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2021年夏 発行予定　
かわしま通信はときどき発行します。
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Summer 2021
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「小さな印刷屋のカメラ部」

普段の業務で撮影から補正まで行っているスタッフ
が「より“伝わる”写真」をコンセプトに、カメラ・撮影・
補正に関する様々なノウハウや日々の風景などを発信
しています。

カメラについてもっと知りたい方必見！

＠kawashima.prtKawash ima Camera C lub

川島印刷 検索

川島印刷Facebook

ぜひお願いします♥
“いいね”

社内の取り組み、おトクなキャンペーン、米沢の情報…etc 発信中！

かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカメラ講座
かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカメラ講座
んまいもん★たんけんたい

Spice kitchen GARBANZO
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押忍！肉球部 他
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おきたまでいちばんゆるい８ページ。

62Vol.

卒業や入学、就職などで新生活を始められた方も多い

のではないでしょうか？新年度が始まるこの時期、

自分の体よりも大きい真新しいランドセルを背負って

歩く新 1 年生の姿に心癒されます。

春は出会いや別れもありますが、桜が咲いて心地よく感じます。

花粉症の自分にとってはなかなかマスクが手放せませんが…。

それでもマスクの中は常に笑顔で過ごしたいものです。

マスクの中でも笑顔は忘れずに

梅津通信梅津通信

Spring
2021

ご自由にお持ちくだ
さいTAKE FREE

日頃より「かわしま通信」をご愛読いただき、誠にありがとうご

ざいます。現在かわしま通信編集部では、お客様に、より充実

した内容を発信するためのWEBアンケートを実施しており

ます。全10問で、3分程度で完了する簡単な内容です。

ご回答いただいた内容につきましては、今後のかわしま通信

制作の参考にさせていただきますので、ぜひご協力ください

ますようお願い申し上げます。

かわしま通信 満足度調査！

かわしま通信Vol.62 アンケート回答受付期間

2021年４月１日木～５月31日月
右記QRコードを読み取るか、
下記URLを入力して
ご回答ください。

https://forms.gle/71vXtviiQrxvwfq67
▼URLはこちら

WEBアンケートご協力のお願いWEBアンケートご協力のお願い



Thanks

かわしま通信編集部が密着！

基本編 ～花の撮影（フラワーフォト）に挑戦～

スマホカメラスマホカメラ講座講座
川島印刷のカメラマン・Ｕさん＆Ｈさん監修の、スマホカメラでもワンランクアップで

きる撮影テクニック講座。今号では春にピッタリなテーマ「花」の撮影に挑戦！ベテ

ランカメラマン・U さん曰く、花の撮影はカメラ初心者にとっていい勉強になるとの

こと。おうちでも簡単に挑戦できるフラワーフォトのテクニックを紹介します！

フラワーフォトで大事なポイントは｢ 光 ｣！ 室内で撮影する場合、窓から

入ってくる自然光を活用するのがオススメです。直射日光ではなく、レー

スのカーテンを引いておくと光がカーテンを通り、柔らかく自然な印象に

なります。

さらに、光の向きを意識することで写真の印象はとても大きく変わります。

向きを変えるだけで立体感が出たり、ひと味違った雰囲気を出すことが

できます。ちなみに右の写真は逆光で撮影しました。チューリップの陰影

がはっきり出て、味のある写真になりましたね！

「光」も大切ですが、「背景」も意

識すること。

左の 2 枚の写真は同じ構図です

が、背景だけ変えています。黒背

景はエレガントで目に留まりやす

く、白背景は明るく柔らかな印象

を与えてくれます。背景を変える

だけでとても印象が変わりますね。

テーマ

花

第四回

\ 写真を学ぼう !  /

まずは「光」と「背景」で魅せよう！

基本に慣れてきたらひと味違う写真を撮ってみたくなりますよね。

実は、花（主役）を引き立たせる「脇役」として、身の回りにある

小物が活用できます。ランチョンマットやティーカップなど、生活

に使うものが写っているとより個性的になり、ひと味違った写真に

なります。また、ただ脇に置くだけではなく、構図もひと工夫する

とより素敵な写真に仕上げることができるので、ぜひ挑戦してみて

ください！

花の撮影は簡単そうに見えましたが、光の向き・構図等、

