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2013・11・15（金）

製本屋がブログ始めました。

おはようございます、高知製本です。製本に関する事をつらつ

らと綴っていこうかと

考えて、ブログを始める事にしました。

慣れない製本屋のブログですが、いろいろと書いていこうかと

考えています。
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2013・11・16（土）

和綴じ製本

和綴じ製本なら高知製本におまかせください。

 

おはようございます、高知製本です。当社ではホームページを

1年前に立ち上げて以来、高知県内外のお客様より製本に関し

てたくさんのお問い合わせや実際にご注文を頂いております。

 

 その問い合わせの中でベスト5に入る和綴じ製本に関して本

日はお話してみたいと考えています。一口に和綴じ製本と言っ

ても、知らない方もいるでしょう。いや、むしろ逆に多いかも

しれません。本の喉の部分を糊ではなく紐でくくり、綴じる製

本で、江戸時代の書物なんか全部これです。

 

 和本とも言いますが、紐の結び方にもいろいろと種類があり、

なかなかおもしろいです。和綴じの場合、その紐の結び方にば

かり光が当たっている気がしますが、実は一番大事なのは

 和紙の扱い方だったり、装丁の部分だったりします。これが

素人にはなかなか難しい。

 

 詳しい内容はまた明日。
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2013・11・17（日）

和綴じ製本2

製本をもっと楽しく、もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は昨日からの続きで

和綴じ製本に関して話してみたいと思います。前回は和綴じ製

本の和紙の扱い方、装丁の難しさの話をしたかと思います。

和紙の扱い方ですが、洋紙に比べて非常にデリケートなのが和

紙です。和紙自体は繊維が長く頑丈で破れにくいので、こより

にして糸にしてみたり、壊れた本を直す薄い和紙があったりす

る一方、洋紙に比べ表面は柔らかく、爪を立てると傷がついて

しまったりします。これにはやはり製本屋のノウハウがあり、

各製本屋でいろいろと工夫をしていると思います、うちもそう

ですが。

特に製本屋は個人が趣味で和綴じを編むわけとは本質的に違う

ので、量産が大前提です。クウォリティーを保ちつつ、かつ納

期を守りつつ1000冊、2000冊と量産していきます。量産の

段階に入った時には、工数の適正化や工程管理をしながら製本

していきます。

和紙でも印刷に適したようにしてみたり、にじみ防止の薬品を

いれたり、紙の腰を強くしてみたりと最近ではいろんな種類も

出てきています。製本屋にとっては結構ありがたかったりしま

す、不良が出にくいので。
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2013・11・18（月）

和綴じ製本3

御朱印帳ならこちら！高知製本ショップ

 

おはようございます、高知製本です。前回に引き続き和綴じの

お話、今日で第3回目になります。前回は和紙の扱いの難しさ

をお話しました、今回は和綴じの装丁の部分に触れてみたいと

思います。

昨今ではいろいろな製本もあり、ミックスした形で仕上げるこ

とも多いです。上製本風の和綴じにしてみたり、単純に紙でく

るんでみたり、コストの兼ね合いなどで決める事も少なくあり

ません。

紙を付き揃えてそのまま縫うだけでは、本の小口や天地があま

り美しくないので3方を断裁してから縫ったりします。無線製

本の場合は仕上げに3方を化粧切りしますが、和綴じの場合は

それだとあまり美しくありません。方法論としてのノウハウは

あまり述べませんが、独特の工程があったりします。

また、本身を袋とじ（和紙）にして和綴じにするパターンが和

綴じ製本の場合多いですが、小口側を上手に付き揃えるのがこ

れまた至難の業です。紙の扱いに慣れた者じゃないとなかなか

綺麗に揃いません。
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2013・11・19（火）

高知竜馬空港

論文製本　和綴じ製本など実績多数　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は高知竜馬空港で販

売されている弊社の商品をちょっぴりご紹介いたします。

豆本ストラップ関連

人気の豆本シリーズですが、いろいろとラインナップををそろ

えて販売中です。
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納経帳　御朱印帳関連

高知、土佐と言えばカツオだけじゃあございません。お遍路関

連の納経帳、カードケース、和紙バッグなど、土佐和紙で作り

上げた商品も並んでいます。

高知にお立ちよりの際は是非お手にとってご覧ください。高知

製本からのお知らせでした。
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2013・11・20（水）

土佐闘犬センターで豆本販売中

製本をもっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は昨日に引き続き当

社の商品のお取り扱い店舗様の御紹介です。

高知と言えば月の名所の桂浜、坂本竜馬もよく行っていた浜で

す。波が荒く、引き潮が強い為遊泳禁止なのですが、景勝地と

して景色もなかなか、高知の青い海を望むことができます。

この桂浜のお土産物屋が立ち並ぶ一角に、土佐闘犬センターと

いう建物があり、闘犬を見学したりする事が出来ます。こちら

のお土産物売り場で当社の豆本等各グッズが販売されていま

す。

土佐闘犬センターで豆本グッズ絶賛販売中

オンラインショップでもご購入いただけますが、高知でしか

売ってない商品もありますので、桂浜にお立ちよりの際は是非

ご覧になってください。
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2013・11・21（木）

特価商材のご紹介

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。弊社では今年2013年5

月より、自社で企画した商品をいろいろと販売してます。しか

しながら、今までやったことのない事も多く、挫折やミスもい

ろいろとありました。

商品開発の為に大量に仕入れた紙が企画頓挫して使い道がなく

なったり、コストが膨らみ過ぎて一旦保留になってしまった商

品だったり、いざ販売して見てまったく売れない商品があった

り…笑

半年程経った現在になって、やっとこの販売部門がうまく回り

始めたかなという印象です。

明日のブログでは、それらの中でも特価商材をご紹介します。

大量に仕入れて余ってしまった（俗に言う発注ミスですな）紙

を処分する為、企画した商品です。弊社では赤字になる価格設

定をしているので、ご購入頂くお客様にはかなりお買い得にな

る商品ではないかなと思います。

では、また明日。



高知製本のブログ

9

2013・11・22（金）

御朱印帳、特価でご提供します

御朱印帳なら高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。本日は昨日のつづき、弊

社の特価商材のご紹介をしたいと思います。

さて、まずどういった商品かと言いますと、御朱印帳になりま

す。御朱印とは神社仏閣などでお参りした後に頂けるもので

す。それらをまとめる為に御朱印帳に書いてもらうのが一般的

です。

さて、前置きはこのくらいにして、特価御朱印帳、980（税

込、メール便送料込）でのご提供です、数に限りがあります。

30冊程度しかもう作成できません、無くなり次第終了します

のでご容赦ください。詳細は下記に書いておりますので、ご希

望の方は直接メールでお問い合わせください。

高知製本メールフォーム

 

