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す べてのお 客 様 に 『 安 心と満 足 を 』
今、
金山印刷が取り組んでいること、
ご提案できることをお客様へお伝えするインフォメーションです。

探検！

第4回

印刷会社のお仕事 添付文書印刷
印刷
の
流れ

お打ち
合わせ

制作

（企画・編集・
デザイン）

この分野での豊富な経験と、高度な技術と品質管理
を持って、医療の最前線における厳しいニーズにお
応えしています。当社ホームページより動画もご案
内しております。 金山印刷
GOA

入稿

製版
Vol.05 にて
ご紹介して
います！

印刷

刷版

製本

ご納品

加工

前回と今回、
２回に分けて
ご紹介します！

Vol.06 にて
ご紹介して
います！

今回は薬のパッケージに入っている医療用医薬品などの添付文書の「印刷」です。

①

②
UV装置
用紙に印刷されたインキ
を紫外線で即、乾燥させ
るUV装置です！
コスレ・色落ちがないので
後加工でのトラブルが少
ないです。

オフセット輪転方式
ロール紙を使用して繋げたまま印刷をしているので
シワ・ダブリ等が無く安定して印刷。

③

④

ラベル貼り
検査装置で検知された不良品
にラベルが貼られる装置です！
ラ ベ ル が 貼られた 不 良 品 は
再度積み替え検査で抜き取り
次工程へ。

検査装置で
両面監視
印刷された絵柄に不良
品が無いか両面検査を
行う装置です！

ロール紙に印刷されるとUV装置で乾燥され検査装置を通過します。ここで不良品にラベルが貼られ、
カット胴でカットされ
デリバリーに出てきます。再度、積み替え検査を実施し次工程へ渡します。

添付文書印刷
の流れ

UV照射
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積み替え
検査

次工程へ
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第１話「ＣＭＳを作ろう
！」
このコーナーでは、
システム開発の様子を紙芝居的に表現し、開発に関する問題点や苦悩を
（主に苦悩を）赤裸々にご紹介して参ります。
尚、登場する団体、個人は、全て架空の存在であり、実在するいかなる団体、個人とも一切関係ありません。
フィーヌ こんにちは、KPC広報部のフィーヌ

)) POINT ))

です

CMSには、WordPressやMT等オープ
ンソースのものや、機能を限定した専用
プログラムなど、様々な種類があります。

マール 同じく、
マールだよ
フィーヌ 今回は、
当社のWEBチームのお仕
事をご紹介することになりました
マール おお！印刷屋らしからぬ業務内容
フィーヌ ええ。
でも、最近では珍しくもない

マール どんなサンプルにするんだ？

フィーヌ おほん！今回のサンプル業務は、以
下のとおりです

)) 架空の業務内容 ))
発注者：K音楽同好会
依頼内容：HPに1行広告文でライブの
告知をしたい

簡単なCMS＝コンテンツ・
マネジメント・システムにします。
マール 平たく言うとブログの事
だな

告知文章をHPに掲載するようですね

フィーヌ ブログもCMSのひとつです。他に

マール しかし、
どう見てもこれは、Kお

より情報収集や分類、整理等が比較的容易で

も、製品登録や販売店の登録とか、
いろいろあ

フィーヌ おほん！Kこれよりは、
いいと思いま

あるという、大きな利点があります

りますよ

した。
＊＊版が、TVで放送されましたし

ようです
マール

情報の発信媒体が、紙から電子に変

わっただけだからな
フィーヌ

そうです。基本は同じです。ただ、

WEBは、紙と違って頻繁に更新が利くし、
なに

フィーヌ

マール

…大丈夫か？

フィーヌ Kanayama音楽同好会の、
ライブ

マホを使う時代だからな

フィーヌ それはいろいろ問題が

フィーヌ 少し違いますよ

マール ああ。
しかし、問題は、
誰が誰
の役を演じるかということで

マール

フィーヌ 話を進めます！

マール

それか。最近は、猫もシャモジも、
ス

)) POI NT ))
WEBには、更新のしやすさや、情報を収
集し、分類、整理しやすいという利点が
あります。

マール

KこれのCMSを作ろう！
Kanayamaこれくしょん！

フィーヌ そうきましたか
マール だめかな？
フィーヌ 需要がありません

※さて、
フィーヌとマールは、無事システムを

マール

開発することができるでしょうか？

K社のO職員のゆるキャラとか、面白

そうだけど

ーマ
今回のテ

恩 師」

「

な

マール はい

人た ち

kanayama na hitotachi

仰げば尊し我が師の恩。
今の自分があるのは誰かのおかげで、自分の力だ
けでは、ここまでたどり着けませんでした。今回

私の中で恩師と思える先生は､中学3年
時の担任です､河野先生と言いました｡
海軍特攻隊の生き残りと聞いていまし
た、
教科は社会科でした｡
なぜ心に残ったかと言うと､中学３年3学期
受験期に､なんと新聞配達を始めました。
新聞配達の為に授業中寝ることが多くな
り､先生に事情を聞かれました｡
新聞配達のことを話すと､受験に支障が
あるから即刻やめなさいと怒られました｡
家族も､近所にも高校に行くことのない
環境だったので､今思えば人生の分かれ
目で大変助かりました｡
（武藤）

は、そんな恩師のお話をご紹介して参ります。

学生時代、恩師が関西の人で講義の時など話す
言葉が関西弁になったり、標準語になったりと忙
しい人でした。
おかげで生徒たちに関西弁がうつってしまい、今
でも無意識に関西弁（いわゆる関西人がイライ
ラするエセ関西弁というやつです）が出てしまう
ようになってしまいました。
（鈴木）

私にとっての恩師は小学校四年生の時
の担任の先生です。
一年間という短い担任期間でしたが私の
大学まで続く勉強の方向を決めるきっかけ
を百人一首という形で作って頂きました。
あの一年で覚えた百人一首は未だに
「ほ
ぼ」全句覚えてます。
小4の最初の朝会に竹刀担いで現れた
我が恩師は、今日も元気にたくさんの
子供に百人一首教えていると信じてい
（中畑）
ます。

乞うご期待！

小学校5、6年時、
お願いしてサッカー部
の監督になっていただいた隣りのクラス
の担任。“精神注入棒”なる木刀を持ち、
悪さをすると本気で投げ飛ばすおっかな
い先生でした。
（ 今なら問題教師になっ
てしまうかな）
ただ当時から、
どんなに厳しく叱られて
も、小学生に本気で接してくれるその先
生は大好きでした。
あの2年間が、
その後
の私には、
大きな力になってます。
今、少年野球を教える身になって、あの
頃の先生に負けないようにと思いながら
子供達にビシビシと本気でぶつかってい
ってます！
（折田）

特定の誰とはないですが、学校だけに限
らず社会に出てからも含め、今まで自分
を鍛え、指導していただいた方全てに感
謝しています。
（木建）

次回は６月発行予定です。ご期待ください！
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