわかる事がたくさんありま
す。川島印刷の印刷課は、基本に基づき、品質を向上し
ていくために日々精進しています。そんな職人揃いの印
刷メンバーと、簡単な印刷についてご紹介します。

をスローガンに、これからも頑張ります！

印刷課メンバー紹介
Print Section Members

一人の目より二人の目 確認作業でミス・ロスゼロ
品質向上日々の作業に妥協なし

４色印刷機担当　係 長  川合　　護
入社18年目。入社当時は体重56㎏で、
現在は72㎏…ほぼ年１㎏ずつ増量中!!
これからも元気に頑張ります。

１色印刷機担当　加藤　秀明
１色機で主に伝票などを印刷していま
す。まだまだ未熟者ですが、日々努力
していきたいと思います。

１色印刷機担当　主 事  齋藤　里資

家族３人で暮らしています。頑張りま
すのでよろしくお願いします。

１色印刷機担当　結城　洋子
まわりの若い人達に、たくさんの元気・
パワーをもらいながら頑張っていま
す。○○に負けないように…。

２色印刷機担当　係 長  斉藤　浩一
リスロンⅡ40と出会って×年。毎日無
言の会話をしています。これからも力を
合わせて頑張っていきたいと思います。

２色印刷機担当　鈴木　　昇
印刷という仕事は奥が深く、とてもやりがいの
ある仕事です。これからも技術向上を目標に、
日々印刷と向き合っていきたいと思います。

４色印刷機担当　須藤　直人
長井市出身、入社7年目になります。休日
は子供と一緒にバスケをしています。不定
期に行う慰労会…それがたまらんのです。

お客様から印刷の色
指定がある場合、イ
ンクを作ります。

本刷中も定期的に印
刷物を抜き取り、質
の確認を行います。

印刷機に紙を積み、
セットします。

印刷の質に問題がな
いか２人で最終確認
をします。

印刷にPS版（ハンコ）
を入れて印刷の準備
をします。

始めに色のズレがな
いか見当合わせをす
る。そして本刷りへ…

校正がOKにな
り、いざ印刷へ
…。当社での印刷
の仕組みを簡単
にご紹介します。

印刷が刷り上が
り、これを断裁機
で用途に応じて
切っていきます。

フルカラー印刷はシアン・マゼ
ンタ・イエロー・ブラックの4色
の掛け合わせで表現するため、
その位置合わせが必要になる…
という事です。
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　川島印刷の経営方針に「お客様の立場に立って考え行動する」を第一項に掲げています。
　先代社長 故 川島良博が常に全社員に言い続けていたことです。仕事は嫌々やるのではなく、お
客様に喜んで頂き、一緒に仕事をしている仲間に感謝し、仕事のやりがいと充実感にモチベーショ
ンを求めていくものだと考えております。
　“全社員で今すぐにでもやれることからやってみよう！”と思い、全社員が直接お客様と会うこ
とを始めました。11 月下旬より、担当営業と同行という形でお伺いさせて頂いております。

　まだまだ抽象的な目標ですが、今後は各人が具体的に数字目標を掲げ、お客様から頂いた注文に
どのくらい付加価値を付けて提供できるか考えられる様に、社員一丸となって頑張っていきたいと
思います。