 

本の表紙はシックなレッド、布クロス。
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蛇腹タイプ、パラパラ広がっていきます。

2枚の紙貼り合わせ、墨の裏映りがしにくい。

白口の土佐和紙を使用した蛇腹タイプでは非常に珍しい御朱印

帳。通常、蛇腹本では奉書がよく使用されていますが、この商

品は高価な土佐和紙の清風を使用しております。墨で書く際に

柔らかく、書き心地が良いと評判の紙です。紙を2枚貼り合わ

せていますので、表と裏と両面使用する事が出来、裏移りもし

にくい製本方法です。

 

特価および数量限定でのご提供となります、理由としては現在

使用予定がない分まで弊社担当が間違って紙を発注してしまっ

たため紙が余っております。よって赤字覚悟、無くなり限りの

在庫処分となります。通常この高価な土佐和紙を使用して蛇腹

タイプの御朱印帳は他社にもなく、しかもこの価格でご提供で

きる事はありません。売り切れ御免、早いもの勝ちの商品とな

ります。

 

発送はゆうメールかメール便、当社の指定発送方法で対応致し
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ます、その際の送料は弊社で負担致します！宅急便や代金引換

をご要望のお客様は送料ご負担ください。

 

当社でも二度とこの仕様では作成予定がないので、まとめ買い

もお勧め致します。

 

-仕様-

【サイズ】11cm x 16cm

【綴じ方法】蛇腹製本（2枚貼り合わせ、墨の裏移りがしにく

い）

【本紙素材】土佐和紙

【ページ数】48ページ
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2013・11・23（土）

製本所直売　土佐和紙御朱印帳

製本所直売　高級御朱印帳　高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。昨日は特価で非常にお安

い御朱印帳をご紹介いたしました、数量があまりないのでなく

なり次第終了なのですが、今日は逆に高価な御朱印帳をご紹介

したいと思います。

こちらの商品。非常に高価なクロスを使用しており、数量限定

で企画販売中の御朱印帳です。本身は高価な土佐和紙を使用

し、なんと110ページの大増量。和綴じは通常のよくある四

ツ目綴じではなく、最も堅牢、最も装飾性が高い麻の葉綴じで

製本しています。ご購入希望の方は下のリンクから詳細をご覧
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ください。

御朱印帳　土佐和紙と麻の葉綴じ
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2013・11・24（日）

四国八十八箇所遍路　1200周年記念グッズ

四国遍路記念グッズ販売中

おはようございます、高知製本です。本日は弊社の企画、販売

中のお遍路グッズのご紹介です。

四国遍路は来年で1200周年となります、遍路1200周年を記

念して小さな豆本お遍路携帯ストラップを作成しました。小さ

くても作りは本格的な携帯ストラップ、サイズは幅1.6cm、

高さ2.5cmのミニミニサイズ♪すごく小さいです、人差し指

の先っちょぐらいしかありません。四国遍路1200周年を記念

しての限定生産です。表紙には金箔をまぶし、お大師様（空海

様）ゆかりの梵字を打ち込んでおります。

本身には天皇陛下への献上品として1000年の歴史を誇る「高

知県いの町」ブランドの土佐和紙を使用し、豊富な種類と破れ

にくく保存がしやすいのが特徴です。製本は通常では珍しい2

つ目和綴じで仕上げ、中に文字を書き込むことだってもちろん

できますよ。

あなたの携帯にもひとついかがでしょうか？かなり目立つ事請

け合いです。お遍路をしているお父さんお母さんへのプレゼン

トなんかでもご購入頂いております。ご興味のある方は是非、

一度見てみてください。
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四国遍路1200周年記念ストラップ
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2013・11・25（月）

卒業論文の準備はお進みですか？

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。11月も終盤となり、い

よいよ2014年が近づいてきました。受験生の皆さんや大学を

卒業するみなさんはいろいろとお忙しくお過ごしではないで

しょうか。

当社でもぼちぼちと卒論関連のお問い合わせが増え始めまし

た。毎年、高知の大学生の皆さまからは製本の依頼を受けてい

るのですが、ホームページを立ち上げてからというもの、県外

の大学の方からもお問い合わせなど頂いております。

私も大学4年の時、年末の休みで実家に帰った際はコタツの中

で卒業論文に追われていたのを思い出します。大学生の人生で

一回の論文ですから、当社でもしっかりと対応させて頂き、

きっちりご卒業して頂ければと考えています。

高知製本に、卒業論文の製本は是非お任せ下さい。（学割もあ

りますよ～♪）

卒業論文は実績が誇る　高知製本まで
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2013・11・26（火）

