！
YASUDA社員のこれが 好き
安田印刷で働く社員の「好きなもの」を
ジャンルは問わず約130文字で紹介してもらうコーナー！
あなたと同じ
【好き】
をもつYASUDA社員が見つかるかも…？

好きなものは

茶道

M.Kさん（制作部）
外国の知人に日本のことを聞かれても
何も答えられなかったので始めました。
茶道のお稽古は、型を覚え忠実に再現
することで、
その場に同席する亭主と客が
ひとつの世界を一緒に作り上げていくこ
とが醍醐味だと思い続けています。珍しく
て美味しいお菓子がいただけるのも大き
なポイントです
（笑）
好きなものは

T.Iさん（工務）
シルバニアファミリーが好きで、
特に赤ちゃん
の人形を集めています。
小さい子のオモチャと
いうイメージがありますが、
大人のファンも多くコ
レクターの方もいるくらい人気があります。
いろいろな種類の動物がいますが、
お気に
入りはぽさぽさな毛並みのペルシャネコです。
小さなサイズ感がとても可愛らしいです。

シルバニア
ファミリー

安田印刷公式Instagramでご紹介したものをピックアップしてご紹介！

yasudagram pick up!

今回ピックアップするのは先月
社内報でご紹介した展覧会で購
入したマスキングテープです！
シンプルながらに作品の美しい色
彩が表現されていて、美術作品を
身近に感じることができます♡ラ
フに切って貼ってもかわいいのが
マスキングテープの良さです！
詳細についてはぜひ公式インスタ
グラムをご確認ください♪
＠yasuda̲print
Instagram毎週更新中！
ぜひフォローをよろしくお願いします！

yasuda monthly news 2020

編集のつぶやき
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■ヒルトン名古屋で納涼会■
ヒルトン名古屋で納涼会を行いました。
コロナの影響で多人数
での会食が難しくなかなか機会がありませんでしたが、久しぶりに
会社の皆さんとご飯へ行く機会が作れました。

= October=

バイキング形式ではありましたが、席を離れるときはマスク着用
が必須であったり、多くのメニューはスタッフが取り分けてくれるな
どコロナ対策を徹底したシステムになっていました。

vol.5

また、
その日は長らく勤めてこられた社員の方の退職日でもあり、
感謝の気持を込め花束を
贈りました。入社してから
の思い出やこれからのお
話などたくさんお話する機
会になりとても充実した納
涼会となりました。
（制作部・K）

★今月の表紙写真★
【オフセット印刷機（4色機）】
オフセット印刷
（版を使用した印刷）
を行う機械。
こちらはCMYK
の4色を使い印刷をする機械です。
お客様の思いを伝えることが

の使命です。

2020年 9 月末日 発行
発行者：安田智雄
発行所：
〒 451-0043
名古屋市西区新道2丁目13番10号
安田印刷工業株式会社
TEL.052-533-0088

facebookも
ぜひ、ご覧くだ
さい。

【安田印刷で印刷できるもの】
名刺／チラシ／ポスター／冊子／カタログ／リーフレット／
POP UP／のぼり／懸垂幕／横断幕／パッケージ etc.

1 - 2…【YASUDA HOT NEWS】
動きやすい…だけじゃない！デザインに想いを込めて
3……【印刷屋さんのちょっとコアな話】影の功労者ワンプ
4……【YASUDAの仲間紹介】M.Kさん & T.Iさん
……yasudagram pick up!
5……編集のつぶやき／表紙写真解説
【オフセット印刷機（4色機）】

印刷屋さんの
ちょっと コアな話

YASUDA
HOT NEWS!!

