
8 優秀賞（一般の部）

優秀賞

講　評
新しい視点と、会社案内を超えた楽しさが感
じられる。動画ではなく紙の楽しさが感じられ、
入社したくなるデザインになっている。社員が
見ても自分たちの仕事を見直すきっかけにもな
り、社内外双方にメリットがあり、会社案内の
新しいスタイルになっている。

秋田県は少子高齢化や若者の県外流出といっ
た問題を抱えており、企業では人材確保の取り
組みが必要である。しかし、現行の会社案内で
は内容がかたいため、学生向けに楽しく印刷の
仕事を知ってもらえるよう、ゲーム攻略本風の
会社案内を制作した。
① 学生に興味をもってもらうためゲーム要素
を取り入れ、イラストも工夫した。

② ディスクレシア（読字障がい）に配慮し、
主に丸ゴシックを使用。

③ 読みづらくならないよう適度な文字量と行
間、余白をとるよう心がけた。

④ 色覚障がい者に配慮した色使いとした。

工夫点

「秋田印刷製本
攻略 BOOK的な会社案内」

秋田印刷製本株式会社
関口純子、安田恵光、神成孝幸、
佐々木和佳子、藤川由菜（秋田県）

一般の部
（グラフィックテクニック（DTP））

「 秋田印刷製本
攻略 BOOK的な会社案内」

一般の部
（グラフィックテクニック（DTP））

概　　要

①

作品概要1

A4サイズ　中綴じ　24ページ主なターゲット：学生
○印刷業の仕事に焦点をあてた会社案内。主なターゲットであ

る学生の興味をひき、楽しく読んでもらえるようゲーム攻略

本風にまとめた。○少子高齢化・若者の県外流出といった問題を抱えるなか、学

生に印刷業にも様々な職務内容があることを知ってもらい、

就職活動の参考にしてもらう。【用　途】
○採用ツールとして会社見学やインターンシップで来社する学

生へ配付、就職面談会等のイベントで活用

秋田印刷製本攻略BOOK的な会社案内
START
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的な会社案内

MUD バージョン1.0

私たちは、一般の方はもちろん、高齢者や障がい者、子ども、外国人など、できるだけ多

くの方に情報が伝わりやすくなるよう配慮したメディア・ユニバーサルデザイン（MUD）

に取り組んでいます。この冊子も文字やイラスト、色使い等に配慮して制作しています。

■ UDフォント使用
UD
FONT

文字のかたちが分かりやすい文章が読みやすい読み間違えにくい

■ 配　色
一般の人の
見え方 色覚障がいの見え方の例

MUDプロジェクト

至大仙▶

②

制作の背景2 印刷会社の仕事を学生に伝えたい！

秋田県は少子高齢化・人口減少・若者の県外流出といった問題を抱え、今後も人材不足と

なることが予想される。そのため学生に県内でのキャリアプランを意識してもらうことが

急務。

人材確保への対応

採用ミスマッチを防ぐためにも、企業側は仕事内容や、どのような能力が発揮できる環境

があるかなど、情報を伝える必要がある。

仕事についての情報発信が必要

印刷業という仕事が学生にあまり理解されていない
職場体験やインターンシップ、面接等で当社に来る学生から、よく「（秋田印刷製本とい

う名前から）本をつくっている会社だと思っていた」と言われる。

・・1

2

3
③

課　題3

現行の会社案内（別添資料②）は、企業にも
配布しているため、事業案内が中心のパンフ
レットになっている。そのため会社の取り組
み内容は網羅されているが、仕事内容や自分
がどんなふうに働くのか、能力が発揮できる
のか、想像がつきにくい。文章量も多い。

内容がかたくて文章が多い課　題

会社案内 2019

笑顔を

創ろう
第 11回メディア・ユニバーサルデザイン
コンペティション経済産業大臣賞 受賞

秋田市・岩手県庁・宮古市・山形県高畠町　等
岩手県で実施された防災訓練で活用され、そ
の様子がテレビで放送されました。
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30年度納品実績

