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川島印刷
お仕事紹介！
あつ～い夏をひんやりスイーツで♪
かき氷＆パフェ特集

プリプレス部編



プリプレス部川島印刷お仕事紹介 Vol.4

Kawashima Prepress Section

4回目の紹介はプリプレス部です。制作・写真分解
補正・製版の作業を13名で行っています。ご希望
に添った製品を制作するため、デザイン打ち合わ
せ、撮影などお客様とお会いする機会もありま
す。今回は簡単に制作～製版までの作業をご紹介
します。

チラシ・ポスター・冊子・名刺・ハガキなど制作しておりますが、紙以外の印刷も対応致します。
お客様のご要望に応え、喜んで頂ける製品づくりを心掛けていきます。

お客様の利益に繋がる製品づくり

写真類をパソコン上に取り
込み、印刷

に適した写真に仕上げてい
きます。新

商品などまだ写真がないも
のなどはカ

メラマンによる撮影もします
。

写真補正・撮影

どういうものを作
ったらいいかわか

ら

ない…。そんな時
は我々がお伺いし

ま

す！提案やアドバ
イスなどお気軽

にご

相談ください。

デザイン打合せ

START

印刷前の仕上がり確認です。印刷する前に間違いないか、文字や色、写真の最終チェックを行います。

プルーフチェック

デジタルデータか
ら直接印刷を行

いま

す。プルーフでは
なく本紙で仕上

がり

の確認ができま
す。小ロットの印

刷物

に対応しています
。

オンデマンド印刷

お預かりした原稿を元に、デザイン・編集などを進めていきます。手書きの文字原稿があれば全て入力します。

編　集

印刷用データを直接印刷用プレートに出力します。これを印刷課に渡し、印刷工程にバトンタッチです。（かわしま通信vol.9の印刷課を参照）

刷　版

  その後
印刷課へ

  その後
製本課へ

Kawashima-Tsushin Jun.2011 Vol.1202



かねたんと仲間達一筆箋けーじろー一筆箋
２柄 各25枚計50枚
380円（税込）

２柄 各25枚計50枚
380円（税込）

かねたんと仲間達 筆箋

Kawashima Prepress Section

ＯＫいただいた校正を印刷に進めていきます。専用ソフトで印刷用データを作成します。

校了・下版

制作したものを一
度内部校正し、そ

の

後初校正紙とし
てお渡しします。

時間

短縮されたいお客
様には、PDF校正

も

行っております。

校　正
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　新聞やテレビで毎日のように夏の節電術が紹介されていますが、無理は禁物。真夏に急にエアコ
ンを止めたりすれば熱中症の恐れがあって危険です。そこで、なるべく我慢せず電力も抑えられる
節電術を幾つか紹介します。

　一般に誤解されている節電もあります。例えば、エアコンの電源をこまめに入れたり消したりす
る使い方です。エアコンは部屋の温度を下げるときに沢山の電力を消費するので、ずっと「自動運
転」にして温度を一定にしたほうが実は節電になります。そして設定温度を下げるより風量を強く
したほうがはるかに節電効果が高いと言われ格段に過ごしやすくなります。

●節電対策の例

さらに一工夫エアコンの節約術

家庭の節電対策 節電効果

エアコン

設定温度28℃を目安に
２℃上げる 10％
すだれなどで日差しを
和らげる 10％
エアコンを消して扇風
機を使う 50％

エアコンを
入れる前に
部屋を換気

帰宅したら窓を開けて換気をし、部
屋の熱気を外に逃がしてから、エア
コンを入れる。無駄な電力を使わ
ず、効率的に部屋を冷やせる

部屋の中の
使わない家
電は電源を
切る

テレビやパソコン、照明などは電源
を入れていると熱を発し、エアコン
運転中も室温を上げる原因となる。
特に白熱灯は発熱量が大きいので、
LED電球などに替えると節電効果大