　お得意先の皆様におきましては、ご協力頂くことに
なり感謝申し上げます。

目的は、「お客様の立場で考え行動する」ため
　　　　直接お客様に触れることで、本物のお客様目線を体得するため

「得意先訪問」でお客様の現場を知る
代表取締役　川島　良範

全体目標 部門毎目標
制作・デザイン担当

部門毎目標
印刷・製本担当

直接お客様と会い、
お客様の雰囲気を感
じる

緊張してあまり覚え
ていない…（-_-;）

お客様の会社を
知る

良い機会となっ
た。

はじめはとても
行くの

が嫌だった。でも
、行っ

てみて初めて営
業の大

変さが分かった
。

チラシをデザインするにあたり、お客様の考えや想い、またチラシにどの様な効果を求めるのかを直接お話しできて、作成のポイントを明確にできた。

どの様な効果を期待
して、当社に印刷物
を発注して下さるの
か直に確認する

「感謝カード」を自筆
で書き、お客様が当
社に発注してくだ
さった事に対する

“ありがとう”の気持
ちを直接伝える

自分が携わった製品がどの
様に使われようとしている
のか、お客様は納品した製
品にどの様な感じを抱いて
いるのかを直接確認する。

株式会社 川島印刷
プレス部製本課

田中 美智子

Michiko
Tanaka

株式会社 川
島印刷

プレス部
製本課

梅津 泰之

Yasuyuk
i

Umetsu

自己紹介

ブログ「川島夢便り」楽しく更新中♪

E-mail mail@kawa-prt.com㈹

E-mail h-suwa@kawa-prt.com

H    P http://www.kawa-prt.com/
http://kawayumedayori.blog.shinobi.jp/

http://kawayumedayori.blog.shinobi.jp/

〒992-0021米沢市大字花沢221-2
TEL 0238-21-5511
FAX 0238-21-5514

モットー

趣味

性格

・焦らず、怒らず、諦めず・映画鑑賞、音楽鑑賞
・几帳面、心配性

Your Best Partner

自己紹介

ブログ「川島夢便り」楽しく更新中♪

E-mail mail@kawa-prt.comH    P http://www.kawa-prt.com/

http://kawayumedayori.blog.shinobi.jp/
http://kawayumedayori.blog.shinobi.jp/

〒992-0021
米沢市大字花沢221-2TEL 0238-21-5511FAX 0238-21-5514

モットー

趣味

体型

・ありがとうの気持ち

生年月日…昭和50年9月7日星　座…乙女座干　支…兎

・釣り

・痩せ型

Your Best Partner

生涯初名刺交換を
経験した社員もいます。

社員の声

自分が作ったチラシ
の効果をお客様から
直接聞く事ができ良
かったと思う。その
感想を今後に繋げて
いきたい。

感謝の気持ちを込めて、
社員直筆の感謝カードを
お渡ししています。

感謝
カード

社員
名刺

Kawashima-Tsushin Dec.2010 Vol.09 03



　置賜地方の３市５町（米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川
西町・小国町・白鷹町・飯豊町）では、この１２月から２月まで
の３ヶ月間、置賜ならではの冬の食材、温泉、雪あかり祭りなど
『あったか』な置賜の冬をＰＲし、観光誘客の強化をはかるた

め、新たな冬季観光キャンペーンを実施してい
ます。
　１２月４日（土）にまちの広場に於いて、イルミ
ネーション点灯式がありました。残念ながら、点灯式には
行けませんでしたが、その夜に写真をパチリ。
　これからが冬本番なのに、当日は冷たい風が強く、肌
寒いと言うより、冬将軍到来の予感を感じつつのパチリ
でした。でもキレイなイルミネーションを見ると、ちょっ

とあったかな気持ちになりますねぇ～。
　イルミネーションは２月末まで点灯しています。これからの季節、クリス
マスのデートスポットとしてよろしいのでは？又、忘新年会で夜の城下へ行
く機会が多くなると思います。心温まる一時。酔い冷ましにもどうぞ。

街のイルミネーション

ゆるごよみ 2011 ￥525（税込）

　毎年大好評のかねたん卓上カレンダー『ゆるごよみ』。2011年版も
ただ今好評発売中です。
　今回は、米沢のゆるキャラを全面に出すため、米沢の定番品やス
ポットを毎月ふんだんに散りばめております。周りのイラストはカレン
ダーに使用されているものです。『ゆるごよみ2011』を見ながら、ど
こに隠れているか探してみてくださいね。
　1,000部限定商品ですので、まだ手に入れてい
らっしゃらない方はお早めに☆
　市内のお土産屋さん、県内書店さん等で販売
して頂いております。