MUDカレンダー

コミュニケーションカード

　文字・色の使い方などMUDを取り入れたカレンダー
を製作し、お客様にお届けしています。2010 年から取り
組みをはじめ、より見やすく、使いやすいカレンダーと
なるよう改良を重ねています。

【特徴】
①読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用。
②見やすい線の太さ・色。
③色覚障がい者や高齢者の方にも見やすく、曜日を判別
しやすい色づかい。

④スケジュール管理をしやすい月曜始まりタイプ。
⑤お客様に配布しMUDの周知に活用しています。

　ＭＵＤとは、高齢者・障がい者・色覚障がい者の方など個人の色の感じ方の差や年齢などに関係なく、できるだけ
多くの方に正しく情報が伝わるように、見やすくわかりやすいデザインにしようというものです。
　第 11回メディア・ユニバーサルデザインコンペティションにおいて、私たちが企画した「コミュニケーションカー
ド」が経済産業大臣賞を受賞しました。これは、災害時に外国人とのコミュニケーションに活用できるよう配慮した
製品です。私たちの得意とする印刷加工技術も取り入れ、利便性を追求しました。　

オリジナルの紙製留め具
　実用新案取得の紙製綴じ具を使用しています。すべて紙で
できているので、分別の手間をかけずリサイクルできます。

【実用新案登録】登録第 3149474 号

多くの人に見やすく、使いやすい製品づくりのために
メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）に取り組んでいます

MUD

　2枚複写になっており、1枚目は受け入
れ側の控え、2枚目を記入者が携帯します。
2枚目は個人情報掲載面を内側にして、携
帯に便利な三つ折りサイズにして活用で
きます。　【実用新案登録】登録第 3216126 号
【対応言語】9 種類
英語・中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語・タ
イ語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・
ベトナム語
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30年度納品実績

560万セット

30年度納品実績

430万セット

30年度納品実績

1,500万枚

偽造防止用紙 保険者証 デジタル印刷
　住民票や各種証明書などにご利
用いただいております。偽造防止
にはコピーした際、文字が浮き出
るものや、光にかざすと文字や
模様が見えてくるすかし印刷、コ
ピー機で再現できないマイクロ文
字・感知できないインク等の方法
があります。これらは、日本のお
札にも使用されている技術です。
　偽造防止の方法につきましては
各種ご用意しておりますので、弊
社営業へお尋ねください。

　連続帳票やカット紙などで、同
一用紙の中に切れ込みや特殊ミ
シン加工を施すことにより、保
険者証を抜き取れるようになっ
ています。
　表面はセキュリティ対策として
偽造防止を施し、裏面はコストパ
フォーマンスと出力適正にすぐれ
た厚紙にＰＥＴフィルム（一般の
フィルムより強度・耐熱性に優れ
ている）を貼っています。

　文集や会報、研修会テキストや
会議資料、報告書、個人出版、バー
コード出力などを承ります。
　お客様の出力業務に関する、コ
スト削減、インフラ問題を解消し、
プライバシー認定企業として万全
なセキュリティー環境を整えてい
ます。
〈受託可能なデータ形式〉

※ネットワークの利用により、
Ｅメールでの入稿も対応して
おります。

原　本 コピー

氏　　名
　秋田　

太郎

生年月日
　昭和

XX年 X
月 XX日

　　性別

世帯主名
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住　　所
　秋田市
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30年度納品実績

80万枚

30年度納品実績

80万セット

.doc .docx .xls .txt

.jtd.pdf

ＯＣＲ・ＯＭＲ用紙
　手書き文字や印字された文字を
光学的に読み取り、前もって記憶
されたパターンと照合し、文字や
マーク位置を特定して入力データ
とします。
　代表的な印刷物として、試験の
解答マークシートや、税金等の納
付書などがあります。非常に高い
印刷精度と、インキの反射率管理
などにより、安定した製品を納品
しており、13 年ノーエラーの実
績があります。

