
　皆さまもご存知の通り、印刷用紙の厚みは㎏で表記します。
下の表でも示している通り同じ “90㎏ ” でもマットコート紙や
コート紙と比べて「上質紙」の方が少し分厚いのです。厚いと
何がいいかというと、めくり易くなったり、裏写りしづらくなっ
たりするので書籍などにおすすめな理由はここです。
　マットコート紙、コート紙、上質紙の同じ㎏数であれば金額
はほぼ変わらないので、本の束幅を厚くしたい時ときにおすす
めです！　教材やテキストなど、書き込むことを想定される場
合は、凹みづらさやインクの乗りやすさを考慮して上質紙をお
すすめしています。

今回の遊文通信は…
　⃝テキスト・書籍等におすすめ 
　　「上質紙」のお話
　⃝新入社員紹介
　⃝４つ折りパーテーション

昨年末に入社しました！

　昨年末に弊社 HP をフルリニューアルしたところ、ありがた
いことに以前にも増して “ あるページ ” の閲覧数が増えており
ます。それがお役立ち情報の中にある今回ご紹介する「上質紙
の特徴」について書かれているコラムページです。
　『遊文通信』をお読みいただいている皆さまは、日頃より印
刷物のご依頼をいただいておりますので、釈迦に説法……とい
った気もしますが、厚みなどは印刷の分かりづらい部分でもあ
るかと思い今回改めてご紹介させていただきます。

HPリニューアル後、

“あるページ”の
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同じ㎏数でも

他の用紙より厚い！

上質紙に特化した

フルカラー印刷機

「TASKalfa Pro 15000c」

　遊文舎では、書籍や学術本、テキスト、報告書などといった
上質紙を使った冊子印刷のご注文を多数いただいています。
　「急ぎだからオンデマンド印刷の少部数だけ印刷して、あと
から増刷を検討するか…」などといったお悩みを持たれたこと
はないでしょうか？　この場合、増刷の 1,000 部ほどの中ロ
ット帯は、コスト面からオフセット印刷で対応させていただく
ことになっていました。ただ、オンデマンドと比べるとインク
定着に時間がかかるため、長めの納期となってしまいます。
　「TASKalfa Pro 15000c」はオンデマンド機にも関わらず、
中ロットまでローコスト・短納期で納品が可能です。さらに、
上記の書籍やテキストに使われる「上質紙」に特化した印刷機
ですので、カラー・モノクロ問わず柔軟にご対応させていただ
きます。

（東京支店　中野）

　日本ではまだ遊文舎にしかない印刷機となります
ので、この機会に部数や納期、用紙などでお悩みの
方がいらっしゃいましたら担当営業にご相談ください。
　遊文舎の新たな武器でご要望にお応えいたします！

日本中で
遊文舎だけ！
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特厚口 ― ― この遊文通信は「TASKalfa Pro 15000c」で上質紙に印刷しています。
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　この原稿を書いている今日 4月 22 日、大阪と東京が 3度目の緊急事態宣言発令へ
動き出しました。昨年の飛散防止ツールに次いで、今回も多数のお問い合せをいた
だいております。前回との違いは “買い替え ”を検討されている点だと感じています。
　1年間使ってみると、様々な良し悪しが出てくると思います。学校やオフィス、貸
会議室などで普段は使わないから片付けるけど「置き場所に困る」、「一人用も欲しい」、
「パネル自体の除菌ができない」などといった声をよく聞きます。
　そこで遊文舎では新たに、畳めて仕舞える「4つ折りパーテーション」の取り扱い
を始めました。