来年もあの子達と一緒の毎日♪
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川島印刷　年末年始休業について

　12月10～12日に忘年会が開かれました。各
職場毎で小野川・蔵王を訪れ、気持ちいい温泉、美
味しい料理に舌鼓を打ち、今年一年の疲れ
を癒しました。

　今年もあと少しとなりました。今年やり忘れたことはないでしょうか？来年も全力投球でお客様
に満足していただけるものづくりを心がけていきます。

川島印刷忘年会

平成22年12月30日㈭から平成23年1月4日㈫まで年末年始休業、
新年は平成23年1月5日㈬より営業開始致します。
2011年も2010年に引き続きご愛顧承りますようお願い申し上げます。

12/10・11

in 小野川

12/11・12
in 蔵王
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囲碁の件 ―――――――
　親父がお客さんと戦って
いた時、そばにいて目で見
ながら、勉強しましたが難
しく、次兄から、囲碁盤に
碁石で打つ方法を教わり、
勉強しました。

将棋の件 ―――――――
　イベントまつりの時な
どは、将棋教室のイベン
トに興味があり、将棋を
覚える為、本を購入し、本
を見ながら勉強しました。
　また、自分で厚いベニ
ヤに線を引き、作成しました。

　動物園、水族館…ペットショップ。動物たち
に会えるところがとても好きです。
　中でもやはり、動物園はわくわく度が違いま

す。仲間と一列になって日当
たりの良い場所で目を細めて
いる、カピバラ。何をするで
もなく、ただ行ったり来たり
を繰り返すレッサーパンダ。
黙々と餌を食べ続けるかば。
ごろごろと転がって、白いも

こもこの毛を泥んこに
汚してしまうアルパカ
…。どの子を見ていて
も癒されます。動物た
ちはこちらが興味津々
で見ていても、お構い

　実家を新築する前に、囲碁盤と碁石、将棋盤
だけが見つかりましたが、将棋盤は真っ黒で、
とても、古い物でした。
　囲碁盤の裏には、『昭和11年11月作る』と記入さ
れてあり、大切に取ってあるのだと実感しました。
　この囲碁盤はバスタオルに包み、時々拭いて
掃除しています。
　現在、私は、パソコンで囲碁ゲーム、毎週日
曜日、テレビのＮ
ＨＫ教育番組で、

『囲碁、将棋』を見
て勉強しています。
　今後も、続けて
いきたいと思って
おります。

なしです。お昼寝したり、元気に動き回ったり。
でも、それがよいのです。
と言いつつも…動物たちと
触れ合えるコーナー等は好
きです。うさぎやふくろう
を撫でたり、羊の毛の中に
手を入れたり、オウムを腕
に乗っけたりするとすごく
うれしくなってどきどきし
ます。元気のなさそうな子はなるべく見ている
だけにしますが…。
　当社の裏でも、川に魚が泳いでいるし鴨が
たまに来るし、大きな鳥が木にとまったりす
るのが見られるのでうれしいです。冬は運が
良いとうさぎも見られるらしいので出てきて
欲しいです。

川
島

印
刷

STAFF voice
私の趣味 プレス部　齋 藤　里 資

癒されるとき。 企画室　嘉 藤　由 里
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川
島

印
刷

地域独特の美味しさ

　今回はラーメン特集！山形には美味しいラーメン屋さんがたくさんあります。その中
から、米沢にあるラーメン屋さん３件に、社員直々に取材に行っていただきました。
　うめ～から食ってみてけろ～！

　万世町桑山にある「ひよこ食堂」さんのオススメは、昔
ながらのトリガラしょうゆとみそ好きにはたまらないこっ
てりみそラーメンです。プラス300円でチャーハン又は
野菜炒め＆ご飯のいずれかを付けることができます。と