メーリングフォーム
　コンピュータで出力した後に、
三つ折り封書やハガキになる専用
印刷物です。
　連続帳票や単票での印刷物の製
造から、加工機の販売、メンテナ
ンスも行っております。

例）3つ折圧着はがき
Ｚ折にしながら、はがしやすい特殊な糊を使
用してハガキに加工します。

プリンター用薬袋
　レーザープリンターやインク
ジェットプリンターでお名前や、服
用方法、薬剤名などを印字してご使
用いただいております。Ａ４判やＢ
５判、Ａ５判のほか、連続タイプや
広告付薬袋、フィルム付薬袋（中の
薬剤が見える）も承ります。
　また、お薬を飲まれる方が袋を
開けやすいように、袋の口に段差
をつけたり、片方の口を指の形に
抜いたりしながらより便利な製品
作りを目指しています。

主な製品
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企画・デザイン・編集
印　刷

オフセット /デジタル

印　刷 データプリントサービス
帳票類、チラシなど大量の印刷物に適したオ
フセット印刷、小ロットに適したデジタル印
刷を承ります。企画・デザイン・編集からお
引き受けいたします。

請求書や通知書、DM などのデータ出力を
承ります。ハガキや封筒、ラベルへの宛名、
顧客コード、カスタマーバーコードの印字も
対応いたします。

ワンストップ
サービス

　複数の大量発送作業など、

負担が大きくお困りではあり

ませんか？私たちは印刷会社

ならではの長所を生かし、お

客様の業務効率化を支援いた

します。

　社内報を作るメリットは、社内のコミュニケーショ
ンの活性化・情報を全員で共有できる等が挙げられま
す。私たちは平成 12年から 10年以上、毎月 1回の発
行を継続しております。
　御社でも社内コミュニケー
ション向上にいかがですか？
「社内での情報共有が不十分」、
「社内報を発行したいけれど、
手間がかかる」等、お困りの際
はご相談ください。企画・編集
のお手伝いからさせていただき
ます。

　私たちはお客様にお渡しす
る自社の名刺を毎年リニュー
アルしています。偽造防止技
術や、メッセージ性のあるも
のなど、付加価値のついた名
刺デザインとなっています。
2019 年版は伝統的な美しい
組版をコンセプトにしたシン
プルなデザインに、蛍光イン
キと、10 種のフォントバリ
エーションをつけました。

社内報製作 名刺デザイン

2019 年 3月発行
vol.228

お客様に必要な作業を一括してお引き受けいたします

ブック型透明ホルダー　特許第 4668142 号

　紙シートの内側に透明シートを貼り付けて書類ホルダーにすることによって、
平成 23年 1月に特許を取得。用途や表紙デザイン等をご提案いたします。
<利点 >
○書類がずり落ちにくい。
○中が透明シートのため書類を出さずに確認できます。
○表紙は紙シートのため、表・
裏とも従来方式の印刷が可
能です。

○書類の分類が簡単にでき、
低コストで提供できます。

○表紙を自由にデザインし、
プリンターで出力すること
ができます。

プレゼン資料

紙製品なので書き込みも自由にできます。表紙に
タイトルやメモを書き込んでおけば何を入れたか
一目瞭然です。

製品紹介

受託業務

蛍光インキ

蛍光インキ
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発送 /配送

ブッキング・シーラー加工
封入封緘

定形・定形外封筒への封入作業を受託します。作業を
機械で一貫処理、誤封入防止検査も備わっているため、
スピーディーかつ確実に対応いたします。

お客様からお預かりした大切な個人情報データは、業務以外では使用いたしません。
プライバシーマークを取得しておりますので、万全なセキュリティー体制で対応いたします。

