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トップバッターは、パートのおばちゃん1号（栗田）です。製作（Tシャツ等プリント、挨拶状・年
賀状等作成）を担当させていただいています。古川コピーセンターで働いて10数年、老眼が進み
ぎっくり腰になったり五十肩になったりしながらも、「お客様が満足し喜んでいただける物を製作
する！」をモットーに仕事をしています。ライブに行くのが好きで、それを楽しみ（ご褒美）にして
働いていましたが、コロナのせいで何処にも行けずストレスが溜まってきている今日この頃。
なんとかならないものですかね…私の楽しみを返して～！疫病退散！！ 担当：栗田

担当：大竹

また、「こういったことを教えてほしい」や「こんな記事を載せてほしい」といった要望がありま
したらぜひご連絡ください (^^)
まだまだ始まったばかりで手探り状態ではありますが、季節の節目に年４回発行していきます。
お客様に満足していただけるよう日々研究し、より良いサービスを提供していけるよう頑張り
ます !
これからもどうぞ FCCをよろしくお願いします。

古川コピーセンターのニュースレター始めます！

NEWS LETTER
古川コピーセンターがお届けする情報ニュースレター
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今や日常生活の必需品になったマスク。みなさんはどのようなマ
スクをつけて新しい生活様式を過ごしているでしょうか。
FCCでは 『毎日着けたくなるようなマスクを作りたい』と考え、
会津の郷土玩具でもある赤べこをモチーフにしたあかべぇデザイ
ンのマスクを製作しました。
「あかべぇマスク」はドライTシャツと同じ素材を使用しており、
吸汗速乾で伸縮性に優れています。また洗って繰り返し使用する
ことが出来る点やU Vカット機能もポイントです。6月から会津
地域を中心に販売を始めたところ、県外からのお問い合わせも多
くいただくようになり、Webでの販売を始めました。
詳しくは FCCのホームページをご覧ください！素材やサイズ感を
確かめたい方はFCC店頭にサンプルが置いてありますのでお気軽
にお尋ねください！

「疫病退散！あかべぇマスク」

あかべぇマスク
注文サイト

こんにちは。古川コピーセンター (以下FCC )です。
９月に入ってもまだまだ暑い日が続いておりますが、
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
FCCではコピーや印刷、製本やのぼり、オリジナル T
シャツまで幅広く仕事をしています。
みなさんに、よりFCCのことを知っていただきたい
と思い、9月からニュースレターを発行していくこと
にしました。このニュースレターでは普段の仕事の
様子や、季節のおすすめ商品の紹介、おすすめの素
敵なお店の紹介や、印刷会社ならではの豆知識など
を掲載していきますのでお楽しみに！

だより

W-smileでは地域のスポーツや芸術活動を応援しています。

祝！東北大会出場
（東北学童軟式野球新人大会）

※このマスクは感染症を完全に防ぐものではありません

W-smileではドライTシャツの生地を使用したオリジナルマスクの製
作が始まり、今回、小金井ブレーブス様のロゴをプリントして寄贈さ
せていただきました。
小金井ブレーブス様には、現在高校 2年生の私の息子が小学 4 年生の
夏から6年生まで入団しお世話になっていました。
その頃から子供たちの練習用Tシャツや保護者の方の応援 T シャツ、
ポロシャツ等の製作のお手伝いをさせていただいていることもあり、
たくさんの感謝の意を込めてマスクを製作し、コロナ自粛明けの交
流大会の朝、貴重な時間を割いていただき、皆さんにお渡しするこ
とが出来ました。早速、交流大会でマスクを使用していただき全員
で着用した写真が届きました !(^^)!
監督の話を聞いているマスクをした子どもたち。
凛としていて、カッコいいです。
マスクが揃っていると、さらに気持ちが一つになり、
一致団結‼これからもコロナに負けず、
「心をひとつに全員野球‼」でこれからも頑張って
くださいね。(^O^) ／いつも応援しています！

9月スタッフのつぶやき

W-smileとはFCCが運営しているオリジナルプリントショップです。
ユニフォームやオリジナルTシャツなど幅広く展開しています。
「W-smileだより」では製作した商品をご紹介していきます。

W-smile
webサイト

寄贈

吸汗速乾
しわになりにくい
丸洗いＯＫ！

U Vカット

ポリエステル100％

オリジナルプリントマスク
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ゴムはお好みの長さでお使いください。
マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

