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で
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う
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たくさんの人と
関わりたい！

アイデア
を

商品化
したい！

石川を
盛り上げたい！ 地域に密着し、魅力を発信する仕事です！

石川を
盛り上げたい！

地域の魅力を伝える！

色々な業種の人と関わることができます！

人と接することが好きなあなたは……

営業タイプ！

広告マンタイプ!

たくさんの人と
関わりたい！

石川の魅力を知り尽くしたあなたは…

技術者タイプ！

デザイナータイプ!

プログラミングを専門的に学んできたあなたは……

デザインが得意なあなたは……

新しいシステムを一から作る仕事です！

世の中に流通するものをデザインできます！

Webサイト制作や、ネット通販サイトの運営、情報配信シス
テムの開発、提案など印刷の域を出たマルチなコンテンツに
携わることができます。また、研修プログラムとしてプログラミ
ングやマーケティングに関する資格取得など、入社後も実践
に役立つ多様なスキルを身に付けることができます。

スーパーで目にする食品のラベルや、駅構内で販売されて
いるお土産のパッケージなどをデザインし、自分のアイデアを
カタチにする仕事です。色、形状、肌触りなど…、商品がどのよ
うな仕上がりになるのかはあなたの発想次第です。

大学や自治体、美術館、飲食店など全国の企業がお客様
です。能登印刷では企画・編集から印刷までを全て自社で
行うワンストップ生産が可能で、お客様とのコミュニケー
ションを重ねながらコンテンツを作り上げていきます。

地域の方が頻繁に目にする自社オリジナルのメディア
を作ることができます。お店の集客率をあげる為にはどう
したらいいか、商品の売上をアップするためにはどのよう
な方法が効果的なのか…自分のアイデアをお客様に提案
して課題を解決していきます。

想いをカタチにして伝える！

プログラミングの技術で伝える！ 自分のアイデアを提案して伝える！

http://www.notoinsatu.co.jp/

TEL : 076-274-0084
FAX : 076-274-0016
E-mail : info@notoinsatu.co.jp

お問い合わせ
能登印刷株式会社　経営管理部人事総務課
〒924-0013
石川県白山市番匠町293番地

アイデア
を

商品化
したい！

３年目以降
・若手社員研修
（コミュニケーション）
（問題解決手法）

1年目 ２年目
・入社後研修
・外部研修
・ローテーション現場研修
・フォローアップ研修

・DTPエキスパート通信教育
・DTPエキスパート受験

入社後3年は基本研修プログラムにて基本的な動作や知識を
身につけます。それ以降は必要とされるスキルを身につけるため
のプログラムや研修などでスキルアップに取り組んでいます。

入社後の
流れ

短大、専門、大学、大学院等を2018年3月に卒業
（見込）または修了（見込）の方

企画営業（マーケティング・メディアプランナー）、DTP（製作）
Webエンジニア、Webデザイナー、グラフィックデザイナー
企画・編集（プランナー）、製造部門、管理部門

募集対象者 募集職種

未来を、
創っていく。

私たちは、伝える力で
進化し続ける企業を目指します

私たちが作りました！
2017年 新入社員
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企画・編集 生産管理
企画立案から取材、原稿作成、レイアウト、校正、装幀
デザインまで、高い技術を持つ編集者とデザイナーが
出版物の制作に携わっています。出版物のジャンルは
社誌、記念誌、自費出版
会社案内、学校案内
報告書など多岐に渡
ります。

物件のスケジュール管理をする部門です。入稿から印
刷データ作成までを管理する製作管理課と、作成した
データを印刷、製本し、納品までを管理する製造管理課
の2部門があります。
言わば営業と工場を
結ぶ司令塔です。