シーラー加工 はがし易いように特殊な糊を使用して、三つ折り圧着
ハガキなどの加工を承っています。

糊止め加工による税帳票等や、チケットなどのブッキ
ング加工に対応いたします。ブッキング

封入封緘

製本・加工

　インクジェットプリンター・カッティングプロッターによる、ＰＯＰやのぼり、タペストリー、ステッカー、パッ
ケージ等の多品種・少ロット生産、サンプル作製にも対応しております。魅力ある売り場の演出、商品販売促進
のためのお手伝いをいたします。

型抜きをした
名刺

特殊な形をした
リーフレット

独自の仕切りを
要するパッケージ

組み立て式の
カレンダー

の
ん
は
ご

も
と
お

広告パネル

イベント展示等で
目をひく

等身大パネル
【実用新案登録】
登録第 3181026 号

販売促進支援

学生に興味を持って

読んでもらえる

会社案内が必要！

2019 年版の会社案内

会社案内が学生向けじゃない

④

制作の工夫①4 学生が楽しく読めるゲーム攻略本風

54

冒険マップ
社会人として働く職場を巡りなが
ら、各地で仲間をみつけてボスの
もとに辿り着こう！

STAGE 1　営業部
ハートタウン
　 　　▶▶▶ P6

STAGE 2　製版課
アートビレッジ
　　　 ▶▶▶ P8

STAGE 4　製本課
フィニッシャータウン
　  　 ▶▶▶ P12

STAGE 3　印刷課
プリントシティ
　 　 ▶▶▶ P10

STAGE 5　工務課
ブレーンマウンテン
　 　 ▶▶▶ P14 STAGE 6　物流課

ドライブシティ
　 　 ▶▶▶ P15

STAGE 7　総務部
エブリーの森
　 　 ▶▶▶ P16 LAST STAGE　

ビッグワールド

仕事のおもな流れ
印刷物がお客さんの手元に届くまでの簡単な流
れを紹介するぞ！仕事によって発生する作業は
様々だけど、各部署のエキスパートたちが手腕
をふるってものづくりに取り組んでるぞ！

営業

物流

企画・編集
デザイン
組版・刷版

加工・製本
検品・包装
発送手配

工務

製版

印刷

製本

資材発注
スケジュール

官公庁・病院・学校・企業など

お客さん

会　社

打ち合わせ
見積書
作業指示書

工務

発送用
ラベル発行

総務

納品書発行

しんじん君は仕事の
流れを覚えて何かの
を手に入れた！

ゲーム要素を取り入れた文章や
イラストで紙面を構成

主人公がページを追うごとに
レベルアップしていく

学生に興味をもってもらうため、キャラ
クターや世界観、ストーリー展開にゲー
ム要素を取り入れ、イラストも工夫した。

〈ストーリー〉
新入社員が主人公。
会社のことや各部署とその仕事を学んで、
仲間やアイテムを手に入れながら、ボス
のもとへ冒険する。

ゲーム要素工夫①

頼りなさげ 頼もしい

第13回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション

学生が楽しく読める
ゲーム攻略本風 会社案内

⑤

制作の工夫②5

Mission

98

クリアしてレベルアップを目指せ！クリアしてレベルアップを目指せ！

製版度 チェック
教えて！
先輩 攻略のポイント やってみよう

Power
Data

パワー

データ 運動
神経

ひらめき

国語力

交渉力

集中力

指示書や原稿をもとに、専用ソフトを使ってデータをつくる。できあがった
製品をお客さんがどんな風に使うか、どんなものを望んでいるのか考えなが
ら、見やすく分かりやすい、美しいデザインになるように、文字や写真、イ
ラストなどをレイアウトしよう！

