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まだまだ暑さの残る9月です、水分補給をしっかりしましょう。
こんにちは！和歌山印刷所、通称「わいん」です。
来年の東京オリンピックばかり注目されていますが、
その前にも熱い大会があるんです！
今月号は「ラグビーワールドカップ」についての特集です。
当時のメンバーとクラブトーナメント優勝カップ

■ラグビーワールドカップ 2019
9/20( 金 ) の日本 vs ロシア戦を皮切りに、第 9 回ラグビーワールドカップがスタートします。
日本は 2015 年大会の戦績から予選免除枠での出場です。前回のイングランド大会といえば、五郎丸歩選手が印象深いでしょうか。
ラグビーをご覧にならないという方も、
「五郎丸ポーズ」という単語には聞き覚えがあると思います。彼は今大会には出場されてい
ませんが、ヤマハ発動機 Jubilo 所属選手として現在も活動されています。
■初の日本での開催
今までの 8 回は欧州・オセアニア・アフリカ地域での開催でした。現在開催中のリポビタン D チャレンジカップ（欧州・オセアニア
のナショナルチームを招いて行なわれる日本代表のテストマッチ）等はありましたが、
日本初開催（アジア地域初開催）のワールドカッ
プということで楽しみにされている方も多いでしょう。
■わいんラグビー部
実は弊社もかつては社会人ラグビー部を抱え、和歌山県代表として国体近畿予選等にも出場していました。後にメンバーの退部や
離職からクラブチームへと活動を縮小しましたが、クラブチームになってからも、1992年度の関西協会主催の大会では優勝し、翌
年度の同大会ではひとつ上のクラスのカテゴリーで準優勝の成績を残しています。
風流印字︵ふうりゅういんじ︶︻風流韻事︼の造語︒興味深い記事を載せた印刷物の意︒

■わいん東京営業所の隣にも
余談ではありますが、東京営業所の隣で工事中のビルにも、ラグビーワールドカップ応援の大きな広告が貼られています。弊社も
見習いたい非常にきれいな仕上りなので、お近くに来られた方はぜひご覧下さい。
■アンブッシュ・マーケティング（不正便乗商法）
アンブッシュ・マーケティングとはワールドカップやオリンピック等の大型イベントに便乗して、公式スポンサーでない者が無断でロ
ゴを使用したり、関連商品の販売や宣伝をすることです。東京営業所の隣にある上記の広告を、本紙でも写真で掲載する案が出ま
したが、これに抵触する恐れもあったため取り止めました。

隊！『わいんの商用車ラインナップ』
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わいんでは１９台の車を保有しており、
自社にデリバリー部門を持っ
ていることが強みです。多くの営業マンが使用しているライトバン
は１２台保有しています
（右上写真）。
次に配達で使用されることが多いバンは３台
（右下写真）。
普段は商品管理課が使用していますが、営業マンが使用すること
もあります。
バンでも重量オーバーになってしまう大量の荷物の時は３トント
ラックの出番です
（写真左）。
バンの約２．
５倍の荷物を積むことができるわいん保有の一番大き
い車です。他にも軽自動車が１台、普通車が２台あります。
どの車も
暑い時寒い時に私たちと行動を共にする相棒です。
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題目 表面加工

弥七は本棚から一冊の本を手に取った︒

弥七
﹁この本︑表紙にすごく光沢のある用紙を使ってんだねぇ﹂

喜八
﹁いやいや︑
それは単なるコート紙に表面加工したもんさ﹂

弥七
﹁その …
表紙加工って何だい？﹂
喜八
﹁印刷後の紙をコーティングすることでよ︒色落ちを軽減させたり︑強度や耐水性

を持たせたりすんのさ﹂

弥七
﹁紙を補強するっつうより︑印刷を守るようなもんかい？﹂

喜八
﹁ご名答！ 表面加工にはいくつかあってな︑
一番手っ取り早いのは
﹃ニス引き﹄
さ︒
あん

けて︑
より表面に光沢を出す
﹃プレスコート﹄
ってのもあるぜ﹂

まり光沢は出ねぇが︑
その分コストも抑えられる︒
さらに熱した金属板を押し付
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弥七
﹁他に目を 引く ような加工はねぇのかい？﹂

●PP貼り
ポリプロピレンフィルムに接着剤を塗布し熱風乾
燥した後、紙とフィルムを熱圧着して貼り合わせ
ます。耐久性、耐湿性に優れ、光沢のありなしも
選択可能です。