朝礼 打ち合わせ 昼食 退社納品準備
・移動

帰社・
社内業務新規訪問

8:20 9:00 10:00 12:00 13:00 16:3016:30 18:0018:00

シナジー（株）企画営業課 さん長谷川 栞

まさに、ものづくりに関わって
いる！と実感します。

仕事内容は？

特にるるぶ FREE は飲食店や観光名
所など、観光客が知りたい情報を紹介
するメディアで、3ヶ月に一度、約 13 万
部を発行しています。多くの観光客に
手にとってもらえるという強みを生かし
てお客様の抱える課題を解決するた
めの提案をしています。

A

仕事のやりがいは？

自分の提案したものが
紙面に載ること！

基本的なことがしっかり
とできる人。

自社メディアの広告営業
をしています。

契約がとれたらそれで終わりというこ
とではなく、自分の提案したことが紙
面に載り、多くの人に見てもらえる仕
事なので、まさにものづくりに関わっ
ていると実感します。

A

こんな学生を待ってます！

あいさつができる、ホウレンソウ （報告・
連絡・相談）を徹底する、指示されたら
すぐ行動する、などシンプルですが、基
本がしっかりしている人ほど、仕事をす
る上で大きく成長できると思います。

A

営業1課 さん松井 法子

お客様から直接反応を頂けると、
とても嬉しいです。

仕事内容は？

お客様に印刷物の提案をしています。
ただ印刷物を売り込むのではなく、自社
の強みをどう生かしてお客様の課題を
解決するかを常に意識しています。

A

仕事をしていて
嬉しかったことは？
自分が提案したアイデア
が形になったとき。

考える力を持てる人。福井を中心に営業をして
います。

完成した印刷物を直接お客様の元へ
お届けするときに、「松井さんに頼んで
よかった」と直接お客様から反応を頂
けると、とても嬉しいです。

A

こんな学生を待ってます！

言われたことをただやるだけでなく、も
っと工夫できないか、自分で考える力
が求められます。大変ですが、私もい
つも先輩方にアドバイスを頂きながら
頑張っています！

A

能登印刷のここがスゴイ！社長
に

聞い
た！

▲金沢大学 広報誌 アカンサス ▲泉鏡花記念館図録 ▲住まいル ▲学生生活は危険がいっぱい

▲るるぶFREE（富山、金沢、福井）▲はっぴーママ いしかわ

代表取締役社長

能登 健太朗

提案
して

伝え
る!

営業タイプ
のあなた！

広告マン
タイプのあなた！

オウンドメディア
印刷・出版事業で培ったノウハウを活かして、自社オリジナル
のメディアを展開しています。特にWebサイトやfacebook
などのデジタルコンテンツは、印刷物と組み合わせること
でより多くのユーザーへ情報の発信が可能になります。

ワンストップ
企画提案、デザインから印刷・出版、そして流通まで、すべ
ての工程を一貫して行うことができます。そのため、お客様
の抱える問題を自社でトータルにサポートでき、顧客満足
度の向上につながります。

デジタルソリューション
情報発信のお手伝いから、発信後のデータ分析まで、
お客様の課題を解決するための方法を一緒になって考
えます（コンサルティング）。そのためのツールとしてWeb
サイトの多言語化サービス、AI（人工知能）サービス等の
デジタルコンテンツを開発しています。

WEB制作課 さん塚田 実香

県外に出て改めて石川の魅力を知り、
その魅力を伝えたいと思いました。

自分のデザインした商品が手に
取られる瞬間を見た時は嬉しくなります。

営業 1 課　
荒山さん

( Desk Top Publishing )

企画・デザイン企画提案・営業

DTP 印刷・製本

Web 出版流通
自治体、大学、病院、企業などの小規模なサイトからデー
タベースや組版システムと連動した大型のサイトまで、多
種多様なホームページの制作に携わっています。また、
Webを利用したマーケ
ティングやWebに情報
を配信するシステム開
発も行っています。

当社では1976年の出版部門創設以来、多彩な出版
活動を展開しています。書籍を印刷するだけでなく、全
国的な流通ルートを使って書店販売まで一貫して請け
負うことが出来ます。