印刷は大きな紙に刷るため、紙の大
きさに合うように、複数のページ、
または同じものをしきつめるように
して配置していこう。

専用の機械を使って③で面付された
データを、印刷機にかけるための
「版」として出力しよう。

データに間違いがないかチェック
し、提出する。それをもとに営業と
お客さんの間で打ち合わせが行わ
れ、修正することもあるぞ。

出 身 地 アートビレッジ

性 格
おおらかで想像力・発想力が豊か。お客さ
んの想いをカタチにするために、センス磨
きを大切にしている。

特 徴
無から有を創り出す。時として天から大き
な力を授かり、デザインアイデアが冴えま
くる。

得 意 技 具現化（相手の求めるものをカタチにする）

武 器 パソコン操作とアートを生み出す魔法の手
テキスト校正で発揮する国語力

タ イ プ 錬金術師

想像力がある

パソコン操作が得意

何かひらめくことがある

漢字に強い

新しいものが好き

わりと長い時間じっと座っていられる

柔軟性があって寛容な性格だと思う

美術が好きで、絵を描くのが好き

印刷物の企画・デザイン・編集・刷版といっ
た様々な作業を担う。作るものは、伝票類
の編集、広報誌や名刺、パンフレット、チ
ラシ、ポスター、グッズなどのデザインと、
幅広く請け負う。お客さんの求めるものを
デザインする力、積極的な企画提案力が求
められるぞ。

センス

デザイン・編集1

校正作業2 面　付【めんつけ】3 刷　版【さっぱん】4

仕事をしていて嬉しい時は？

お客さんがデザインを気に入って喜んでくれた時
や、実際に製品としてできあがった時。

学生時代に学んでおくといいことって？

いろんなことに興味をもって、見たり、聞いたり
して自分の世界を広げておくとデザインの引き出
しが増えて役に立つぞ。

取っておくと役に立つ資格はある？

漢字検定、日本語検定、色彩検定

入社してから取れる資格はある？

DTPエキスパート、
色彩検定、日本語検定、
MUD教育検定

製版課
STAGE 2

せ い　　　　　は ん　　　　  か

センスとひらめきの塊！
クリエイター！

製版が仲間になって
デザイン力がアップした！

柔らかく、親しみをもってもらうため、
またディスレクシア（読字障がい）に配
慮し、主に丸ゴシックを使用。見出しと
本文もわかりやすくした。

書体工夫②

適度な文章量と行間、余白をとるように
した。また攻略本風の言い回しで、かた
くならないようにした。

文章・レイアウト工夫③

一般の人にとってあまり身近でない
専門用語にふりがなをふった

文章と背景のコントラストに気をつけた。
必要なところにはセパレートカラーを入れ
るなど工夫した。

⑥

制作の工夫③6

色覚障がい一型2色覚の見え方

色覚障がいの方に配慮し、濃淡
をつけたり、色彩が一辺倒にな
らないような色使いにした。

配色工夫④作品概要

⑦

工夫④　色覚障がい一型2色覚の見え方



優秀賞（一般の部）9

優秀賞

講　評
子どもたちが学んでいるシーンが目に浮かん
だところが素晴らしい。子どもを飽きさせず、
子どもに参加させる工夫がされており、教員・
子ども両方の視点で考えられている。ゲーム終
了後は学んだことを家庭に持ち帰る工夫まで考
えられており、今後の原型をつくった作品に
なっている。

この作品は防災授業の一環として学校で行う
すごろく形式の教材セットです。すごろくシー
トのマスには様々な気象災害の予兆が問題とし
て書かれており、この予兆から考えられる気象
災害の対処法を答えながらゴールを目指しま
す。
気象災害から安全を守るために必要な情報で
ある「予兆（気象の前触れ）」と「対処（具体
的な避難方法）」を、効果的に子どもたちに伝
えられるようにしました。

工夫点

「遊んで学べる　
お天気すごろく」

大阪シーリング印刷株式会社
増山由佳、藤田香菜子、大町瑞穂、池田由佳、
宮西麻紀、平田義二、佐藤由実、勝山優行、
柴田みお（大阪府）

一般の部
（商品企画）

「 遊んで学べる　
お天気すごろく」

一般の部
（商品企画）