喜八
﹁そうさな あ
﹃
貼り﹄
かねぇ︒文字通りポリプロピレンのフィルムを貼り付
…とは
けんのさ︒
耐水性や印刷面の保護で言やぁ一番だね﹂

●プレスコート
印刷物の表面にアクリル樹脂をコーティングし、
加熱された鏡面版を圧着させる表面加工方法で
す。平らでなめらかな仕上がりとなり、強い光沢
感を再現できます。

貼りは加工後の色味に注意だな︒少しばかり濃く見えた

●ニス引き
表面に透明な樹脂液を塗る加工です。表面に光沢
や耐熱性、耐摩擦性、耐水性などの耐久性を持た
せることが出来ます。
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弥七
﹁なるほど︑良いこと聞いたぜ﹂

■表面加工について

喜八
﹁けどプレスコートと
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りするもんで︑
気になるなら事前に打ち合わせをおすすめするぜ﹂

弥七
﹁それならさっそく
貼りで相談なんだが …
﹂
喜八
﹁おいおい …
また面 倒ごとを 押し付け られて
きたのか？﹂

弥七
﹁いや︑
おいらがきれいな装丁にするって提案した

ちょうどよかったぜ﹂

のさ︒特に良いアイデアが浮かばなかったから︑

貼りの前におまえさんが見栄を

張って たのかい！﹂

喜八
﹁なんだい︑

どうもお後がよろしいようで︒
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P

走れ、営業マン！！
夏バテ対策
栗須 明秀（営業２部：６１歳）
です！

実はずっと描いているんです、、
、
向井 友祐（営業２部：25歳）です！

この季節に気をつけたいのが、
「 夏バテ」です。朝から体が重
れがたまる…こんな厄介な夏バ
く、食欲もない、ストレスと疲れがたまる…こんな厄介な夏バ
をしているでしょうか？
テに皆さんは、
どのような対策をしているでしょ
り切って
私は気力、根性、精神力で乗り切って
ーをして
います。高校・大学とラグビーをして
いたので、夏休みに入ると、お決まり
暑の中
の夏合宿で朝から夕方まで猛暑の中
で練習漬けの毎日でした。
経験が
そのため、これまで夏バテの経験が
ば火もま
ありません。
「 心頭滅却すれば火もま
の衰え
た涼し」
しかし、年齢的に体力の衰え
を感じて来ておりますので、体調管理
ます。
には気をつけたいと思っています。

毎月送付していますこの「風流印字」
も今月で19号となりま
し
した。気になっている人がいらっしゃるかは分かりませんが、毎
号
号のこのコーナーのイラストは私が描いています。
イラストの
勉
勉強をしていたということではなくニュースレターのスタッフ
で
が選ばれました。
で絵を描き比べたところ、
私のイラストが選ばれました。
い
いざ描いてみると、
普段見慣れた人
ほ
ほど描きにくく、
原案を提出した時
点
点でスタッフからダメ出しを受ける
こ
こともあります
（笑）
回
回数を重ねるごとに上達していると
は
は思いますが、
このイラストについ
て
て感じたことがあればドシ
ドシ返信
ＦＡＸにて聞かせてください！

和歌山印刷所ニュースレター・アンケートのコーナー
今回の記事で印象に残った記事などがありましたら下記のチェックボックスにチェックを
入れ、感想をご記入の上で FAX を送っていただけるとクオカード（500 円分）を抽選で
プレゼントいたします。
（FAX/073-452-2631）
□特集「ラグビーワールドカップ」 □わいわい探検隊
ご意見・ご感想等（御社名 /

□印刷七転び八起き □走れ、営業マン！
！
御氏名 /

）

編集後記
盆休みに大学の友人たちと旅行へ行ってきました。
それぞれ異なる環境で学問に励んだり働いたりす
る彼らの近況を聞くのはとても刺激になります。
あちこちへ出張している者、食品を扱っている者、
大学院へ進んだ者など、旅先でも各メンバーなら
ではの考え方や目のつけどころが見られ、楽しん
でいるうちにすぐ時間が過ぎてしまいました。
東京異動から早くも半年が過ぎましたが、彼らに
も負けないよう、いっそう気を引き締めていきた
いと思います。
（編集長：椿原健太）