オンラインショップ　新商品企画中

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。現在、通常の製本以外に

も商品企画、販売を始めた高知のちっぽけな製本屋でございま

す。おかげさまで少しづつではありますが、売上も伸びてきて

おります。日ごろご愛顧頂けるお客様のお陰だと思っていま

す、ありがとうございます。

さて、現在弊社のオンラインショップでは、納経帳、御朱印

帳、豆本、エンディングノートという商品をいろいろとライン

ナップしていますが、これらに新たになかなか斬新な商品を加

えたいと考えており、現在鋭意開発中です。

ギフト系の商品です、かなり斬新といいますかチャレンジング

な商品なのでいろいろと難航しています。来年の春には皆さま

にもご購入いただける状態になっていればいいなというスケ

ジュールでやっています。気長にまってやってください。

※卒業論文の準備はお済みですか？卒論製本は是非実績ありの

高知製本にお任せください。（卒論はもちろん学割もしまっせ

！！）
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2013・11・27（水）

和綴じ製本のエンディングノート

和綴じ製本なら高知製本にお任せ

おはようございます、高知製本です。今日は弊社のオンライン

ショップに最近新しく加わりましたエンディングノートのご紹

介です。

和綴じと土佐和紙のエンディングノート

長い人生を締めくくる最後に書き記すエンディングノート。遺

言書と違い法的効果はありませんが、遺族にそれこそ遺言の有

無まで合わせて書き記しておくと、残された遺族が困らずに便

利だという事で、最近話題の物です。

エンディングノートも遺産相続関係だけに限らず、日常の様々

な大切な内容を書き記す事が出来るものなどたくさん販売され

ています。

弊社のエンディングノートは、遺産相続一点に特化して商品化

しました。ぱっと見た目から通常の本と違うように分からせる

べく、表紙に金文字を打ち込み、和綴じ製本に仕立てていま

す。

さらに、中身に関しては堅牢性がうりの土佐和紙を使用し、長

期保存に適した商品としました。ご興味のある方は是非一度ご

覧になって下さい。結構評判が良い商品です、弊社自信を持っ

ておすすめする商品です。
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2013・11・28（木）

高知商工会議所SEOセミナー

製本なら実績豊富な高知製本まで！

おはようございます、高知製本です。昨日、11月27日に高

知商工会議所主催のSEOセミナーに参加しました。講師は中

小企業診断士の竹内先生です。

お恥ずかしながら、実は今年の夏にgoogleのアルゴリズムが

変更されたってのは知っていたのですが、内容までは「まあ、

大差ないだろ。」と斜に構えておりチェックしていませんでし

たが、かなりの仕様変更だったようでちょっと焦ってしまいま

した。きっちり勉強と対応しておけばよかったと後になって後

悔です。

他にも、どうにも私の腰が重く今まで手をつけることがなかっ

たフェイスブックなんかも利用してSEOをかける事ができる

と知り、目からうろこの内容が要所にちりばめられなかなか為

になる4日間でした。

普段高知商工会議所で参加する経営相談とか、いろいろ重たい

内容のセミナーと違い、かなりライト＆フレンドリーなセミ

ナーだったので、プレッシャーも感じず、難しい顔をせず、な

かなか楽しみながら学ぶ事ができました。

※論文製本はぜひ当社まで！卒論、博士論文、修士論文大歓迎

！（最後に宣伝）
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2013・11・29（金）

電子製本の波

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

 

おはようございます、高知製本です。スマートフォンの登場以

来注目されている電子製本ですが、現在の普及状況はいかがな

ものなのでしょうか。

マンガや新書など、消費材としての本は結構電子製本に入れ替

わっているものもあるみたいです。かさばらない重くないって

のが一番の利点で、スマートフォンからすぐ買えるってのも便

利なポイントであるようです。デメリットとしては仕様が統一

されていないとか、あといくつかあった気がするのですのが忘

れてしまいました。（先日、某フォーラムに参加した時に作家

のパネラーの方が分析して話をしていたのですが）

電子製本が既存の紙の本を駆逐する日がくるのか？それとも紙

の文化が再評価されて紙の本が巻き返すことがあるのか。その

作家さんいわく、100年かかるという結論になっていました

が。

製本業に携わっているものとして、注意深く見守っていきたい

と思います。
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2013・11・30（土）

土佐和紙蛇腹ノート

論文製本　和綴じ製本の実績豊富　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は人気商品の御紹介

です。

土佐和紙の蛇腹ノート

蛇腹タイプで作り上げた土佐和紙のノート、現在高知各所で販

売中です。土佐和紙をもっと県外の方に知ってもらいたいとい

う製紙会社さんの協力のもと、低価格ながらもしっかりした

ノートになっています。オンラインショップでの販売は現在考

えておりませんので、高知に寄られた際に気になる方は是非

チェックしてみてください。
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2013・12・01（日）

図書館関係者の集い

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。先日、高知県の図書館大

会というフォーラムに出席しました。今年で第41回目を迎え

る高知県図書館大会は、高知県の図書館関係者が一堂に会し、

図書館活動の活性化を図ることなどを目的としています。一般

参加も可能だったので、どんなものなのかと参加をしてみた次

第です。

～ネットにあった写真を拾ってみた。なかなか綺麗な学校です

～

高知県立大学の池キャンパスで行われたこのフォーラムなので

すが、フリーライターの永江朗氏のプレゼンがなかなかおもし

ろく、出版業界が今どのような状況になっているかを深く考察

する事ができる機会となりました。20年前に比べて売れてい

る本の数は微減なのですが、出版点数が4倍に膨れ上がってい
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るそうです。1冊1冊の数量がかなり減ってきているみたいで

すね。

以前、某テレビ番組で作家の百田 尚樹氏が「今、本を出した

いという人はものすごく多くなっている。」（売れる・売れな

いは別として　汗）という話があったのですが、数字で裏付け

られた感じがします。

懇親会にも参加をさせて頂き、本に普段から携わる司書の方々

との意見交換をさせていただき、製本屋として非常に為になっ

た一日でした。

また、高知県では県立図書館と市民図書館という大きな図書館

が市内にありますが、こちらの図書館が近年中に合築される事

になっています。全国的にも前例がない大きなプロジェクトら

しく、いろいろと難航している事もあるらしいのですが、県民

の利便性を追求し、発現するべく良いものができればいいなと

高知県民として思う次第でございます。
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2013・12・02（月）

第31番札所 五台山 金色院 竹林寺

納経帳のオンラインショップ♪製本所直売店

おはようございます、高知製本です。昨日は久しぶりにゆった

りとまったりとしたいなと思い、紅葉を見に行きがてら、第

31番札所 五台山 金色院 竹林寺へと行きました。

自宅から車を40分程走らせ、高知五台山を登ります。寺の中

は紅葉が綺麗に色づき始めており、なかなか癒されました。

お遍路さんが何名かいらしたので、ちょっと話しかけてお話を

させて頂き、当社の製品へのご意見なども頂戴いたしました。

厳しい事を言われたり、その逆だったりと人の好みや趣向なん

かは千差万別ですね、マーケティングの難しさを感じます。全

てを採用するわけにはコスト的にも厳しいのでいくつかは試し

てみたいなと思います。

概ね評判がよかったのがこの商品、土佐和紙を金箔の表紙で和

綴じに編みあげた豆本、それを携帯ストラップにした商品で
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す。

ちなみに、ココで販売中です。

四国遍路1200周年記念限定商品　携帯ストラップ
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2013・12・03（火）