庭などに打
ち水をする

水は蒸発する際、空気から熱を奪
う。朝夕に行うと効果的。お風呂の
残り湯などを使うとよい

窓 の 外 に
シーツを干
す

シーツが乾くときには気化熱を奪い、
涼しい風が部屋に入る。特に晴れた日
は効果的で、エアコンなしでも快適

フィルター
を掃除する

フィルターの掃除をしないと消費電
力が上がるので、２週間に一度は
フィルターの掃除をする

家庭の節電対策 節電効果

冷蔵庫

設定を「強」から「中」
に変え、扉を開ける時
間をできるだけ減ら
し、食品を詰め込まな
いようにする

２％

照　明

日中は照明を消し、夜
間も照明をできるだけ
減らす

５％

テレビ

省エネモードに設定す
るとともに画面の輝度
を下げ、必要な時以外
は消す

２％

温水洗浄便座

コンセントからプラグ
を抜く いずれかで

1％未満便座保温・温水を「オ
フ」に

炊飯器

早朝にタイマー機能で
１日分をまとめて炊飯 ２％

待機電力

リモコンの電源でな
く、本体の主電源を切
る。長時間使わない機
器はコンセントからプ
ラグを抜く

２％

※節電効果は日中の平均的な消費電力に対し、その
項目を実行した場合の削減率。資源エネルギー庁
資料より引用

　  夏を涼やかに乗りきる
エコ節電対策＆クールビズ
暑い
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　米沢織でも独自のおしゃれかつ高級感のあるクールビズシャツ
2011を販売しております。
　毎年改良を重ね取り組んでまいりました。テイジンのポリエステル
使用で、シルクを思わせる上品な光沢と風合いで、吸汗、速乾性に優
れています。襟の内側とカフス裏にジャカード織り「刺し子柄」をアレ
ンジ。さらにおしゃれになりました。2011年の生地は今までより薄く
軽くなり、よりクールビズシャツに適した仕上がりとなっております。

米沢織でクールビズ

米沢繊維協同組合連合会
〒992-0039　山形県米沢市門東町１-１-５
電話　0238-23-3525／FAX　0238-23-7229

お問い
合わせ
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　弊社ではペーパークラフトの制作を承っております。
　今までにも甲冑やゆるキャラのペーパークラフトなど、様々
な物を制作してきましたが、立体的に表現できるものなら何で
もペーパークラフト化することが出来ます。
　各種プロモーションツール・ノベルティなどアイデア次第で
利用方法は無限大！！
　ご予算に合わせた展開図の制作から、用途に合った印刷の
ご提案まで、どんなご要望にもお応えいたしますので、まずは
お気軽にご相談ください。      　　 （担当：プリプレス部  渡邉）

オリジナル ペーパークラフト作りませんか？

オリジナルペーパークラフト制作の流れ

お
見
積
り

制
　
　
作

完
　
　
成

データお渡し

印　　刷

お
客
様
確
認

　先日６月４日、グランドホクヨウ
米沢において、企画室・沼澤静江さ
んの結婚式と披露宴が盛大に執り行
われました。
　あこがれの“ジューンブライド”と

いうこともあり、本人にとっても幸せなひと時
を満喫し、忘れられない人生の1ページになっ
たことでしょう。
　新郎の克二さん、長女の倖さんと共に明るく
幸せな家庭を築いてください。
　ご結婚おめでとうございます。

お
打
ち
合
わ
せ

HAPPY 
WEDDING

幸せになれよ～♥Kawashima-Tsushin Jun.2011 Vol.1206



かき氷かき氷 パフェ特集パフェ特集夏の ＆＆
　今回の特集は「かき氷＆パフェ」です。夏と言えば冷た～いスイーツが食べ
たくなる季節!!食欲がなくても、甘くて、冷たいスイーツなら誰でも一夏に
一度は口にするはず!!そんな訳でおすすめのスイーツを厳選してみました。