「常にお客様を驚かせたい」。企画編集から納品まで、
お客様と打ち合わせを重ね、会社案内、製品案内などの
効果を高めるためにツールを作ります。
そのために、お客様との日頃のコミュ
ニケーションから新たに課題を発見し、
解決へと導きます。

「お客様の想いをカタチに」。箱、手提袋、包装紙
など商品イメージに合ったパッケージやオリジナル
製品をプロデュースします。自社独自の特殊撮影
と画像加工技術によって素材をリアルで高精細
に表現することが可能で、インパクトのあるパッケ
ージを提案しています。

DTPソフトやグラフィックソフトなどを用いて文字、写真、
イラストなどの素材をレイアウトし、紙面データを作成しま
す。編集・校正作業の
ほかシステムの組み上
げなど、印刷の前工程作
業を行っています。

主力機の両面水なし印刷8色機、高品質のカラー印刷
機、書籍や情報誌、マニュアルなどを得意とする2色+
両面兼用機などが稼働しており、様 な々ニーズに対応して
います。製本工程におい
ても、自動高速無線綴じ
ラインを有しており、500頁
を超える製本が可能です。

仕事内容は？

朝礼 Web
制作

Web
制作昼食 退社データ

入力

8:20 8:50 12:00 13:00 15:00 17:45

大学や病院、企業などの HP のコーテ
ィング作業・更新・バナー作成などを
行っています。自社で作成したもの以
外の HP の更新や管理を行うこともあ
ります。

A

入社して変わったことは？

身近なものに目を向けるよ
うになりました！

いろんなことに挑戦し、楽
しめる人！

主に Web サイトの制作を
行っています。

好きな店や観光地など、今まで気に留
めなかったものが新鮮に見えて興味を
持つことが増えました。それが仕事の
アイデアに繋がることもありますね。

A

こんな学生を待ってます！

専門的に Webを学んできた人にとっ
てはその技術が活かせる仕事です。
お客様と直接接することもあるので、
人との繋がりを大切に出来る人が向
いていると思います。

A

企画デザイン係長 さん吉本 泰則

仕事内容は？

お客様の要望を聞いてデザイン案を
考えたり、新しい商品の企画をしてお客
様へ提案することも行っています。
また、他部門と協力して作業を行う事
も多いのですが、その際はディレクター
として指示を出すこともあります。

A

仕事のやりがいは？

お客様にデザインを喜ん
でいただけることです。

個性をしっかり持って仕事
ができる人！

パッケージ事業を中心に
取り組んでいます。

良い商品を作るには、お客様から意見
を引き出すコミュニケーション能力が必
要不可欠です。お客様のイメージを形
にして提案し、商品の売り上げがアップ
するなどの具体的な成果が出たり、お
客様に喜ばれるとやっぱり嬉しいです。

A

こんな学生を待ってます！

自分らしさに誇りを持っている人に、ぜひ
この会社で活躍できる人材になって
ほしいです。様々な経験は全て自分の
ためになります。モチベーションを保ち、
仕事を楽しんで、仕事を好きになって
ください。

A

▲金沢大学 Webサイト ▲神戸大学/SOLAC Webサイト▲城下町金澤本舗(通販サイト) ▲ダスキン北陸 Webサイト

▲ホリ乳業 ギリシャヨーグルト▲金城納豆 そらなっとう ▲日めくり 勝暦 戦国武将名言録 ▲金沢21世紀美術館ポストカード

デザイナ
ー

タイプの
あなた！

当社では 2013 年に Japan Color マッチング認証を取得して
います。ポスターや美術カタログ、図録など、高い品質が要求
される印刷物についても、適切に色を表現できます。

ここが自慢！ ～JAPAN Color～

凹凸を精密に撮影する最先端のデジタルプリント技術で現物
の質感をリアルに再現し、微細な色の表現を可能にした、耐
光性にも優れた新しい版画表現手法です。

ここが自慢！ ～ハイファインジクレ印刷～

デザイン・版下制作されたデータを直接印刷機から出力する
ため、製版工程が不要です。そのため、少部数でも価格を抑
えつつ、必要な部数をスピーディーに印刷することが可能です。

