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新型オンデマンドプリンタ導入

小ロット、短納期に
最適なプリントサービスが
高品質に！

んまいもん★たんけんたい

Bar 秘密基地／ハナムスビ＆チャープカフェ

スタッフボイス／ WEBのチカラ／押忍！肉球部

イラスト「大竹工場長＆爽介」

新型

オンデマンド
！
プリンタ導入
！
見！

に 担当
あまりの画質

者も二 度

この「かわしま通信」もオンデマンドプリンタで印刷しています。
※写真は新型オンデマンドプリンタで印刷した見本です。

小ロット、短納期に最適な
プリントサービスが
品質向上しました！

NEW

当社が 2016 年１月末に導入した最新のオンデマン
ドプリンタ
（POD）
がこちらです。
以前と比べ、画質が向上し、オフセット印刷に迫る
繊細な表現が可能になりました！特にモアレ（※１）
の発生が抑えられ、ベタ面はもちろん、エッジやグ
ラデーションが滑らかで美しくなりました。
（※１）
モアレ…色の階調を網点で表現した際に現れることがある模様。

見せてもらおうか
新型のPODの性能とやらを！
さて、早速その実力を見てみましょう。
下の写真を新旧それぞれのプリンタで印刷した
ものを拡大比較してみました。
旧

旧型

約2倍

旧型

約10倍

新型

約2倍

新型

約10倍

新
▲淡いピンクが印象的なこの写真でテストしました。
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旧型に比べると新型は、網点での表現が細やかで解像度が高いですね。
さすがはニュータイプ！そのへんのアレとはポテンシャルが違います！

かわスポ NEWS!!

入口には杉林の間を抜けるように階段が。もうすぐ憧れの熊野
大社に参拝できるかと思うと、これって、もしかして「大人への
階段」とも言えなくないのでは…。そんな恋の予感がすでにこの
時点であったことは、胸の奥にしまっておきたいところです。

がお
ー

そもそも、オンデマンドってなに？

なるほど～… つまり？

必要な時に必要な分だけ印刷する方式をオンデマンド
印刷と言います。略して POD（プリントオンデマンド）
とも呼ばれます。
１枚１枚データを差し替えて印刷したりすることも可能で
す。これって当たり前のような気もしますが、オフセット
印刷
（現在最も一般的な印刷）
では、印刷前に版を用意
する必要があるため、印刷を開始するまでに時間も費用
もかかります。その分印刷する時間は少なくて済み、同
じものを大量に印刷したい場合に向いています。
また、近年インクジェットプリンタの性能も上がってき
ていますが、インクや用紙に高いコストがかかることや、
スピードが遅いのが欠点です。

短納期OK！

印刷方式によるロット数とコストの関係

オフセット印刷では必ず必要な製版工程を、オンデマン
ド印刷では省略することができるので、大幅な時間の
短縮が可能。
とってもスピーディーなので、お急ぎの方も安心です！

小ロットなら低コスト！
印刷１枚あたりの単価は高めですが、印刷前に版を作
成するコストがかからないので、小ロットの印刷物で
最高のコストパフォーマンスを発揮します！
たとえば 、
名刺・DMハガキ・会報 など

バリアブル印刷も可！

コスト

一部分だけを差し替えたり、１枚１枚内容の違う印刷
物をバリアブル印刷と言います。
ページ数はあるが部数はそんなに必要ないもの、一部
分だけ異なるものなどにご利用いただけます。

小ロットでは、最も
コストパフォーマンス
が高いのが特徴

パンフレット・チケット・商品券 など
たとえば、
■オンデマンド印刷
■オフセット印刷
■インクジェット印刷
ロット数

必要な分だけをその都度ご注文いただけます。
また、情報の修正や増刷などにも即対応可能。
必要な分だけを印刷するエコな印刷で、時間もコスト
も上手に節約しましょう。
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置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜でウワサの美味しいお店を私たちが気ままに探検します！
今回は、
「Bar 秘密基地」さん、
「ハナムスビ＆チャープカフェ」
さんを取材させていただきました。

