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まだまだ暑い日中、
体調管理に注意です。
こんにちは！和歌山印刷所、
通称
「わいん」
です。
秋といえば、
「スポーツの秋」
「食欲の秋」
「芸術の秋」
ですよね。
今回は
「芸術の秋」
にふさわしい
「紀の国わかやま文化祭2021」
に
ついての特集です。
■紀の国わかやま文化祭2021
2021年10月30日(土)から11月21日(日)までの23日間、和歌山県で、国民文化祭
と全国障害者芸術・文化祭が行なわれます。先月の紀の国わかやま総文2021に引
き続き、
初の和歌山県開催です。
■第36回国民文化祭・わかやま2021
「国民文化祭」
とは、文化活動に携わる全国の方々が集まって発表や交流を行なう
国内最大の文化の祭典です。総文と異なるのは、主役が高校生に限られない点で
す。
世代や地域の違いにかかわらず、新しい芸能や文化の創造と、地方文化の発展を
促し、広く文化活動を充実させることを目的としています。
かやま大会
■第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会
害者の芸術・文化活動への参加を通じて障害
「全国障害者芸術・文化祭」
とは、障害者の芸術
立と社会参加の促進に寄与するための祭典で
者の生活を豊かにするとともに、
自立と社会参加の促進に寄与するための祭典で
と認識を深めるとともに、障害のある方の芸
す。
また、
すべての人の障害への理解と認識を深めるとともに、
とも目的としています。
術・文化活動の活性化につなげることも目的としています。

紀の国わかやま文化祭2021公式ポスター

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︒

■山青し 海青し 文化は輝く
年です。大会キャッチフレーズのとおり、山や
本年で和歌山県が誕生してから150年です。
育まれてきた多くの文化が、全国規模の文化
海など和歌山県の自然豊かな環境で育まれてきた多くの文化が、
の祭典のなかで、
ますます光り輝くこ
こと願っております。和歌山印刷所は、協賛企
こと願ってお
ますます光り輝くこと願っております。
業として「紀の国わかやま文化祭202
1」
を応援し
しています！
「紀の国わかやま文化祭2021」
を応援しています

る
総務3人娘がお届けす

わいわい
インタビュー

ゆみりん

みゃーこ

あっちゃん

当社WEBサイトのバナー

私たち総務3人娘が、
社員の経験談を
毎月リポートします。
営業
今月のゲストは、営業部
んです！
支援課の石田 知輝さ

■仕事で得た達成感は何ですか？
■
配達の件数が多いときなど、自分なりに一番早く回れるルートを考え予定し
配
配達の件数が多いときなど、自分なりに一番早く回れるルートを考え予定していた時間よりも早く回り終
えた時などは達成感があります。
え
■
■苦労したエピソードはありますか？
重い荷物が多い時の納品はとても苦労します。中でも、２階や３階の納品で階段しかない時は、運び終わっ
重
た
た後は手足がプルプルしています（笑）

営業部営業支援課

石田 知輝さん
（入社27年目）
入社 年 ）

■つらかったことを乗り越えた工夫って？
■
や
やはり、どんな忙しい時でもお客様からねぎらいの声を掛けていただけたときはとてもうれしく思いますし、
がんばっていこう！と前向きな気持ちになれますね。
が

商品の配達業務がメインの
石田さん。
いつも営業支援
ありがとうございます！

る」をご紹介！
印刷業界の難解「あるあ
あるある印刷では、
ある
るある印刷では、難解な
るある印刷では、
難解な事件
難解な事
（トラブル）
が
が発生している
が発生している。
今日
日もまた、天然系工場長
長の
のもとに新たな
今日もまた、
天然系工場長のもとに新たな
相談
談が持ち込まれるのであ
あった…。
相談が持ち込まれるのであった…。

な
こん ル
ブ
ラ
ト

わいんの対策はこれ！

Illustratorのソフトには、
バージョンがあります。同じIllustratorであっても、旧
バージョンと新バージョンでは、機能が異なるため、左記のような事例が起こる
場合があります。
これまでは印刷データの入稿といえば、Illustratorが主流で
したが、OSやソフトを選ばず異なる環境でも同じレイアウトで確認でき、互換
性を気にせずに入稿することができるPDF形式での入稿を推奨しています。
メリットとして、PDF形式の場合、
フォントの埋め込み機能があるため、
たとえ印
刷会社が使用しているフォントを所有していなくても問題ありません。
しかし、