かわいい御朱印帳

かわいい御朱印帳ならココ！　製本所直売店

おはようございます、高知製本です。本日はかわいい御朱印帳

を御紹介したいと思います。

当社のオンラインショップで人気の御朱印帳シリーズにかわい

いラインナップが追加されました。製本所直売なので小ロット

からいろいろ企画をして販売しております、あまり他でもお目

にかかれないのでは？と思います。

～ピンクの花柄がかわいい、和綴じ御朱印帳～

蛇腹製本のものや和綴じ製本のものなど、各種御朱印帳をライ

ンナップしております。製本所直売なので、お値段的にもお安

い商品もあったり、お財布にやさしい御朱印帳もありますよ。

年内限定で特別価格で提供している商品もあります、是非ご検

討ください。

高知製本ショップ　製本所直売店
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2013・12・04（水）

師走　卒論はもうお済みでしょうか？

製本なら高知製本にお任せ

おはようございます、高知製本です。いよいよ12月になりま

した、師走でお師匠さんも走りまくる季節です。今年は思えば

いろいろとありました、会社に新しい血が入り、インターネッ

トを活用して県外の受注が増えました。新しい事への製本屋の

チャレンジとして、初年度としてはなかなか手ごたえもあり、

来年は飛躍の年にしたいなあと密かに考えています。

創業する人間の強みってのは今でもやっぱりすごいなと思いま

す。社長を見ていて、かなわねえなと思ったりします。なんて

いうか、メンタルが強い。めっちゃポジティブシンキング（ポ

ジティブすぎるような気もしますが。。。汗）

うちの社長もそうですが、この世代の方々は戦後焼け野原から

食うに食えずながら丁稚奉公したり、いろいろとどん底を経験

しているからの強みなんだと思います。なんか芯が強いんです

よね。

そんな中、私は私なりに自分が今まで培ってきたノウハウを生

かし、製本屋とIT屋の強みがミックスされ、高知の製本屋と

しては、全国に少なからず影響が出せているのかなと思ってい

ます。

製本に関して言えば、卒業論文の製本などが増えてくる時期に

入っていきます。いつも思うのですが、全て英語で卒論を書い

てる学士のみなさん、頭いいですよね～。尊敬しちゃいます。

最近では黒クロスに金文字を打ち込んで、いかにも「論文」と

いう製本も少なくなりました。当社の金文字は特注で亜鉛版の
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凸版を作成しますので、綺麗な金文字だと好評を頂いておりま

す。また、黒クロス&金文字の高級な論文製本に変わって簡

易製本で作る学生さんも最近多いです、もちろん当社も対応し

ております。

学生さんにとって卒論は卒業に向かって最後に乗り越えなくて

はいけないハードル。弊社としても微力ながらお手伝いができ

ればいいなと思っております。

卒論なら高知製本までお問い合わせください！（学割ありまっ

せ♪）
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2013・12・05（木）

図面製本

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。普段はあまり多くなくて

も、時期的に多くなってくる仕事ってありますよね。年末なの

でボーナス商戦ってのもありますが、少しぐらい御財布の紐を

緩くして、新年を迎えるのもバチはあたらないのではと思いま

す。

当社では最近図面製本の発注が多くなっています。お客さんに

聞いてみると、今までは自分で作ったりしてたけどめんどくさ

くて…という方も結構いらっしゃいます。

みなさんが当社を知って図面製本を発注するきっかけとなって

いるのがホームページのようです。社長曰く、昔に比べたら数

が少なくなった　と言いますが、今でもたまに需要があるんだ

な～としみじみ思っています。

図面製本、是非当社へお任せ下さい。
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2013・12・06（金）