お問い合わせは、担当営業にご遠慮なく！　　金額：￥4,950（税込）

　初めまして！昨年の12 月に入社しました、原田 凌と申します。
　お得意様の中にはまだお会いしたことがない方もいらっしゃ
るかと思いますので、この場をお借りして自己紹介をさせてい
ただければと思います。
　前職ではアパレルの販売職に携わっており、印刷業や営業職
は初めての経験で分からないことが多いなか、皆さんに助けら
れながら日々業務に取り組んでおります。
　入社から繁忙期に差し掛かるタイミングで目まぐるしく時間
が過ぎていった印象ですが、その中でもいちから打ち合わせに
参加させていただき、制作部署への手配から校正のやり取り、
中には協力会社との調整も必要なこともあり、少しずつ流れな
ど掴み始めたところです。
　しかし、まだまだ分からないことも多々あり、印刷業界の用
語、用紙など学ぶことがたくさんありますが、まずは基本を理
解しなければという気持ちと共に、先輩方は本当に親切な方ば
かりで毎日、助けられておりますが、自分もいち早く業務など
安心して任せてもらえるようになりたいと考えております。
　休みの日は趣味の釣りをして過ごすことが多く、海でのルア
ー釣りを主にしております。
　休みの度に大阪周辺の海から尼崎、西宮、神戸周辺、淡路島
あたりまで色々な場所で釣りを楽しんでおります。遊文舎には
釣り好きのスタッフが多いので、
休憩の時など釣りの話をして盛
り上がることもあります！
　いち早く印刷業界に馴染める
ように取り組んでまいりますの
で、どうぞよろしくお願い致し
ます！

　お世話になっております。11 月に入社しました山岸と申し
ます。
　入社して半年程が経ち面識がある方もいらっしゃるかと思い
ますが、改めて自己紹介をさせていただきます。
　以前は、印刷会社を経てシールに特化した印刷会社に勤めて
おり、この度ご縁があって遊文舎に入社いたしました。
　印刷業界には長くおりますが、前職の時とは違い、遊文舎で
はよりクリエイティブな業務を担当させていただいております。
前職での経験も活かして、シール・ステッカー・ラベルなどノ
ベルティ類でもお力になれるかと思いますので、お気軽にご相
談ください。
　趣味の話になりますが、筋トレが趣味でコロナ前では仕事帰
りにジムに通っていたりしたのですが、最近は少し遠のいてい
ます。家ではダンベル等を使用したトレーニングを行っており
ましたが、少し太ってきましたのでジム通いを復活し痩せたい
と思います！！また、小物なども好きでネクタイ・タイピン・カ
フスなども集めています。毎日、変えることによってお客様と
のコミュニケーションにつながればと思います。もし何か目に
留まるものがありましたらお声掛けいただけると嬉しいです（笑）。
　まだまだ至らない点もありますがこれからもどうぞ宜しくお
願い致します。

新入社員
のご紹介

遊文舎では昨年、今後のさらなる飛躍のため企画営業部の採用活動を行いました。多数のご応募いただき、
新たに 2名のスタッフを迎えることができました。研修中の 2名の紹介をさせていただきます。ベテラ
ンの安定感と若手の新しい風でこれまで以上に皆様のお力になれればと思っております！

机の下に
片付けられて
便利

広げて対面用、
コの字型で
一人用にも

取手がついて
持ち運び
ラクラク

置き場に困るパーテーション問題を解決！

原田　凌
（Harada Ryo）
年　齢：30 歳
出身地：大阪府東大阪市
趣　味：釣り
出身校：神戸学院大学

山岸　俊
（Yamagishi Suguru）
年　齢：40 歳
出身地：大阪府東大阪市
趣　味：音楽鑑賞、筋トレ、日曜大工
出身校：日新高校

▲大物を釣り上げて嬉しそう（？）
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○塩ビ厚み 1.5mm（折り畳み時　厚み 20mm）
○重さ 900g
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 趣味で集めるこだわりの 
ネクタイ・タイピン

紙：キンマリ SW T 目
Ａ判　57.5kg

■今月の紙
■編集後記

今回は、新しいスタッフもはいりましたので、初心に返って紙のお話を書かせていただきました。私も全く違う業界から
印刷業界に入りましたので、「連量」やら「刷版」やらはじめは何のことかさっぱりわかりませんでした。今回の記事も
少しでもお役にたてれば嬉しいです。私もまだまだ勉強することがありますので、新入社員に負けないよう精進してまい
ります！ （まるめがね）