マスクのクリーニング処理はしておりますが、
初めてお使いになる際は洗ってからお使い下さい。

手洗いで軽くもみ洗いをし、室内で陰干ししてくだ

さい。
洗剤を使用される際は中性洗剤をご利用ください。

使用や洗濯を繰り返すことで劣化する消耗品です。販売

製品素材
マスク本体 : ポリエステル100%

袋:OPP
台紙

製造　有限会社古川コピーセンター　
福島県会津若松市中央3丁目1- 38    TEL  0242-25-2343
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今回ご紹介するのは『薬膳茶房 心花（ときめき）』さん
です。こちらのお店では本格的な薬膳料理をリーズナブ
ルな価格で手軽に楽しむことができます。
店内では矢沢永吉さんの曲が流れています。なんでも店
主のさとうまゆみさんと旦那さんが矢沢永吉さんの大
ファンでお店の名前である心花（ときめき）も矢沢さん
の曲名なんだそう。矢沢さんファンの方はお店の名前を
聞いてピンとくる方もいるのではないでしょうか！？
メニューを開くと、薬膳カレーや薬膳ランチ、ナポリタ
ンやトーストサンドなどメニューが豊富です。今回は薬
膳ランチをいただきます。薬膳ランチは週替わりでその
季節にあった食材を使ったランチを提供しています。
今回のメニューはブロッコリーとガーリックシュリン
プ、ごはん、ズッキーニの豆乳ソースがけ、みょうがの
甘酢漬け、薬膳みそスープ、薬膳茶でした。おまけで福
島の桃を使った杏仁豆腐もついてきました。
実際に食べてみると想像していたような、薬臭さや苦み
といった感じはなく、ナチュラルな味付けで美味しいで
す ! エビもプリプリで野菜との相性がとても抜群です。
薬膳と聞くと苦い・辛い・薬くさいといったマイナスな
イメージがある人も多いと思いますが（私もその一人で
した。）実際に食べてみると全然イメージと違ってとても
美味しい！

まゆみさんにお話を伺うと、「薬膳料理とは全てに生薬
を使うわけではありません。未病（自覚症状の軽い身体
の異常）を防ぐのが家庭薬膳の考え方で、黒・赤・黄・白・
青の五色を使うのが基本です。食材の組み合わせや食べ
合わせで食材の栄養価をより吸収しやすくしたり、禁忌
（一緒に食べてはいけないとされているものや、栄養価
を損なう食材同士の組み合わせ）を避けた料理をするの
も薬膳とされています。当店では、無農薬・低農薬の食
材の効果効能を組み合わせ、美味しく召し上がって頂け
る料理を目指しています。」ということでした。
取材の中で薬膳のことや料理のことなどたくさんのお話
を聞かせていただきました。初めて聞く知識ばかりでと
ても勉強になりました。今回はお忙しい中、快く取材に
応じていただきありがとうございました！
お店の下の階では薬膳料理教室も開催予定です。1時間
程度で気軽に学べる薬膳料理教室を企画しているとのこ
とでしたので、興味がある方はぜひ参加してみてはいか
がでしょうか。
紙面に入りきらなかった取材記事をFCCのホームページ
に掲載しています。ぜひそちらもチェックしてみてくだ
さい！

薬膳に興味がある方も、これからの方も手軽に薬膳料理を楽しめるお店

会津の素敵なお店を紹介
No.1  薬膳茶房 心花（ときめき）

薬膳ランチ(ブロッコリーとガーリックシュリンプ)　１０００円

もっと読みたい
方はこちら→

薬膳茶房　心花 tokimeki　
会津若松市湯川町1-58 木下ビル2F　

T E L  0 9 0 - 2 3 6 7 - 2 5 5 2
営業時間 : 10:30～15:00　
定 休 日 : 日・祝・第2土曜

テイクアウトやお弁当の注文も承って
おります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

第　　 回1 データ入稿時のルール
皆さんは印刷会社にデータを入稿する際にどのようなことに注意していますか ?
FCCでもデータ入稿の際にお願いしているルールがあります。
今回は Word・Excel のデータ入稿時のルールをご紹介します。

Word・Exce l のデータをそのまま入稿してしまうとお客様と印刷会社のパソコン環境の違いによりレイアウト
が崩れたり、フォントが変わってしまう場合があります。そうならないためにも Word・Exce l のデータは
PDFデータに変換してから入稿をお願いします。以下、保存の手順をご説明します。

Word・Excel データ入稿時の手順

①ボールドやイタリック等の文字装飾
➁表の網掛け / 透明効果 / 塗りつぶし効果 / テクスチャ等の機能

上記以外にも思わぬ所で文字化けやレイアウト崩れが起こる場合があります。
必ずPDFに変換後の仕上がり原稿を確認した上で入稿をお願いします。

以下の機能を使うと文字化けやレイアウト崩れが起こる可能性があります。
使用しないようにお願いします。

以下機能使用禁止

①【名前を付けて保存】を選択して、
　保存先を指定する11 保存するファイルの種類を➁【PDF】にする22

Print ing Company T ips

役立つ豆知識を紹介

取材：村田
! !

あい山鹿薬局

アイン薬局山鹿店

竹田綜合病院
薬膳茶房

心花tokimeki
P

アイン薬局湯川店アイン薬局湯川店

さくら薬局湯川店さくら薬局湯川店 ホームページでは他に
も注意事項を掲載し
ています。
詳しくはこちらをご
覧ください。

薬膳カレー（サラダ付き）　　６５０円

③【標準（オンライン発行および ...）】
　にチェックが入っているか確認する
④オプションを開く

3 ⑤【フォントの埋め込みが不可能な ...】
　の項目にチェックを入れる
⑥【OK】を押して保存する

4

①

③ ④

⑤
⑥

➁