ここが自慢！ ～オンデマンド印刷～

地域
の魅
力を

伝え
る！

技術
で

伝え
る！

カタ
チに
して

伝え
る！

企画 営業

出版企画 取材・編集

Webデザイン プログラミング

生産管理 グラフィックデザイン
お客様

メンテナンス・サポート

刷版 印刷 製本・加工 配送

出版流通
お客様

全国 110 以上の大学の広報活動に携わり、編集のノウハウを
活かして学校案内や各種パンフレット、ポスター、DM、HP
などさまざまな広報物の企画・編集・制作を手がけています。

ここが自慢！ ～大学関連事業～

▲いいじ金沢・柿木畠▲いいじ金沢・石引商店街

企画・編集 生産管理
企画立案から取材、原稿作成、レイアウト、校正、装幀
デザインまで、高い技術を持つ編集者とデザイナーが
出版物の制作に携わっています。出版物のジャンルは
社誌、記念誌、自費出版
会社案内、学校案内
報告書など多岐に渡
ります。

物件のスケジュール管理をする部門です。入稿から印
刷データ作成までを管理する製作管理課と、作成した
データを印刷、製本し、納品までを管理する製造管理課
の2部門があります。
言わば営業と工場を
結ぶ司令塔です。

朝礼 打ち合わせ 昼食 退社納品準備
・移動

帰社・
社内業務新規訪問

8:20 9:00 10:00 12:00 13:00 16:3016:30 18:0018:00

シナジー（株）企画営業課 さん長谷川 栞

まさに、ものづくりに関わって
いる！と実感します。

仕事内容は？

特にるるぶ FREE は飲食店や観光名
所など、観光客が知りたい情報を紹介
するメディアで、3ヶ月に一度、約 13 万
部を発行しています。多くの観光客に
手にとってもらえるという強みを生かし
てお客様の抱える課題を解決するた
めの提案をしています。

A

仕事のやりがいは？

自分の提案したものが
紙面に載ること！

基本的なことがしっかり
とできる人。

自社メディアの広告営業
をしています。

契約がとれたらそれで終わりというこ
とではなく、自分の提案したことが紙
面に載り、多くの人に見てもらえる仕
事なので、まさにものづくりに関わっ
ていると実感します。

A

こんな学生を待ってます！

あいさつができる、ホウレンソウ （報告・
連絡・相談）を徹底する、指示されたら
すぐ行動する、などシンプルですが、基
本がしっかりしている人ほど、仕事をす
る上で大きく成長できると思います。

A

営業1課 さん松井 法子

お客様から直接反応を頂けると、
とても嬉しいです。

仕事内容は？

お客様に印刷物の提案をしています。
ただ印刷物を売り込むのではなく、自社
の強みをどう生かしてお客様の課題を
解決するかを常に意識しています。

A

仕事をしていて
嬉しかったことは？
自分が提案したアイデア
が形になったとき。

考える力を持てる人。福井を中心に営業をして
います。

完成した印刷物を直接お客様の元へ
お届けするときに、「松井さんに頼んで
よかった」と直接お客様から反応を頂
けると、とても嬉しいです。

A

こんな学生を待ってます！

言われたことをただやるだけでなく、も
っと工夫できないか、自分で考える力
が求められます。大変ですが、私もい
つも先輩方にアドバイスを頂きながら
頑張っています！

A

能登印刷のここがスゴイ！社長
に

聞い
た！

▲金沢大学 広報誌 アカンサス ▲泉鏡花記念館図録 ▲住まいル ▲学生生活は危険がいっぱい

▲るるぶFREE（富山、金沢、福井）▲はっぴーママ いしかわ

代表取締役社長

能登 健太朗

提案
して

伝え
る!