意外と頭を使う撮影になりました。「カメラを勉強する

ならまずは花を撮るべし！」ですね！

撮影した写真はデータに残すだけでなく、メッセージ

カードに使ってみたり、プリントしてお部屋に飾って

みることもオススメです♪

身の回りの小物を「脇役」に。

いざ花を撮ろうと思っても、どんな構図にすればいいのか迷ったことはあり

ませんか？そんなときは「余白」を作ってみましょう。被写体を少しずらし

余白を作ることで奥行きのある写真に変わり、主役を目立たせることができ

ます。ちなみに前号（Vol.61) でご紹介した三分割法を活用しています。構

図の使い方の勉強にもなるのでぜひ試してみてください！

「余白」を使うと上級者っぽく見える !？

◀被写体を少しずらし、余白を作って
　配置（三分割法）

◀今回はチューリップと英字新聞を組み合わせて撮影しました。

今回はこちらの交点に合わせて配置しました

3322
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イケメン看板猫イケメン看板猫

該当しない
表示例

総額表示
例えば、次に掲
げるような表示
は「総額表示」
に該当しません。

10,000円(本体価格)

10,000円※表示価格は税別価格です。

国税庁　No.6902
「総額表示」の義務付け

財務省
総額表示に関する主な質問

メニュー チラシ ポスター 動画広告

税込価格の表示対応はお済みでしょうか？税込価格の表示対応はお済みでしょうか？

ご注意ください！ご注意ください！ご注意ください！

チラシやメニュー表、商品カタログなど…

税込価格の表示対応がお済みでない場合はぜひご相談ください！！

具体的な表示方法具体的な表示方法

対象となる表示媒体例対象となる表示媒体例 対象となる取引対象となる取引

支払総額である「11,000円」が表示されていれば良いので、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されているので、「総額表示」に該当します。

詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

具体的な
表示例

総額表示
例えば、次に掲げ
るような表示が
「総額表示」に
該当します。

11,000円 11,000円(税込)

11,000円 税別価格 10,000 円
消費税額等 1,000 円

早めに対応！早めに対応！早めに対応！

対象となる取引は、消費者に対して販売する商品やサービスで、
事業者間での取引は対象になりません。
対象となる取引は、消費者に対して販売する商品やサービスで、
事業者間での取引は対象になりません。

※消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのよ
うな表示媒体だとしても、総額表示が義務付けられます。折
込チラシや商品カタログなど商品価格が総額表示になってい
るかどうか、印刷前に確認しておく事をおすすめいたします！

消費者に商品の販売やサービスの
提供を行う課税事業者が、値札やチ
ラシなどにおいて、あらかじめその
取引価格を表示する際に、消費税額
( 地方消費税額を含みます ) を含め
た価格を表示することをいいます。  

（出典：国税庁HP）

消費者に商品の販売やサービスの
提供を行う課税事業者が、値札やチ
ラシなどにおいて、あらかじめその
取引価格を表示する際に、消費税額
( 地方消費税額を含みます ) を含め
た価格を表示することをいいます。  

（出典：国税庁HP）

総額表示の義務化が実施されることにより、値札やチラシを見ただけで、支払う価格が簡単にわかり、比較や購入の
判断がしやすくなります。具体的な表示方法は以下のようなパターンがあげられます。
総額表示の義務化が実施されることにより、値札やチラシを見ただけで、支払う価格が簡単にわかり、比較や購入の
判断がしやすくなります。具体的な表示方法は以下のようなパターンがあげられます。

税抜き価格での表示を認める特別措置法が

2021年3月31日をもって失効しています。

総額表示総額表示とは？とは？

押忍！肉球部では、あなた
の自慢のペットをご紹介さ
せていただきます。まずは
最寄りの川島印刷社員まで！

部費FREE ￥０

新入部員募集！

押忍！今回のゲストは、米沢市にお住ま
いの亀田日登美様宅からイケメンの看板猫
「チロ」くんにお越しいただきました！

チロチロ
年齢　６歳
性別　♂
好きな食べ物：
猫のカリカリ、かつおぶし、猫かんづめ
嫌いな食べ物：好きなもの以外食べない
特技：ふみふみゴロゴロ

GUESTGUESTGUEST

Chiro’s EpisodeChiro’s Episode

今回の飼い主様は、米沢市にお住まいの亀田日登美様宅のチロくんでした。ありがとうございました。押忍！

里親さがしで出会ってから早５年半…。とても大きく
なりました。意外に気性が荒く、怒ると本気でかみ
ついてきます……。でもとても甘えん坊でひょう
きんな一面もあり、一緒にいてあきません。