全国の大きなお友達 憧れの場所「秘密基地」発見！！
あの頃の懐かしい気持ちを取り戻せるお店「Bar 秘密基地」。昔のアニメや
特撮、旧車、アンティークトイ、80年代洋楽…などなど！店主の趣味の集大成
であるこの場所は、
まさに本人にとっても秘密にしておきたい場所（？）。
アルコールの力で、
胸の奥にしまい込んだ熱い想いをマスターと共に語ろう！

大体いつも
こんな感じで
やってます！

旧車もLOVE ！

秘密だらけの２Fは、
イベントスペースらしいです。

お酒のボトルの間もスキなし。

バーなので、
もちろんお酒が飲めます！時には店主の創作料理が飛び出すサプラ
イズも！写真右端は
「豚のミルフィーユキュ○レイ鍋」
。
食べるのがもったいない！

ガンプラを作れる
バーはここだけ！

懐かしのアイテムがズラリ。

なんと、
バーカウンターでプラモ
を作ってもいいというから驚き！
店内にはお客様の作ったガンプ
ラがあちこちに並んでいます。
※イベント時に限ります。
Bar 秘密基地
店主の手塚さん

INFORMATION

ココ

●すしてつ

★
長井駅

T E L ／ 090 - 6226 - 7049
所 在 地／山形県長井市高野町 1- 3 -18
営業時間／19：00 ～ 2：00
定 休 日／毎週水曜日

●コンビニ

Bar 秘密基地

※飲食物以外のものは、
店主のコレクションアイテム等であり、
一切の販売はしておりません。
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ファミコンも完備。
オススメはカラテカ！

のんびり楽しみたい、おしゃれなカフェはフローラル。
フラワーショップの
「Hana musubi（ハナムスビ）
」と、カフェの「Chirp Cafe
（チャープカフェ）」
が一つに融合したお店。
花やグリーンに囲まれながら、
カフェやランチを楽しめる癒やしの空間。
仕事の合間にこんな素敵な場所でちょっとティータイム…。なんて生活をつい夢見てしまう
ダメなわたし。
すいませんでした、
すぐ仕事に戻ります！

Hana musubi（ハナムスビ）

Chirp Cafe（チャープカフェ）

おしゃれでセンスの良いフラワーショップ。
かわいらしい雑貨もにぎやかでとっても癒やされます。

ボリューム満点のワンプレートランチがオススメ。
サクサクもちっとしたバターの風味豊かなクロワッサンも美味しい！

RECOMMENDE
D

人気！

ランチタイム限定メニュー

チキンのトマト煮
￥880

チャープグリーン
スムージー アダルト
￥490

野菜と果物を同時に味わえる、
身体にやさしいス
ムージー。
リピーターの多いメニューだそうです。

フレッシュ
ハーブティー
￥580

Hana musubi
各種切花
（季節の新
鮮 なお 花）からギフ
トまで。お 花 のこと
なら、何でもご相 談
ください。

ランチタイム限定メニュー

バターチキンカレー
￥880

トマトの風味がたまらない、
まろやかでクリーミーなバターチキンカ
レー。
このやみつき感は専門店に負けない美味しさです。
※ランチメニューは、
季節毎に変わります。

お誕生日・結婚記念
日の月にご来店で、
会員様に限りお花を
一輪プレゼント。

５種類のハーブを組み合わ
せたアロマな味と香り。

INFORMATION

Hana musubi & Chirp Cafe

T E L ／023 8 -23 - 8741
所 在 地／山形県米沢市金池5-5-5
営業時間／10：00 ～19：00（ランチタイム 11：30 ～ 14：00）
https://www.facebook.com/hanamusubi.cafe/

ハナムスビ

チャープカフェ

検索

きらやか
銀行●

★

イエロー
●ハット

ココ

コンビニ●

米沢市役所
●
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気になるスタッフの
私生活がチラリにゃ

けする
川島印刷スタッフがお届
ゆるふわコラム

スタッフボイス

チラリに は
目が ない ワタシが
コン ニャ チハ

は る さ き

一足早い春咲センチメンタル
まだ２月だというのに我が家の君子蘭は花芽がでは
じめました。いつもは４月のはじめに花を見ること
ができるのに今年はもうじき花が咲きはじめます。
はじめは一鉢だったのですが株分けをして、今では
十鉢まで増えて置き場に困るほどです。毎年、黄色
の君子蘭を育てようと思うのですが、葉が大きくな
る物しかないので今は我慢しています。あまり手間
をかけずに咲いてくれるので、いつかは色々な種類
の花を育ててみたいと思っています。