営業タイプ
のあなた！

広告マン
タイプのあなた！

オウンドメディア
印刷・出版事業で培ったノウハウを活かして、自社オリジナル
のメディアを展開しています。特にWebサイトやfacebook
などのデジタルコンテンツは、印刷物と組み合わせること
でより多くのユーザーへ情報の発信が可能になります。

ワンストップ
企画提案、デザインから印刷・出版、そして流通まで、すべ
ての工程を一貫して行うことができます。そのため、お客様
の抱える問題を自社でトータルにサポートでき、顧客満足
度の向上につながります。

デジタルソリューション
情報発信のお手伝いから、発信後のデータ分析まで、
お客様の課題を解決するための方法を一緒になって考
えます（コンサルティング）。そのためのツールとしてWeb
サイトの多言語化サービス、AI（人工知能）サービス等の
デジタルコンテンツを開発しています。

WEB制作課 さん塚田 実香

県外に出て改めて石川の魅力を知り、
その魅力を伝えたいと思いました。

自分のデザインした商品が手に
取られる瞬間を見た時は嬉しくなります。

営業 1 課　
荒山さん

( Desk Top Publishing )

企画・デザイン企画提案・営業

DTP 印刷・製本

Web 出版流通
自治体、大学、病院、企業などの小規模なサイトからデー
タベースや組版システムと連動した大型のサイトまで、多
種多様なホームページの制作に携わっています。また、
Webを利用したマーケ
ティングやWebに情報
を配信するシステム開
発も行っています。

当社では1976年の出版部門創設以来、多彩な出版
活動を展開しています。書籍を印刷するだけでなく、全
国的な流通ルートを使って書店販売まで一貫して請け
負うことが出来ます。

「常にお客様を驚かせたい」。企画編集から納品まで、
お客様と打ち合わせを重ね、会社案内、製品案内などの
効果を高めるためにツールを作ります。
そのために、お客様との日頃のコミュ
ニケーションから新たに課題を発見し、
解決へと導きます。

「お客様の想いをカタチに」。箱、手提袋、包装紙
など商品イメージに合ったパッケージやオリジナル
製品をプロデュースします。自社独自の特殊撮影
と画像加工技術によって素材をリアルで高精細
に表現することが可能で、インパクトのあるパッケ
ージを提案しています。

DTPソフトやグラフィックソフトなどを用いて文字、写真、
イラストなどの素材をレイアウトし、紙面データを作成しま
す。編集・校正作業の
ほかシステムの組み上
げなど、印刷の前工程作
業を行っています。

主力機の両面水なし印刷8色機、高品質のカラー印刷
機、書籍や情報誌、マニュアルなどを得意とする2色+
両面兼用機などが稼働しており、様 な々ニーズに対応して
います。製本工程におい
ても、自動高速無線綴じ
ラインを有しており、500頁
を超える製本が可能です。

仕事内容は？

朝礼 Web
制作

Web
制作昼食 退社データ

入力

8:20 8:50 12:00 13:00 15:00 17:45

大学や病院、企業などの HP のコーテ
ィング作業・更新・バナー作成などを
行っています。自社で作成したもの以
外の HP の更新や管理を行うこともあ
ります。

A

入社して変わったことは？

身近なものに目を向けるよ
うになりました！

いろんなことに挑戦し、楽
しめる人！

主に Web サイトの制作を
行っています。

好きな店や観光地など、今まで気に留
めなかったものが新鮮に見えて興味を
持つことが増えました。それが仕事の
アイデアに繋がることもありますね。

A

こんな学生を待ってます！

専門的に Webを学んできた人にとっ
てはその技術が活かせる仕事です。
お客様と直接接することもあるので、
人との繋がりを大切に出来る人が向
いていると思います。

A

企画デザイン係長 さん吉本 泰則

仕事内容は？

お客様の要望を聞いてデザイン案を
考えたり、新しい商品の企画をしてお客
様へ提案することも行っています。
また、他部門と協力して作業を行う事
も多いのですが、その際はディレクター
として指示を出すこともあります。