里親さがしで出会ってから早５年半…。とても大きく
なりました。意外に気性が荒く、怒ると本気でかみ
ついてきます……。でもとても甘えん坊でひょう
きんな一面もあり、一緒にいてあきません。

チロ ♂

Chiro’s EpisodeChiro’s EpisodChiro’s Episode

い チロ ♂
段ボールや袋が大好き♥

外の猫たちと会話中

大工さんに作ってもらいました。

新入

リードをつけて、毎日外を散歩します。
家へ帰ろうとすると、「シャー（まだだ！）」と
怒られます。困ったものだ…。

もうすっかり家族の一員のチロくん。お外に自由に行
けなくて可哀想だけど、冬以外は散歩に行こうね！
でも、リードからの脱走は駄目だよ。いっぱい食べて、
いっぱい寝て、いつまでも元気でいてね。

飼い主様からのお言葉飼い主様からのお言葉

サク
　サク
サク
　サク

THE 「袋猫」入れるものには入りたいそれが猫という
生きものです

2021年4月1日より
総額表示の義務化が
スタートしています。
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イケメン看板猫イケメン看板猫
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里親さがしで出会ってから早５年半…。とても大きく
なりました。意外に気性が荒く、怒ると本気でかみ
ついてきます……。でもとても甘えん坊でひょう
きんな一面もあり、一緒にいてあきません。
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Bランチ（Wセット）
バターチキンカレー

今回は東置賜郡川西町にある、Spice kitchen GARBANZO（ガルバンゾー）様を取材させていただきました！
人気の定番メニューからオリジナルメニューまで、GARBANZOカレーの魅力をご紹介します。

スパイスから作られる本格カレーが魅力

Aランチ（ナン）
バターチキンカレー
￥1,110

今回は東置賜郡川西町にある、Spice kitchen GARBANZO（ガルバンゾー）様を取材させていただきました！
人気の定番メニューからオリジナルメニューまで、GARBANZOカレーの魅力をご紹介します。

スパイスから られる本 カレーが魅力

GARBANZOカレー特集
心もお腹も満たされる、食いしん坊にはたまらないセットメニュー。
Aランチはナンかライスのみですが、Bランチは両方ついてきます。
しかもサクサクジューシーな唐揚げまで！まさに欲張りさんのた
めのカレーセットですね。ナンと相性ピッタリだったバターチキン
カレーですが、ライスとの相性も抜群。唐揚げは外がカリカリ、中
はジューシーで、何個も食べたくなる味でした。お酒のおつまみに
もピッタリな味付け♪

GARBANZO 検 索

GARBANZO
T E L／ 0238-33-9174
住 　 所／〒999-0122
　　　　　山形県東置賜郡川西町中小松2236-5
定 休 日／毎週水曜日
営業時間／平日 〈ランチ〉11：00～14：30（L.O. 14：00）、〈ディナー〉18：00～22：00（L.O. 21：00）
　　　　　土日祝 〈ランチ〉11：00～15：00（L.O. 14：30）、〈ディナー〉17：00～22：00（L.O. 21：00）

Spice Kitchen
GARBANZO
公式HPは
コチラ♪

税
込

￥1,180税
込

なかなか珍しいカレーのつけ麺！こちらは米沢市にある
「そばや伝右エ門」さんとのコラボで生まれたメニューで
す。カレースープには特製の和風出汁を合わせているので、
ひと味違ったGARBANZOオリジナルカレーを堪能できま
す。またうどんを蕎麦に、温麺を冷やし麺に変更可能なの
で、お好きな組み合わせでお楽しみください♪

カレーうどん
（温つけ麺）￥800税

込

こちらも特製カレースープを使用したカレーうどん。
濃厚なバターチキンカレースープがコシのあるうどんと絡み合い、噛め
ば噛むほど、うどんの甘みとスープのうまみが口いっぱいに広がりま
す。残ったスープはもちろん追いごはんを入れて、最後の最後まで味わ
いましょう。心もお腹も満たされること間違いなしです♪