ろっとろのチャーシューも美味しいよ！

【ひよこ食堂】

住　所／米沢市万世町桑山4095
ＴＥＬ／0238-28-1452
営業時間／11：00～17：00
定休日／木曜日

　米沢市中田町に昨年秋オープンし、好評を博してい
ます。最大の特徴は、喉ごしの良いストレートな麺と
三種類（鳥・魚・帆立）のスープが選べることです。他
に極太のつけ麺があり、つけ麺ファンにも大好評です。
　まずは、「Go to Mensyo!」。

【麺匠 ごとう】

住　所／米沢市中田町2152-1
ＴＥＬ／0238-37-5104　定休日／不定休
営業時間／
平日：11:30～14:30・17:30～20:00
土日祝日：11:30～15:00・17:30～20:00

　米沢市中田町にある「一麺亭」さん。数あるメニュー
の中でもお奨めなのは、新発売のみそとんこつラーメ
ンです。メッチャ濃厚な魚類入りスープが麺に絡みつ
き、とんこつを引き立てており、こってりラーメンが
好きな方には是非召し上がって頂きたい逸品です。

【一麺亭】

ご協力いただいた方、ありがとうございました。

住　所／米沢市中田町12-5
ＴＥＬ／0238-37-2351　定休日／無休
営業時間／平日11：00～15：00
　　　　　　　17：30～翌1：00
　土・日・祝日11：00～翌1：00
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編集後記
　もうすぐクリスマス♪そしてあっという間に
お正月がやってきます。今年は自分にとって今
までになくいろいろな出来事があり、また挑戦
した年でした。来年もチャレンジ精神旺盛に過
ごしていきたいと思います！みなさんはどんな
一年だったでしょうか？　　　　　　（鈴木朱）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年も残すところ数日となりました。年末年
始はお酒を飲む機会が多々あると思います。美
味しいお酒となるように、灰皿はグラスに使わ
ないでね。　　　　　　　　　　　　　（須藤）

編集委員：ＰＲ委員会　

初雪の松が岬公園です。桜の季節によく見る撮影ポイントですが、本格的な冬到来前の初雪
の景色には見慣れた風景にも季節毎の美しさがあります。表 紙 写 真

ある日
の休日

温泉巡り
　私には、目も耳も足腰も達者
で、背中はとても丸くてそこにみ

かん２コぐらい載せても落ちない90歳の母が
います。最近の休日は、母と姉と一緒に日帰り
温泉を楽しんでいます。湯船に浸かりながら昔
の思い出話をしています。こうして私達姉妹が
仲良くできるのも、母が元気でいてくれるお陰
と感謝しています。近場の温泉巡りですが、母
の笑顔を見る度に安心します。ささやかな親孝
行と思ってもらえたら幸い
です。皆さんも大切な家族
と共に、時には温泉に入り
ゆっくり寛いでみてはいか
がでしょうか。（川島栄子）

　我が家のロールキャベツはとってもカンタン！（手抜きですけど…）大きなキャベツをもらったので、久し
ぶりにロールキャベツを作ってみました。

　忙しい時、たまねぎのみじん切りが面倒な時など、これからの寒い時期に鍋もいいけど、熱々のロールキャ
ベツもおすすめです。是非作ってみてください！かんたんで～す(^□^)/

＊簡単！ロールキャベツ＊

キャベツ ………… 大５～６枚
市販のハンバーグ用のひき肉
　　………… 食べられる分だけ
シチューのルー ………… 1/2箱
塩・コショウ …………… 適量

１．キャベツの葉をゆでます。
２．市販のハンバーグ用のひき肉をキャベツで包みます。
３．シチューを溶かした鍋に入れ煮込み、塩・コショウ

で味を整えます。

材　料 作り方

ウチのオススメ
ゴハン in KAWASHIMA

　今回はプレス部のＴさんからおすすめメニューの
レシピを教えていただきました！ありがとうござい
ます。これからの時期にピッタリの一品ではないで
しょうか？
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