A

仕事のやりがいは？

お客様にデザインを喜ん
でいただけることです。

個性をしっかり持って仕事
ができる人！

パッケージ事業を中心に
取り組んでいます。

良い商品を作るには、お客様から意見
を引き出すコミュニケーション能力が必
要不可欠です。お客様のイメージを形
にして提案し、商品の売り上げがアップ
するなどの具体的な成果が出たり、お
客様に喜ばれるとやっぱり嬉しいです。

A

こんな学生を待ってます！

自分らしさに誇りを持っている人に、ぜひ
この会社で活躍できる人材になって
ほしいです。様々な経験は全て自分の
ためになります。モチベーションを保ち、
仕事を楽しんで、仕事を好きになって
ください。

A

▲金沢大学 Webサイト ▲神戸大学/SOLAC Webサイト▲城下町金澤本舗(通販サイト) ▲ダスキン北陸 Webサイト

▲ホリ乳業 ギリシャヨーグルト▲金城納豆 そらなっとう ▲日めくり 勝暦 戦国武将名言録 ▲金沢21世紀美術館ポストカード

デザイナ
ー

タイプの
あなた！

当社では 2013 年に Japan Color マッチング認証を取得して
います。ポスターや美術カタログ、図録など、高い品質が要求
される印刷物についても、適切に色を表現できます。

ここが自慢！ ～JAPAN Color～

凹凸を精密に撮影する最先端のデジタルプリント技術で現物
の質感をリアルに再現し、微細な色の表現を可能にした、耐
光性にも優れた新しい版画表現手法です。

ここが自慢！ ～ハイファインジクレ印刷～

デザイン・版下制作されたデータを直接印刷機から出力する
ため、製版工程が不要です。そのため、少部数でも価格を抑
えつつ、必要な部数をスピーディーに印刷することが可能です。

ここが自慢！ ～オンデマンド印刷～

地域
の魅
力を

伝え
る！

技術
で

伝え
る！

カタ
チに
して

伝え
る！

企画 営業

出版企画 取材・編集

Webデザイン プログラミング

生産管理 グラフィックデザイン
お客様

メンテナンス・サポート

刷版 印刷 製本・加工 配送

出版流通
お客様

全国 110 以上の大学の広報活動に携わり、編集のノウハウを
活かして学校案内や各種パンフレット、ポスター、DM、HP
などさまざまな広報物の企画・編集・制作を手がけています。

ここが自慢！ ～大学関連事業～

▲いいじ金沢・柿木畠▲いいじ金沢・石引商店街



企画・編集 生産管理
企画立案から取材、原稿作成、レイアウト、校正、装幀
デザインまで、高い技術を持つ編集者とデザイナーが
出版物の制作に携わっています。出版物のジャンルは
社誌、記念誌、自費出版
会社案内、学校案内
報告書など多岐に渡
ります。

物件のスケジュール管理をする部門です。入稿から印
刷データ作成までを管理する製作管理課と、作成した
データを印刷、製本し、納品までを管理する製造管理課
の2部門があります。
言わば営業と工場を
結ぶ司令塔です。

朝礼 打ち合わせ 昼食 退社納品準備
・移動

帰社・
社内業務新規訪問

8:20 9:00 10:00 12:00 13:00 16:3016:30 18:0018:00

シナジー（株）企画営業課 さん長谷川 栞

まさに、ものづくりに関わって
いる！と実感します。

仕事内容は？

特にるるぶ FREE は飲食店や観光名
所など、観光客が知りたい情報を紹介
するメディアで、3ヶ月に一度、約 13 万
部を発行しています。多くの観光客に
手にとってもらえるという強みを生かし
てお客様の抱える課題を解決するた
めの提案をしています。

A

仕事のやりがいは？

自分の提案したものが
紙面に載ること！

基本的なことがしっかり
とできる人。

自社メディアの広告営業
をしています。

契約がとれたらそれで終わりというこ
とではなく、自分の提案したことが紙
面に載り、多くの人に見てもらえる仕
事なので、まさにものづくりに関わっ
ていると実感します。