カレーうどん ￥800税
込

ナンが大きくて完食できるか心配で
したが、一口食べた瞬間…その美味
しさの虜になり一気にペロッとたい
らげてしまいました。デザート付な
のも嬉しいですね♪

私は「カレー＝飲み物」と思っているので、
迷わずBランチを注文！お腹ペコペコだっ
た私にはちょうど良い量でした。女性でも
頼みやすい量じゃないかなと思います♪

つるんっと喉越しの良いうどんと、酸味のあるバターチ
キンカレースープが相性抜群。思わず追いごはん（１皿 
税込150円）も注文しました(笑)シメもやみつきになる
美味しさです。

トロッとしたカレースープがうどんに絡んでたまらなく
美味しかったです。またサラダも新鮮でシャキシャキ！
自分好みのシーザードレッシングで大満足でした。

パイスから作られる本格カレーが魅

ランチメニューの一番人気は、メイン料理
がバターチキンカレーのAランチ（ナン）。
大きなナンは厚みがありモチモチ！バ
ターの塩っ気がナン本来の甘さを
より感じさせてくれます。
GARBANZO自慢のカレーはチ
キンがほろほろと柔らかく、カ
レーのスパイシーさにバター
のまろやかさが加わって相性
抜群です。辛い物が苦手な方
やお子様でも美味しくペロリ
と食べられます。辛いのがお好
きな方は特製パウダーを振りか
けて、自分好みの辛さでカレーを
味わってみるのもオススメ♪

※現在コロナ対策として、21：00閉店（L.O. 20:00）に変更させていただき営業しております！
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かわしま通信 Kawashima Tsushin Vol.62
Spring 2021　2021年４月発行

かわしま通信＠WEB
（株式会社川島印刷 HP 内）
https://kawa-prt.com

かわしま通信

2021年夏 発行予定　
かわしま通信はときどき発行します。

次号
Summer 2021

63Vol.

「小さな印刷屋のカメラ部」

普段の業務で撮影から補正まで行っているスタッフ
が「より“伝わる”写真」をコンセプトに、カメラ・撮影・
補正に関する様々なノウハウや日々の風景などを発信
しています。

カメラについてもっと知りたい方必見！

＠kawashima.prtKawash ima Camera C lub

川島印刷 検索

川島印刷Facebook

ぜひお願いします♥
“いいね”

社内の取り組み、おトクなキャンペーン、米沢の情報…etc 発信中！

かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカメラ講座
かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカメラ講座
んまいもん★たんけんたい

Spice kitchen GARBANZO
んまいもん★たんけんたい

Spice kitchen GA

押忍！肉球部 他

Spring 2021

おきたまでいちばんゆるい８ページ。

62Vol.

卒業や入学、就職などで新生活を始められた方も多い

のではないでしょうか？新年度が始まるこの時期、

自分の体よりも大きい真新しいランドセルを背負って

歩く新 1 年生の姿に心癒されます。

春は出会いや別れもありますが、桜が咲いて心地よく感じます。

花粉症の自分にとってはなかなかマスクが手放せませんが…。

それでもマスクの中は常に笑顔で過ごしたいものです。

マスクの中でも笑顔は忘れずに

梅津通信梅津通信

Spring
2021

ご自由にお持ちくだ
さいTAKE FREE

日頃より「かわしま通信」をご愛読いただき、誠にありがとうご

ざいます。現在かわしま通信編集部では、お客様に、より充実

した内容を発信するためのWEBアンケートを実施しており

ます。全10問で、3分程度で完了する簡単な内容です。

ご回答いただいた内容につきましては、今後のかわしま通信

制作の参考にさせていただきますので、ぜひご協力ください

ますようお願い申し上げます。

かわしま通信 満足度調査！

かわしま通信Vol.62 アンケート回答受付期間

2021年４月１日木～５月31日月
右記QRコードを読み取るか、
下記URLを入力して
ご回答ください。

https://forms.gle/71vXtviiQrxvwfq67
▼URLはこちら

WEBアンケートご協力のお願いWEBアンケートご協力のお願い