事件ファイル19 「Illustratorのバージョン違い」
」

デメリットとして、PDF形式は修正ができないため、入稿した後に印刷データに

営業
業マン：「工場長、大変です
す！印刷物のデータをIllustratorで
で入稿
営業マン：
「工場長、大変です！印刷物のデータをIllustratorで入稿した

ミスが見つかったとしても、印刷会社が修正することはできません。
わいんでは、お客様からデータ支給していただいた場合、
オペレーターがバー

トや文字のフォン
！」
のですが
のですが、レイアウ
すが、レイアウ
レイアウトや文字のフ
トや文字のフォン
ォ トが変わっています
ト 変
す！

ジョンやその他の形式を入念にチェックし、印刷データとして不備がないように

「すぐにそのデータを確認するぞ！」
工場長：
「すぐにそのデータを確認するぞ！」

しています。

工場長と営業マンが、急いでオペレーターに確認した。

豆知識

工場長：「なるほど、入稿データが旧バージョンのようだな！」
営業マン：「旧バージョンの場合はどんな不具合が起こるのですか？」
オペレーター：
「一見、問題がないようでも、バージョンが違うことによって、
正しいフォントで表示されなかったり、レイアウトの形状が変わってしまう

!

PDFファイルのフォントが埋め込まれているか確認する方法

PDFを開いた状態で…
❶ファイルからプロパティを選択します。❷フォントの項目を選択すると確認できます。

❶

❷

可能性があります。」

埋め込みサブセットに
なっていれば OKです！

営業マン：
「データを入稿してもらう前に、対応するバージョンを伝えな
ければいけませんでしたね・・・」
工場長：
「今日中にデータを再入稿すればなんとか間に合うから、みんな
で頑張ろう！
！」
営業マン：「とほほ・・・（涙）」

走れ、営業マン！！
がんばれ日本
栗須明秀（営業部部長：63歳）
です！

マイホーム購入
小島直紀（総務部次長：37歳）です！

東京オリンピック・パラリンピックが開催され、各競技で日

今までは賃貸のハイツに住んでいましたが、昨年から四人
本代表選手の活躍でメダルラッシュが続きました。私も連 家族になりもう少し広い家がいいなぁと思い始めました。
今年に入り賃貸で物件を探していましたが、今まで住んで
日テレビに噛り付き、選手から感動と元気を頂きました。
いた家の近くに建売住宅の一軒家が売られているのを発
開催には賛否両論あると思いま
見。
２月に内覧会があったため見に行
すが、選手インタビューで各選手
くと、あらいいですねの波が何度も
押し寄せてきました。翌日に再訪問し
が開催された事と応援のお礼を
てその家を仮押さえ。そこからトント
述べているのを聞くと、開催され
ントンと進み、
４月には引っ越しを完
て本当に良かったと思います。
コ
了しました。人生で一番大きい買い
ロナ感染拡大の中で疲弊した、
物を勢いで買った感がありますが、
と
ても満足しています。
コロナが収束し
日本に元気と勇気を与えてくれ
たらホームパーティーしたいですね。
てありがとうと言いたいです。

【わいんニュースレター】
アンケート応募はこちら
ニュースレターのご感想などがありましたら
下記のQRコードからご応募ください。
ご応募いただいた方の
中から抽選でクオカード
（500円分）
をプレゼント
いたします。

【AR動画 新企画】
今話題のARを体感できます
「あるある印刷の事件簿」の

横にある

イメージイラストをARアプリ
【COCOAR】
で
読み取るとアニメーションが再生されます。
AR動画をご覧いただくには、
専用アプリが必要となります。
無料ARアプリ
【COCOAR】
を
右のQRコードでダウンロード
してからお楽しみください。

編集後記
今号が出る頃にはすでに公開されているはずの、
M・ナイト・シャマラン監督の「オールド」という
スリラー映画を楽しみにしています。この監督は
ネタバレ厳禁の「シックス・センス」等で有名な
人です。今は外出することなくネット配信でも映画
を観られる時代になりましたが、それでも劇場の
スクリーンで観ることには大きな効果があると思
います。娯楽があふれている現代において、映画
の世界に没入できる時間を確保してくれる場所と
いうのは貴重な気がします。コロナ禍が収まり、
気軽に映画を観に行ける日々が戻ることを願って
やみません。
（編集長：椿原健太）