御朱印帳やエンディングノート、納経帳の謝恩

セール（近日開催）

御朱印帳ならココ　製本所直売店

おはようございます、高知製本です。

今年も残すところあとわずかですね、当社では今年最後に超ふ

とっぱらな謝恩セールの開催を予定しています。かなりお買い

得になるかと思いますので、もう少々お待ちください。対象は

御朱印帳、納経帳、エンディングノートなどです。

来週ぐらいからスタート予定です。注文殺到の恐れがあります

ので、なくなり次第終了とさせていただきます。

高知製本からのお知らせでした。



高知製本のブログ

31

2013・12・07（土）

本の修理

製本をもっと楽しく　もっと身近に　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は本の修理に関して

です。

もともと、高知のお客さんでは「本を修理して欲しいんだけ

ど。」という問い合わせ、及びご注文は頂いていたのですが、

当社の本の修理例などをホームページに載せたところ、思わぬ

反応が多く、多少戸惑っております。

高知製本　本の修理事例

本を大切にしたいという思いがあり、壊れてしまったから修理

をしたい。絶版本なので修理するしか方法がない。思い入れの

深い本なので、新しいものを買うのではなく、手元にある壊れ

た本を修理して読みたい。そんなお客さんが実は結構多かった

りします。

当社では本の修理に関して、独自のノウハウを構築していたり

（門外不出ですｗ）するので、社長から直に修理対象本を前に

教えてもらうのも勉強になって、自分のスキルアップにもつな

がるし、まあ、なんと言いますかよい感じです。

本の修理はぜひ、当社にお任せ下さい。お問い合わせは下記

メールフォームからどうぞ。画像を添付して頂けると見積もり

がしやすいので、できれば画像付きでお願いいたします。

高知製本メールフォーム
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2013・12・08（日）

高知限定の土佐和紙商品

土佐和紙　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は人気商品のご紹介

です。

土佐和紙メモメモ

当社が企画、発売している商品は結構アイテム数が増えてきた

のですが、その中で、何と言いますか、最安値の商品です。土

佐和紙をメモ帳にしてみました。これ、実は結構売れていま

す。

お安く提供する理由として、当社の納経帳や御朱印帳などの製

品を作る際に出てくるハギレを使用したりしています。本を作

る際に寸法が足りずにかなりの部分を捨てたりする事があるの

ですが、それがどうにも勿体ないなと常々思っていました。

せっかくなんでそれらを使用した安価な製品を企画し、土佐和

紙をもっと県外の方にも知ってもらいたいという思いもあった



高知製本のブログ

33

りします。現在は高知県限定で販売している商品ですが、県外

の雑貨屋さんであったり、和物を販売されているお店さんだっ

たり、リクエストあればお安くご提供します。

年末謝恩セール開催！御朱印帳　納経帳　エン

ディングノートなど　

年末特価適用中！お見逃しなく

こんばんわ、高知製本です。師走、今週は土日も出勤して本を

たくさん作っておりました。

さて、当社で企画販売を開始したのが今年の4月から。現在で

は納経帳、御朱印帳、豆本、エンディングノートなどライン

ナップも揃ってきており、多くのお客様から御好評頂いており

ます。

新しいビジネスへのチャレンジってのは、なかなか勇気がいる

もので。それを支えてくださったお客様には感謝しきれませ

ん。今年は、この12月の最後に、超太っ腹のセールをしま

す。

御朱印帳？おそらく日本で一番安く買えます。

納経帳？おそらく日本で一番安く買えます。

豆本？おそらく日本で一番安く買えます。

エンディングノート？おそらく日本で一番安く買えます。

お客様への感謝セールですので、かなりの価格設定です。さす

がにこの価格で年末まで実施する事は不可能ですので、在庫限

りとさせていただきます。この機会に是非お買い求めくださ

い。

年末謝恩セール、会場はこちら。高知製本ショップ
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2013・12・09（月）

本の修理でとんでもないものが・・・

製本をもっと強く美しく　高知製本

おはようございます、高知製本です。

先日、お客様より御朱印帳を修理してくれないかと依頼があ

り、当社へ発送して頂きました。この御朱印帳の作りが、、、

なんともまあ、、、すごい。。。汗

背中がぱっくりと割れていたんですが、上製本の仕様なのに寒

冷紗もなく、見返しがペラの紙を張り合わせたものだったりと

強度的に非常に脆弱な御朱印帳でした。（しかもそれを和綴じ

本とか銘打って販売してるんですけど、和っぽい布と和紙で

作ってあるから和綴じ本って定義にしているのかな。我々の考

えるところの和綴じとは構造がまるっきり違うので、そういう

ケースもあるんだろうってところでしょうか。）

よくこんなもの売るな～、すぐ壊れるにきまってるやん。と社

長とも話をしていたんですが、なんとか強度をつけ、修理をし

て納品。お客様が非常に喜んでおられたのでホッとしました。

和紙を天糊だけで持たせているこのような本は、確かにすぐ壊

れてしまいますわなあ。コストの兼ね合いでメーカー側もしょ

うがなかったのかもしれませんが、まあ、なんといいますか勉

強になりました。

 

～～～年末謝恩セール実施中！御朱印帳、納経帳が日本で一番

安い状態です。～～～

ぜひこの機会にお買い求めください。限定特価！！

高知製本ショップ御朱印帳直売店
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2013・12・10（火）

スマートフォン版豆本携帯ストラップ

製本をもっと美しく強く　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日はつい最近新発売し

たばかりの当社の豆本アイテムをご紹介させて頂きます。

携帯ストラップになった豆本ストラップですが、スマートフォ

ン版を作成致しました。

スマートフォン版携帯ストラップ、赤が一番人気です。

かわいいドット柄（水玉柄）と上製本をそのままギュっと小さ

くした外観がかわいらしい癒しアイテムです。

どのメーカーのスマートフォンにも刺して使う事ができるの

で、興味がある方はぜひ一度ご覧になって頂ければと思いま

す。

スマートフォン版豆本トラップ販売中

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。
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数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・11（水）

ホットフィクスと豆本

論文製本をもっと強く美しく　高知製本

おはようございます、高知製本です。ホットフィクスをみなさ

んご存知ですか？アイロンの熱で貼りつくキラキラしたアクセ

サリーです。このかわいらしいホットフィクスを使って、当社

の豆本シリーズに応用してみました。

和綴じ豆本ホットフィクスつき

高級なちりめん生地を製本用に裏打ちして製本生地にしまし

た、さらにホットフィクスで輝きを演出しています。なかなか

かわいいその見かけによって、そこそこ人気の商品です。

さらに中身は土佐和紙を使用しており、豆本と言いながらも

しっかりと書くことができます。

オンラインショップでも販売しておりますので、ぜひご検討下

さい。
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年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・12（木）

土佐テラス

製本をもっと美しく　高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は高知駅の前にあり

ます「土佐テラス」という施設の御案内です。

高知駅出てすぐ、どどんとでかい坂本竜馬、中岡慎太郎、武市

半平太の銅像があり、その後ろ側にある建物です。（久しぶり

に高知に帰ってきたときに、高知駅にこんな銅像が出来ていた

のを知らずびっくりしました。）土佐テラスは観光案内施設

で、多くの観光客でいつも賑わっております。こちらの一角に

土佐土産コーナーがあり、弊社の製品も取り扱って頂いており

ます。

弊社では土佐和紙を主に商品を企画立案しております、高知に

来られた際は是非、お土産に土佐和紙土産をご検討ください。

土佐テラス様でも弊社の高知限定商品を販売しております、高

知製本からのお知らせでした。
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年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・13（金）

来年は四国お遍路1200周年♪

製本をもっと強く美しく　高知製本

おはようございます、高知製本です。だいぶ気候も寒くなって

きました、風邪などは大丈夫でしょうか？私は今シーズンすで

に2回目の風邪をひいてしまいました。。。

さて、気を取り直して今日のお話は四国にまつわるお話。四国

には弘法大師空海様が廻られた四国八十八か所のお寺がありま

す。来年は空海様が八十八か所を遍路して1200周年になると

いう記念の年になります。1200周年記念納経帳など作ろうか

なとも考えたんですが、どうもありきたりでおもしろくない。

うちがやらなくても誰かやるだろうと思っていたので、全く違

う商品を企画しました。

【限定生産】四国お遍路1200周年記念アクセサリー

我ながらなかなかおもしろい商品だと思います。1200周年を

記念して、1200個限定での制作予定です。携帯ストラップと
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して使える和綴じ本、本身は土佐和紙、金箔と梵字を打ち込ん