今世紀最速の

発芽です！

〈記事〉プレス部 製本課 鈴木聖子
君子欄
（クンシラン）
南アフリカ原産の毎年花を咲かせる多
年草です。ランと名前は付きますが、
ラン科の植物ではありません。春にな
るとオレンジや紅色のじょうご型の花
を咲かせます。

科 名 ： ヒガンバナ科
学 名 ： Clivia miniata
別 名 ： ウケザキクンシラン
原産地 ： 南アフリカ
草 丈 ： 30cm ～ 90cm
主な開花期 ： 4 月ー 5 月

の
春はあけぼ
ゃ
ってやつに

のび ー

スローライフ。しあわせ。
自分で言うのもなんですが、自分は多趣味だと思
います。
色んな趣味がありますが、その中のひとつが渓流
釣りです。もともと、弟がフライフィッシングを
していて（自分はエサ釣りですが…）
、弟の釣りに
なんとなくついて行った時に、28cm のイワナを
釣って、そこから釣りの魅力を感じ完全にはまっ
てしまいました。
朝早く起きて、山に入り、川を見るだけでもとて
も気持ちがいいです。

天然もののイ
ワナが
食べられると
聞いて
やってきました。

大沢で釣り上げたイワナ。
小さくてかわいいですね。
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にゅ っ

無 農 薬 栽 培の
弟 達と作った
(またかまい)

マ田カ米rganic!!
とっても O

もう少しで収穫できそう。
どの角度から見てもかわいいですね。

それとは別の趣味になりますが、３年前から弟と
田んぼで米作りをしています。
化学肥料や農薬、除草剤も使用していないので、
草取りのたびに田んぼに入ったり、やることが沢
山あって大変ですが、自分達が食べる主食を作る
というのはとてもやりがいがあります。
自分の好きなことができる環境があることは、と
ても恵まれていると思います。
これからも、自然にふれることのできる趣味を続
けていきたいです。
〈記事〉プレス部 印刷課 鈴木昇

チカラ

VOL. 5
by WebPlus

今回は、ネットショップの集客に関するコンサル業務、運営を当社に任せて頂いている「株式会社日本美健」様
を取材させていただきました。インタビューにお答えいただいた竹田会長は、いつも精力的でお話していると、
こちらも元気になれるエネルギッシュな方です。昨年、売上が伸びないというお悩みをご相談いただき、当社
で楽天ショップ、自社ネットショップのリニューアルを実施いたしました。

当社へご依頼頂く前のネットショップの運営は、
どのような状況でしたか？
WebPlus
齋藤

全く販売目標を達成できないので、どうしたらよいか悩んでいました。
（株）
日本美健
竹田会長

今まで付き合ってこられた業者さんと
当社では何が違いますか？

WebPl

us

これまでの業者さんはSEO対策、デザイン制作、HP 制作がメインでしたので、
販売台数を上げるための提案は全くなく相談もできませんでした。
WebPlusさんの場合はネットショップを分析して、販売数の推移、訪問者の推移、
そして訪問者の行動分析に基づいて色んな提案をしてくれるので助かりますね。
毎月販売台数が目標に近づいているので、安心して任せることができています。
画像を直したり、SEO対策したりといった単純な作業だけでは、
売上数が伸びないのは、長年の経験上わかっています。
分析結果に基づいた根拠を示してくれた上で、対応を進めてくれるので
他の業者とは全く違いますね。
販売目標がもう少しで達成できそうですが、
今後どのような展開を考えていらっしゃいますか？
WebPlusさんとタイアップしていかないと達成できないと思いますので、
これからも期待していますよ。

４月には、
今回制作させていただいた
10 合 炊きも
！ （株）
デビュー！
日本美健様のWEBサイトはこちら

日本美健様はこんな会社
株式会社日本美健様では
主に自然食品、健康食品
を取り扱っています。
販売している商品を会長
自らが試し、日頃から愛
用されているそうです。