せたところラミネート
処理されたワンプはリ
サイクルルートに乗ら
ず殆どが焼却処分され
るとのこと。勿体ない！

動きやすい…だけじゃない！デザインに 想いを込めて

今回は弊社で制作しました日本エコシステム様の『ユニ
フォームと新ユニフォーム告知ポスター』のご紹介です。
従業員の方の一番身近な職場環境であるユニフォームに、
動きやすさという実用性だけでなく、お客様の想いを込め、着
たい！と感じていただけるようデザイン致しました。
「地に足を付けて、高みを目指す」ことをコンセプトとし、大
地の色アースカラーを身に纏い、エネルギーを感じさせる「赤」

四六判を包むワンプは

影の功 労 者ワンプ

およそ1800㎜ 1200㎜
で畳一枚よりもっと大

印刷用紙を包んでいる「ワンプ」なにげなく呼んでいました。
明確な説明は見当たらず、ラッピング（包む）の英読み
Warpが訛ったか、表記を間違えていつの間にか変化したの

昨今リサイクルの観点からラミネートを使わない再生可
能なワンプが開発されているそうですが、再生可能なもの
はワンプとしての防湿効果がやや落ち、コストも３割程高

の方々に誇りをもって仕事をし

いらしくなかなか市場に出回らないそうです。

ていただきたい、そんな思いを

資源回収ではワンプを分別する決まりになっているため、

デザインと色で表現しました。

再生可能なワンプがあっても最終的には焼却されてしまう

従業員の方からは、このデザ

現状を見ていると、有効活用できるアイデアを活かしたい

インでしたら「もう1着ほしい！」
実はこのワンプ、大変に丈夫でベースは繊維強度のある

評いただいております。

JES グループが目指すのは、未来の地球を照らし、輝き続ける 300 年企業。
そのためにはグループ員の皆様が今ある業務に力を尽くし、本領を発揮できるよう環境を整える必要があります。
ユニフォームリニューアルに際し、まずは心身のコンディションを整え、モチベーションを維持していただくため
暑さ・寒さから可能な限り守ること、爽快な着心地、動きを制限しない快適性を重視致しました。
また、自信を持って業務に取り組め、業務のプロとして、グループの一員としての誇りを持てるデザインにもこだわりました。
ユニフォーム生地は、アースカラーを代表するような大地を連想させる薄茶色に。
右胸ポケットとパンツ左ポケットには、高い精神性を表し創造力・集中力を高めると言われる紫を差し色に配置しました。
この配色には、地に足を付け地道に研鑽を積みつつ、共に高みを目指していきたいとの願いを込めました。
グループ員の皆様が一致協力し、共に輝かしい未来を迎えられるよう、これからも精一杯頑張って参ります。
今後とも何卒ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

ユニフォームにあわせ、ス
タイリッシュな印象のポスター
は、強くイメージを感じていた
だけるものとユニフォームのデ
ザインや機能性について細か
いこだわりまで分かるものの 2
種類をご用意いたしました。

JES
GROUP
NEW
UNIFORM

ストレッチ
伸縮性のある素材を使用し
作業しやすく、快適に。

遮熱
太陽光の熱を遮る
日傘効果で夏も快適に。

吸汗・速乾性
汗や水分を素早く吸収し
蒸れない爽やかさを。

帯電防止
身体に帯電する静電気を
外へ逃がし、快適に。

UVカット
紫外線を遮断し
日差しが強い日でも快適に。

導電糸入り
静電気を電気的に中和し
静電気の帯電を防ぎます。

※2

通気性の良いメッシュを使用し、汗
のベトつきを軽減します。

時代の流れを汲むカジュアル風な
デザインヨーク。

背ヨーク
当世風のカジュアルなデザインヨー
クを背中にも。

大 地 の 色 を
身 に 纏う。
両ポケット端

アースカラーとは、土、砂、木、植物など自然物をほうふつとさせる、主に茶系の色のことです。

もうひとつ重要な役割があり、それは調湿。用紙はワンプ
に包まれていることにより全体の保湿が均一に保たれま
す。包まれていないと空気に触れる四方端から湿度の影響
印刷オペレーターにとって安定した用紙であることは、生