でおり手が込んでいる商品です。モックではなく、正真正銘の

本（小さい本、豆本）なので、字を書くこともできます。（ま

あ、書く人はいないとは思いますが…汗）

当社のオンラインショップ、他にも高知の土産物屋さんで販売

しております。

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・14（土）

和綴じ製本で卒業論文を

論文製本なら高知製本へ

おはようございます、高知製本です。先日、大変珍しい論文製

本の依頼がありました。通常、論文製本ですと黒表紙に金文字

を打ち込んだ論文の製本が多く、最近だと簡易製本のパターン

もちらほら見受けられます。前者は製本用語だと上製本という

仕上がりで、後者は無線綴じと一般的に言われています。

そんな論文の製本ですが、卒業論文を迎えたこの時期は問い合

わせも通常より増えます。おかげさまで高知の大学の皆様以外

にも、県外からわざわざ当社に御注文頂くケースもホームペー

ジを立ち上げてからというもの、少しづつ増えてきました。

その中で、上製本でも無線綴じでもなく、和綴じ製本で卒業論

文を作ってほしいというお問い合わせがありました。正直、和

綴じ製本も論文製本もどちらも対応できるのですが、卒論を和

綴じでやるってのは初めてだったので、興味もあり作成させて

頂くことになりました。

各大学やゼミによって、卒論の仕様、指示書もあるかと思いま

すが、和綴じで論文を作るってのも面白いかもしれませんね。

一生に一回しか作らない卒業論文なので、仕様の関係で許され

るのであれば和綴じ論文作成してみるのもおもしろいかもしれ

ませんよ、大学生の皆さん。弊社がサポートさせていただきま

すので、是非ご検討くださいませ。

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日
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本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・15（日）

本の修理、修復の話

本の修理なら　高知製本

おはようございます、高知製本です。どうも最近忙しいのも

あって、公式ホームページの更新が厳かになって反省中です。

さて、今日は本の修理、修復の話です。修復に関しては、専門

的な修復までは当社では行ってないのですが、修理全般、修復

の一部は行っていたりします。先日、明治時代から保存してあ

るお客様の写真アルバムが修理依頼で送られてきました。

古い本が送られてくる際、開くときに一瞬躊躇していしまうん

ですが、（カビのにおいとか、かなりきつい本もたまにありま

すので、吸い込むとえらい事になります。先日、某図書館で

1600年代のフランスの本を拝見した時にもろに呼吸困難にな

りました・・・）この本はそこまで状態も悪くない感じでし

た。ただ、バコバコに壊れていたはいたんですが。

アルバムなんかは一点もので、それしかないので壊れてしまっ

たら修理するしかありませんが、このデフレ＆大量生産大量消

費時代にあって、買い直してしまったほうが安いケースも多く

あるはずです。けど、それをしたくない。あえてこの本でない

と駄目だというお客様も結構いらっしゃって、強い思い入れ、

修理本を受け取る際に強く感じます。

本を大切にしたいというお客様の想いを今後もしっかりとうけ

て、励んでいきたいと思います。

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日
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本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・16（月）

論文製本は高知製本へ！

綺麗　早い　安い　論文製本

おはようございます、高知製本です。

師走の忙しい中、当社では最近手製本系の仕事が多いです。ゴ

トゴト（これ土佐弁かな？）と毎日製本しています。卒業論文

の季節になってきました。学生のみなさん、論文製本はぜひ当

社までお問い合わせください。学割あります！

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・17（火）

蛇腹製本のガッツリ作成

和綴じ　蛇腹製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

パラパラと広がる蛇腹製本。御経本などによく見かけられます

よね。当社では昔から数は少ないですが定期的に注文のある製

本です。

なかなか綺麗に仕上げるのが難しいこの製本なのですが、いろ

いろとコツがあったりするんですよね。（社外秘です）

当社の製品として蛇腹ノートや蛇腹の御朱印帳など、神社さん

や御寺さんでご販売頂いてたりもします。

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・18（水）

生地の裏打ち作業

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。生地屋さんや手芸店で売

られているようなかわいい柄の生地を使って製本をしたいとい

うお問い合わせがありました。

生地はそのままでは本に仕上げる事が難しく、裏打ちという作

業を経てからでないと本になりません。表具屋なんかも行って

いますね、製本屋もします。が、これがなかなか難しい。

ロットがでかくなるとメーカーにお願いするのも手なのでしょ

うが、大抵のお客様は100冊～1000冊という小～中ロットに

なるので、メーカーに頼むとかなりコスト的に厳しくなりま

す。よって自社で行います。

当社では専務が一番裏打ちが上手なのですが、怒られながら励

まされながら、私も頑張って体得している最中です。糊の濃

度、材料の質、湿度などなど。いろいろと細かい大変な仕事な

んですなあ。頑張りましょう、頑張ります。

 

年末謝恩セール開催中！赤字覚悟の年末限定特価。

数量限定、御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートが日

本で一番安い！

お見逃しなく♪　　　年末謝恩セール会場はこちら　高知製本

ショップ
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2013・12・19（木）

御朱印帳

日本で一番安い御朱印帳！謝恩セール開催中♪

おはようございます、高知製本です。昨日は、某お寺のお土産

物屋さんで当社の製品をご販売頂ける事になり、その商品を納

品に行っておりました。

高知は四国、四国には空海様がお廻りになられた四国八十八か

所のお寺があります。来年はお遍路1200周年という事で、こ

の年末ぐらいからいろいろと各メーカー記念品の話がちらほら

と聞こえてくるようになりました。

そのお寺のお土産物屋さんでは、当社の豆本や土佐和紙土産な

どをお取り扱い頂くのですが、「御朱印帳ってないの？あれば

買うけど」との事で、御朱印帳も持って行ったところ、デザイ

ン、大きさ、風合い色味などなど、いたく気に入って頂けたよ

うでとても嬉しかったです。

当社の蛇腹御朱印帳、謝恩セールやってます！
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2013・12・20（金）

卒論製本はお任せください！

卒論　論文製本は高知製本へ

おはようございます、高知製本です。

先週あたりから、論文のお問い合わせがちらほらと増えてきま

した。ハードカバーでビシッ作成した上製本の論文はカッコい

いですよね。金文字も存在感があり、いつ見てもほれぼれして

しまいます。

当社の論文製本、上製本の仕様で作成する際は金文字をもちろ

ん打ち込みますが、昔ながらの圧力と熱で刻み込む方法をとっ

ていますので、すぐに剥がれてしまうような金文字ではありま

せん。版を作ってからの作業となるので、出来あがりも綺麗だ

と評判です。

論文製本はぜひ当社までお問い合わせください！（学割ありま

す。）
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2013・12・21（土）

ビニール手帳

手帳作成なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

本日、やっと納品したビニール手帳。糸かがりで表紙がビニー

ルの箔押しした手帳です。毎年作成している物なのですが、ビ

ニール表紙にはちょっと特殊な糊を使って作成します。これが

臭い！もとい、有害。

少し前に印刷屋さんでちょっと特殊な事故がありニュースにも

なっていましたが、体には気をつけて作業をしたいものです。

御朱印帳ならこちら　製本所直売店
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2013・12・22（日）