A

こんな学生を待ってます！

あいさつができる、ホウレンソウ （報告・
連絡・相談）を徹底する、指示されたら
すぐ行動する、などシンプルですが、基
本がしっかりしている人ほど、仕事をす
る上で大きく成長できると思います。

A

営業1課 さん松井 法子

お客様から直接反応を頂けると、
とても嬉しいです。

仕事内容は？

お客様に印刷物の提案をしています。
ただ印刷物を売り込むのではなく、自社
の強みをどう生かしてお客様の課題を
解決するかを常に意識しています。

A

仕事をしていて
嬉しかったことは？
自分が提案したアイデア
が形になったとき。

考える力を持てる人。福井を中心に営業をして
います。

完成した印刷物を直接お客様の元へ
お届けするときに、「松井さんに頼んで
よかった」と直接お客様から反応を頂
けると、とても嬉しいです。

A

こんな学生を待ってます！

言われたことをただやるだけでなく、も
っと工夫できないか、自分で考える力
が求められます。大変ですが、私もい
つも先輩方にアドバイスを頂きながら
頑張っています！

A

能登印刷のここがスゴイ！社長
に

聞い
た！

▲金沢大学 広報誌 アカンサス ▲泉鏡花記念館図録 ▲住まいル ▲学生生活は危険がいっぱい

▲るるぶFREE（富山、金沢、福井）▲はっぴーママ いしかわ

代表取締役社長

能登 健太朗

提案
して

伝え
る!

営業タイプ
のあなた！

広告マン
タイプのあなた！

オウンドメディア
印刷・出版事業で培ったノウハウを活かして、自社オリジナル
のメディアを展開しています。特にWebサイトやfacebook
などのデジタルコンテンツは、印刷物と組み合わせること
でより多くのユーザーへ情報の発信が可能になります。

ワンストップ
企画提案、デザインから印刷・出版、そして流通まで、すべ
ての工程を一貫して行うことができます。そのため、お客様
の抱える問題を自社でトータルにサポートでき、顧客満足
度の向上につながります。

デジタルソリューション
情報発信のお手伝いから、発信後のデータ分析まで、
お客様の課題を解決するための方法を一緒になって考
えます（コンサルティング）。そのためのツールとしてWeb
サイトの多言語化サービス、AI（人工知能）サービス等の
デジタルコンテンツを開発しています。

WEB制作課 さん塚田 実香

県外に出て改めて石川の魅力を知り、
その魅力を伝えたいと思いました。

自分のデザインした商品が手に
取られる瞬間を見た時は嬉しくなります。

営業 1 課　
荒山さん

( Desk Top Publishing )

企画・デザイン企画提案・営業

DTP 印刷・製本

Web 出版流通
自治体、大学、病院、企業などの小規模なサイトからデー
タベースや組版システムと連動した大型のサイトまで、多
種多様なホームページの制作に携わっています。また、
Webを利用したマーケ
ティングやWebに情報
を配信するシステム開
発も行っています。

当社では1976年の出版部門創設以来、多彩な出版
活動を展開しています。書籍を印刷するだけでなく、全
国的な流通ルートを使って書店販売まで一貫して請け
負うことが出来ます。

「常にお客様を驚かせたい」。企画編集から納品まで、
お客様と打ち合わせを重ね、会社案内、製品案内などの
効果を高めるためにツールを作ります。
そのために、お客様との日頃のコミュ
ニケーションから新たに課題を発見し、
解決へと導きます。

「お客様の想いをカタチに」。箱、手提袋、包装紙
など商品イメージに合ったパッケージやオリジナル
製品をプロデュースします。自社独自の特殊撮影
と画像加工技術によって素材をリアルで高精細
に表現することが可能で、インパクトのあるパッケ
ージを提案しています。

DTPソフトやグラフィックソフトなどを用いて文字、写真、
イラストなどの素材をレイアウトし、紙面データを作成しま
す。編集・校正作業の
ほかシステムの組み上
げなど、印刷の前工程作
業を行っています。