背裏メッシュ

肩ヨーク

大地を彷彿とさせる薄茶色をメインカラーとしました。

様々な外部要因から保護しています。

をまともに受け、波うちや反り※3が発生してしまいます。

地 に 足 を 付 け、
高 み を目 指 す 。

ユニフォーム生地は、
アースカラーを代表するような

右胸ポケット

アンティーク風金属リベート打ちで
上質感を演出。

紫色で胸に理想を。
ファスナー付
落下防止機能。

ペン差し付ポケット

内ポケット

ペンやスケールなどが出し入れしや
すい便利な装備。

作業中でも中身が飛び出しにくく
出し入れもスムーズ。

切換配色

「茶色」
がもつ心理効果としては、
「安定している印象を与える。」

産性も品質面から大変に重要ですからきちんと役割を担っ
ていてくれるワンプに感謝しなければなりません。
さて、印刷会社へ安定した状態で用紙を運ぶためのワン

「堅実さや信頼感を与える。」
「コツコツと物事を継続させる。」等が挙げられます。
地に足を付け、
日々研鑽を積む、毎日の業務に最適なカラーと考え、
これに決定致しました。

ゆ かりの 色 、
紫 。
右胸ポケットとパンツ左ポケットには、紫を差し色に配置しました。

袖ペン差し

内ペン差し

エネルギーを感じさせる
「赤」
と宇宙から見た地球の色「青」
が混じり合った色、紫。

袖の取りやすい位置にペン差しを
装備しました。

身頃内側の見返し部分にペン差し
を装備しました。

袖口アジャスター

ストレッチ

生地柄

ありがとうございます

ドット釦で二段階に調整可能。釦の
脱着も楽々スムーズ。

関節の曲げ伸ばしがしやすいスト
レッチ加工で作業効率をアップ。

ヘリンボーン柄で時代に合ったカ
ジュアル感を。

常に感謝の気持ちを忘れない。
「ありがとうございます」
の精神を。

その中でも、縁（ゆかり）
の色と呼ばれる落ち着いた紫を選びました。

ものです。

クラフト紙。クラフト紙の内側にラミネート やろう引き
※1

などの防湿処理を施してあり、これによって中味の用紙を
地 に 足 を 付 け 、 高 みを目 指 す

だけ切り離して必要量を保管します。
紙として使うなどしています。

を、というお客様の想いもデザインで表現してあります。従業員

「かっこいい！」とご好

活用できるように接着部を丁寧にはがして糊の付いた部分
これを活用して在庫用紙を包む、加工時の搬送用に保護

ではないかというものが有力です。

色、差し色として配色してあります。また、常に感謝の気持ち

JES GROUP NEW UNIFORM

きいのです。
そこで、ワンプを有効

語源は何だろうとネットで調べてみたところ・・・

と宇宙から地球をみた「青」が混じり合った「紫」をゆかりの

Step by Step

畳の基本サイズは
910mm×1820mm！

脇や袖下を切換配色仕様に。働く
スタイルを美しく。

「紫」
がもつ心理効果としては、
「精神性が高い」
「直観力に優れている」
「集中力を高める」
「創造力を高める」等が挙げられます。
メインカラーの茶色、
そして胸に紫、
高い理想も持ちつつも地道に研鑽を積み日々の業務に邁進するのに
ふさわしい色合わせではないでしょうか？

プ。その後役割を終えたワンプはどうなるのでしょう？
弊社でも大量に発生します。資源回収の業者に問い合わ

※１

ラミネート

複数の材料を重ねて貼り合わせること。主に紙などをプラスチック
フィルムで挟み熱で圧着したパウチ加工のことをさす事が多い。
※２

ろう引き

蝋（ろう）を溶かし紙に染み込ませることで、耐久性耐水性を上げたもの。
ワックスペーパーもろう引きした紙の仲間。
※3

波うちや反り

9月号の本誌で紹介した紙のカールのこと。