不思議な女性のご来店

製本全般なんでもこいや！高知製本

おはようございます、高知製本です。先日、不思議な女性が来

社されました。

「すいません、製本用のクロスって売っていただけませんか？」

話を聞くと、自分でかわいい本を作ってみたいという衝動に駆

られ、本を買い、今材料を集めているようで、何故かうちにな

いか、分けてもらえないかと思ったようです。

基本小売はやってないのですが、おもしろそうだったのでいろ

いろとお話をさせて頂き、当社の在庫のクロスを喜んで買って

行かれました。「もうめんどくさいから、やるわ。」と社長が

言うものの、「いや、そういうわけにはいきません。」とお代

を払って帰って行かれました。

サービスで彼女の購入していた木板も断裁してあげるととても

喜んでおられたのが印象的です。（カッターで手作業で切るの

は厳しいですからね。。。）彼女無事作れたのだろうか。

 

御朱印帳の製本所直売店　高知製本ショップ
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2013・12・24（火）

今年もあとわずか！論文製本はお早目に！

論文製本なら老舗の高知製本

おはようございます、高知製本です。

論文の御注文が立て込んできました！提出日までに余裕を持っ

てご発注ください。

（まあ、最悪納期はなんとかします。出来なかったらご勘弁を）

仕様書がある場合はそちらも忘れずに添付してくださいね。よ

ろしくお願いいたします。

御朱印帳の製本所直売店はこちら
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2013・12・25（水）

謝恩セール近日終了予定

残りわずか！年末謝恩セールで御朱印帳が安い！！

おはようございます、高知製本です。残すところ、今年もあと

わずかとなりました。去年の6月からこの会社で働きだし、

たった1年半ですがいろいろと芽が出てき始めた事業もあり、

製本屋の新しいチャレンジの初年としてはまずまずの滑り出し

だったのではないかと思っています。

これもひとえにお客様のお陰だと感謝しております。ありがと

うございます。そんな中、当社のオンラインショップで行って

いる謝恩セールですが、そろそろエンドが見えてきました。在

庫もだいぶ無くなってきましたので近日中に終了したいと思っ

ております。

来年もよろしくお願いいたします。

日本で今、一番安い値段で納経帳や御朱印帳が買えますよ。

謝恩セール会場はこちら、高知製本ショップまで
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2013・12・26（木）

不思議な女性の御来店パート2

論文製本　安・早・綺麗の高知製本

おはようございます、高知製本です。

先日、当社で製本クロスなど購入した女性が昨日再びやって来

られました。「作ってみたから持ってきました♪」との事。見

てみると上製本のアルバムでした黒台紙のちょっと豪華な感

じ。嬉しそうにしているのが印象的でした。

最近は若い女性の方が豆本とか手製本で自分だけの本を作った

りするのが流行っているようですね。それ用の本も出版されて

いるみたいですし。なんかビジネスにつながらないかなあ~と

考えたりします。

 

 

論文製本　安・早・綺麗の高知製本
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2013・12・27（金）

来年もよろしくお願いいたします。

製本なら高知製本　安心の50年実績

おはようございます、高知製本です。今年ももう終わります

ね、今日で仕事おさめという方々も多いのではないでしょう

か。当社はおかげさまで正月も今年はいろいろとやらなくちゃ

いけないことがあり、忙しいです。まあ元旦ぐらいは休むつも

りですが。

来年もよろしくお願いいたします。
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2013・12・29（日）

年末工場の大掃除

製本実績豊富！50年の実績　高知製本

おはようございます、高知製本です。

昨日から年末休みに突入された会社が多いのではないでしょう

か。当社も今日からお休みです。。。が、私は出社していろい

ろと来年の準備に明け暮れておりますので何かお問い合わせ頂

いても大丈夫です。まったりモードで一人でゴトゴトやってい

るのでまったりお話しましょう。（生産活動はできませんが　

汗）

さて、昨日は工場の大掃除をしました。無線機の上に換気扇が

あるのですが、去年は大掃除が出来ずに2年分の油や糊関連い

ろいろと非常に汚かったのですが、新品同様です。

真っ白になりました！

無線機はホットメルトという糊を高温にしてドロドロに溶かし

て使用するのですが、こいつが高温になると臭いんですよね。
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最近換気扇の効きが悪いと思っていたので、これでガンガン吸

い出してくれるでしょう。

来年もよろしくお願いいたします。

 

年末謝恩セール　本日をもって終了致します。
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2013・12・30（月）

和綴じと蛇腹をゴトゴトと・・・

和綴じ製本　蛇腹製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

残りあと2日で今年も終わりですね、風邪などひかずにお正月

休みを満喫できればいいかと。

さて、昨日は年明けに出荷予定の和綴じ製本と蛇腹製本を作成

していました。和綴じでは四つ目綴じという4つの穴を紐で綴

じていく方法の物が一般的なのですが、昨日作成していたもの

は麻の葉綴じというちょっと高度な和綴じのものです。

（当社の製品である御朱印帳、こちらも麻の葉綴じ。紐が麻の

葉脈に似ている事から名づけられたものです。）

午後は蛇腹製本を作成、パラパラーと本が広がっていくタイプ

のもの、教本とかによく見かけられるものですね。これらを無

事作成後、来年の準備を少しづつ・・・私がマーケティングし

た限りだと全国でどこも行っていないサービスと商品をリリー
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ス予定です。製本屋の新しいチャレンジはまだまだ続きます。
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2014・01・04（土）