主力機の両面水なし印刷8色機、高品質のカラー印刷
機、書籍や情報誌、マニュアルなどを得意とする2色+
両面兼用機などが稼働しており、様 な々ニーズに対応して
います。製本工程におい
ても、自動高速無線綴じ
ラインを有しており、500頁
を超える製本が可能です。

仕事内容は？

朝礼 Web
制作

Web
制作昼食 退社データ

入力

8:20 8:50 12:00 13:00 15:00 17:45

大学や病院、企業などの HP のコーテ
ィング作業・更新・バナー作成などを
行っています。自社で作成したもの以
外の HP の更新や管理を行うこともあ
ります。

A

入社して変わったことは？

身近なものに目を向けるよ
うになりました！

いろんなことに挑戦し、楽
しめる人！

主に Web サイトの制作を
行っています。

好きな店や観光地など、今まで気に留
めなかったものが新鮮に見えて興味を
持つことが増えました。それが仕事の
アイデアに繋がることもありますね。

A

こんな学生を待ってます！

専門的に Webを学んできた人にとっ
てはその技術が活かせる仕事です。
お客様と直接接することもあるので、
人との繋がりを大切に出来る人が向
いていると思います。

A

企画デザイン係長 さん吉本 泰則

仕事内容は？

お客様の要望を聞いてデザイン案を
考えたり、新しい商品の企画をしてお客
様へ提案することも行っています。
また、他部門と協力して作業を行う事
も多いのですが、その際はディレクター
として指示を出すこともあります。

A

仕事のやりがいは？

お客様にデザインを喜ん
でいただけることです。

個性をしっかり持って仕事
ができる人！

パッケージ事業を中心に
取り組んでいます。

良い商品を作るには、お客様から意見
を引き出すコミュニケーション能力が必
要不可欠です。お客様のイメージを形
にして提案し、商品の売り上げがアップ
するなどの具体的な成果が出たり、お
客様に喜ばれるとやっぱり嬉しいです。

A

こんな学生を待ってます！

自分らしさに誇りを持っている人に、ぜひ
この会社で活躍できる人材になって
ほしいです。様々な経験は全て自分の
ためになります。モチベーションを保ち、
仕事を楽しんで、仕事を好きになって
ください。

A

▲金沢大学 Webサイト ▲神戸大学/SOLAC Webサイト▲城下町金澤本舗(通販サイト) ▲ダスキン北陸 Webサイト

▲ホリ乳業 ギリシャヨーグルト▲金城納豆 そらなっとう ▲日めくり 勝暦 戦国武将名言録 ▲金沢21世紀美術館ポストカード

デザイナ
ー

タイプの
あなた！

当社では 2013 年に Japan Color マッチング認証を取得して
います。ポスターや美術カタログ、図録など、高い品質が要求
される印刷物についても、適切に色を表現できます。

ここが自慢！ ～JAPAN Color～

凹凸を精密に撮影する最先端のデジタルプリント技術で現物
の質感をリアルに再現し、微細な色の表現を可能にした、耐
光性にも優れた新しい版画表現手法です。

ここが自慢！ ～ハイファインジクレ印刷～

デザイン・版下制作されたデータを直接印刷機から出力する
ため、製版工程が不要です。そのため、少部数でも価格を抑
えつつ、必要な部数をスピーディーに印刷することが可能です。

ここが自慢！ ～オンデマンド印刷～

地域
の魅
力を
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る！

技術
で
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る！

カタ
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して
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企画 営業

出版企画 取材・編集

Webデザイン プログラミング

生産管理 グラフィックデザイン
お客様

メンテナンス・サポート

刷版 印刷 製本・加工 配送

出版流通
お客様

全国 110 以上の大学の広報活動に携わり、編集のノウハウを
活かして学校案内や各種パンフレット、ポスター、DM、HP
などさまざまな広報物の企画・編集・制作を手がけています。

ここが自慢！ ～大学関連事業～

▲いいじ金沢・柿木畠▲いいじ金沢・石引商店街