株式会社日本美健
クック

楽天ショップはコチラ ➡

http://n-biken.jp/

ヘルシーマルシェ

検索

WebPlusの過去の制作事例等や、詳しいインタビュー記事は、こちらのウェブサイトからご覧いただけます。 ➡ https://web-plus.jp/

TEL.0238 -21- 5511

川島印刷のWeb制作は

創るだけでは終わらない

（川島印刷内）営業時間 9:00-17:15

https://web-plus.jp/

川島 Webplus

検索
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大竹家を守り続けて早２年と10ヶ月
今日の独り言

清和もいいけど、りんご L OV E
押忍！今回のゲストは、大竹清和工場長の愛犬
「爽介」くんです！コワモ
テ？で業界を震撼させた工場長が笑顔を見せるのはそうすけの前だけ！
あ、ウソです！散歩のためにイソイソ家路に着く後ろ姿には愛を感じます。
雪灯篭作りwith爽介

オレのトウフ
出来た？

むにゃ
むにゃ

ばしゃ
ばしゃ

清和は
寝て待て…

中２の息子の十三参り時に爽介（当時、
人間でいうと13 歳）も一緒に参拝。
散歩は必ずお父さんと一緒。お母さんが
誘ってもイヤイヤと飛び跳ねるほどのこ
だわりっぷり。二人の絆の深さには、軽
いジェラシーを感じたとかなんとか。

爽介（そうすけ）
年齢
性別
好物
特技
備考

２歳
（５月で３歳になります）
♂
りんご
ハイタッチ
ラブラドールにしては短足？で
ちょっとぽっちゃりの爽介。
「本当にラブラドール？」
と疑わ
れることも少なくないのが悩み。

今日の毛艶整
ってる？

GUEST

清和、お前も
早く来いよ！

飼い主様からの
お言葉

いつも我が 家を守っ
てくれてありがとう。
とにかくフレンドリー
な爽介。お金いっぱ
い貯めて家族で旅行
しような。
工場長 大竹清和

自慢のペット紹介をご希望の方は、コチラまでご連絡ください！ → k-ninomiya@kawa-prt.com（担当 : 二宮）

おきたまイベント情報

2016 3月・4月

3月
５ 土・6 日

March

そばまつり
（あゆ茶屋）

4月

April

９土

花回廊キャンペーンオープニングイベント
（予定）
桜まつり
（南陽）
〈予定〉

６日

斜平山カンカン渡り
（米沢市）

15 金～5/6 金

11 金

東日本大震災復興祈念事業
（米沢会場）

17 日～5/1 日

桜まつり
（白鷹）
〈予定〉

26土・27日

玉庭ひなめぐり
（川西町）

29 金～5/3 火

米沢上杉まつり
（米沢市）

4月下旬

伊佐沢念仏踊り
（長井市）

4月下旬～5月上旬

さくらまつり
（長井市）

ひな回廊
（白鷹町）

あゆ茶屋(2/1 ～ 3/31)、オリオン(3/1 ～ 3/31)
荒砥駅資料館(2/1 ～ 3/31)

※2016年2月末現在の情報です。
変更となる場合もありますのでお確かめのうえお出かけください。
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2016年3月5日発行

梅の一声 in とうふ

※雪灯篭を作る
途中の白い奴

とうふの中から失礼します！こんにちは梅津です。
去る２月13日・14日に米沢の冬の風物詩「上杉雪灯
篭まつり」が開催されました。今回は雪不足により、西吾妻から約
140トンもの雪を運搬してきたそうです。
毎年、当社でも雪灯篭の作成に参加しています。
今年は雪がボロボ
ロで踏み固めるのが難しく、汗だくになってとうふを作り、雪の降
る中での成形。キレイな雪灯篭の裏側は、
地味で大変な作業があり、雪灯篭ひとつ
ひとつにそれぞれのストーリーがあるわけ
なんです。みんなの気持ちがこもったこの
雪灯篭まつり、また来年もみんなと楽しみ
たいですね！
！
！

上手に
出来ました〜

かわしま通信は、
川島印刷ホームページ
からもご 覧いただくことができます。

2016年5月6日 発行予定