　金池にあるフルーツショップキヨカさんは新鮮なフルーツ
を一年通して味わえるお店です。
　おすすめは、８つのシロップから選べるフルーツ氷水と今
が旬のマンゴー氷水です。キヨカさんのこだわりは、その季
節の完熟したフルーツを使用し、最高の味を提供しています。

　米沢市大町のマナさんと言えば『パフェ』。20種類
もあるパフェはどれも美味しいと大評判です。
　素材も手作りで、ボリュームがあっていつもビッ
クリさせられます。
　夏のオススメはなんと言ってもマンゴーチーズパ
フェ、夏限定の大人の珈琲ゼリーパフェです！他に
も生フルーツフラッペや冷製パスタなど…スイーツ
好きにはたまらないお店ですね。

【レストパーラー　マナ】

【食事＆甘味　あかさたな】
　昭和56年創業の「あかさたな」さん。おススメパフェはチョ
コバナナパフェ・小倉抹茶パフェ・ヨーグルトパフェの３つ!!
それぞれ見た目はシンプルですが美味しさがギッシリ詰まっ
たボリューム満点のパフェです。パフェ以外にも定食などの
お食事メニューも充実!!あれもこれも食べたい欲張りなあな
たにおススメのお店です。

住　所／米沢市中央4-6-18
ＴＥＬ／0238-21-0423
営業時間／10:00～23:00
定休日／毎月７・17・27日

取材のご協力いただいたお店の方々、ありがとうございました。

住　所／米沢市大町1-2-30
ＴＥＬ／0238-23-1461
営業時間／ 11:30～20:30（L.O.）
定休日／日曜日

【フルーツショップ　キヨカ】

大人の珈琲ゼリーパフェ

マンゴーチーズパフェ

チョコバナナパフェ

マンゴー氷水

フルーツ氷水

ヨーグルトパフェ

小倉抹茶パフェ

住　所／米沢市金池2丁目7-2
フリーダイヤル／0120-54-1203　ＴＥＬ／0238-23-1203
営業時間／4月～10月 10:00～19:30
　　　　　11月～3月 10:00～19:00
定休日／火曜日

Kawashima-Tsushin Jun.2011 Vol.12 07



編集後記
　あの３月 11日の東日本大震災から早くも 100 日がたちました。米沢市にも災害に遭われた福島県
の方々を中心に大勢避難されており大変ご不便な生活をされているようです。１日も早い収束をお祈
り申し上げます。
　今までＰＲ委員会が編集に携わってきましたが、委員会活動を一時休止している為、今回のかわし
ま通信は、当社の職長で組織している経営委員会が取材・編集しました。
　お客様から頂いた原稿を基に会報や冊子を作成することは、当然慣れている訳です
が、自分達でネタを探したり取材をしたり etc…と改めて仕事の大変さや面白さを感
じることが出来ました。
　これからの暑～い夏に向けてかき氷・パフェ特集も掲載しましたが、自分にとって
は冷奴や枝豆を肴に生ビールを飲むのが一番ですね！（青木）

編集委員：経営委員会　

梅雨も間近、ジメジメとした気候は人間にとっては嫌な気分ですが、カエルにとってはさぞ
かし心地良いものでしょう。カエルの鳴き声の響きわたる伸びやかな歌声は、夏の訪れを予
感させられる夏の風物詩です。

表 紙 写 真

　６月12日に米沢市の奥座敷として知られる白布温泉の開湯
700年感謝祭がありました。
　当社もイベントに向けていろいろとお手伝いさせて頂き、御
祈祷祭から出席させて頂きました。

　白布温泉では100年ごとに源泉そばにお地蔵様をお
祭しており、今年で七体目のお地蔵様が祭られました。
　普段は見ることのない源泉
や、上杉まつりでもおなじみ
の稲富流砲術隊のド迫力の実
演を間近でみることができま
した。
　晴天の最中、
スーツを着ていっ
たのですが、さす
が高原だけあって
市内にいるより涼
しくてビックリしま
した。ということで、これか
らの暑い夏に涼を求めたい方
には700年目の白布温泉は
おすすめですよ！
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