新年の御挨拶

実績豊富　高知製本

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

いたします。
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2014・01・05（日）

御朱印ガールだって・・・？

和綴じ製本　蛇腹製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。本日は休日の為、ゆっく

り寝まして、ちょっと気になることがあるのでただ今出社して

まいりました。孤独にPCに向かって作業中でありますｗ

さて、今年の初詣、伊勢神宮が例年の1.5倍の参拝客数だった

とかちらっと聞きました。式年遷宮の効果でしょうか、例年だ

と年間800万人ぐらいだそうですが、去年一年間の参拝客は

10月ぐらいの段階ですでに1000万人を突破していたはずで

す。最終的には1300万人ぐらいまでいったんじゃないでしょ

うか？日本人が日本の慣習、文化、宗教として神社をお参りす

る傾向が増えてきているのは良い事だと思います。

とくに若い女性が最近は多いらしく、御朱印ガールなどとメ

ディアでちょっと触れられていましたが、彼女たちが参拝後に

御朱印をもらうのが静かなブーム的に人気が出てきているよう

です。

マスコミにとりあげられ、ブームになってしまうと一過性のも

のとなりがちなので、あまり「御朱印ガールが！」とか「かわ

いい御朱印帳」なんか言ってマスコミに煽ってもらいたくない

なあというのが本音です。神道に触れ、ブームのような軽いも

のではなく、日本人の魂として若い方にも根付いてもらいたい

な～と一製本屋として思う次第でございます。

 

製本屋直売店！かわいい御朱印帳がいっぱい
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2014・01・07（火）

御朱印ガールとは

かわいい御朱印帳なら！

製本所直売店

おはようございます、高知製本です。先日、神社巡りが流行っ

ており御朱印ガールなるものが流行っていると記事にしまし

た。当社の御朱印帳直売店でも購入されるお客様の約半数は女

性です。もともと自社で企画販売を始めたばかりなので、そう

いうものなんだろうと思っていましたが、御朱印集めはあまり

女性は多くなかったようですね。やはり流行りなんだとか。

当社では自社販売分の御朱印はもちろんですが、お客様からご

注文を受けて神社様へ納めるものなんかも作成しております。

直販しているお客様ももちろんいます。御朱印帳の企画、販売

をしてみたいと企画されている企業の皆様、是非一度当社にお

問い合わせくださいませ。
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2014・01・08（水）

上製本納品

上製本もお任せください　高知製本

おはようございます。本日納品予定、角背上製本の歌集です。
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2014・01・09（木）

御朱印帳作成

御朱印帳なら高知製本ショップ、製本所直売店

おはようございます、高知製本です。

本日、御朱印帳の作成をしております。

かわいい御朱印帳です。生地がうさぎ柄だったりいろんな生地

を裏打ちしてから蛇腹製本に仕立てあげます。

こんなかわいい御朱印帳を、むさくるしい男が作っているのを

横から見ているとなんだかちょっと笑えますね。写真は工場長

です。
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2014・01・10（金）

無線綴じ

無線綴じ　中綴じ製本は高知製本

おはようございます、高知製本です。

本日は2口の無線綴じ、チケット関連です。

チャーチャー音を立てながら本が完成していきます。

当社が使用している無線綴じ機の後継機種を先日松山の展示会

で見てきました。お～、すごい。

「ここをもっとこうしてほしいんだけど」といった改善点が見

事に改善されており、欲しくなりました。

ただ、うちのお客さんでもある高知の某印刷屋さんが去年その

後継機に入れ替えたらしいのですが、話を聞くと薄い本は巻け
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ないとか。。。薄い本て、じゃあどうやってやってるの？と聞

いたところ、手で巻いているらしい。。。それは。。。嫌

だ。。。機械というのは一長一短ですね。
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2014・01・11（土）

B to B Market

御朱印帳の製本所直売店　高知製本ショップはこちら

おはようございます、高知製本です。

さて、実は当社はDNAのBtoBmarketに登録しております。

仕入のネッシーと言った方がわかりやすいでしょうか。イン

ターネット上の展示会のようなもので、サプライヤーとバイ

ヤーのネット上の商談会みたいなものです。会員のバイヤー様

向けに当社の製品を販売させて頂く事が可能となっていますの

で、興味のあるバイヤー様は是非一度お問い合わせくださいま

せ。

御朱印帳の仕入（卸値は会員のみに公開）
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2014・01・14（火）

合本納品

合本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

本日は合本の納品です。通常上製本チックにしっかりとした製

本で作る合本が多いのですが、コストの兼ね合いなどで無線綴

じで簡易に綴じるものもあったりします。

各年度ごとに分けて書類を一冊ごとにまとめる、合本。

是非当社におまかせくださいませ。
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2014・01・15（水）

機械の紹介（手動中綴じ機）

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。南国高知でも零下を記録

する日もあり、だいぶ寒さが厳しくなってきました。本日は

ホームページでは紹介していない小さな機械の御紹介。

手動の中綴じ機です。かなり年代物で当社が高知製本の前身で

ある岡村製本所の頃から使っています。かれこれ50年ほどか

？ガチャコン！ガチャコン！と1冊づつ綴じていきます。現在

は分厚い本の平綴じに主に使用しています。

こういった単純な機械は壊れにくいので意外に信頼度は高いで

す。最近の高度な機械は便利だし生産性も高いのですが、基盤
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が壊れたり、不具合が生じやすかったり、そもそもメーカーが

パーツの在庫を10年ほどしか持ってないので泣く泣く買い替

えたりしなくてはいけなかったりします。。。汗

かわいい御朱印帳がたくさん♪御朱印帳の製本所直売店
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2014・01・16（木）

製本所直売コーナー

御朱印帳の直売店　高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。当社の工場の入り口には

直販コーナーを設けております。

ディスプレイ的に飾ってみたんですが、意外に好評頂いてお

り、来店されたお客様がちょくちょく購入されていきます。

御朱印帳、納経帳、豆本、エンディングノートなどを展示、販

売しています。
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2014・01・18（土）

機械の紹介（角丸）

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。本日はホームページには

載せていないちっちゃな機械の御紹介。

角丸機です。こちらもかなり年代物です。

名刺など、角が丸いものあると思いますが、あんな感じに角を

丸くする機械です。手動です。

当社にはいろんな製本機械が揃っていますが、意外にこいつが

一番難しいと思います。。。汗

社長がやるとうまいこと綺麗に行くんですが、私がやると汚い

です。いらない紙とかで練習したりしています。
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日々の積み重ね、経験が物を言う作業ですね。精進、精

進。。。

 

製本所の本直売店
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2014・01・21（火）

上製本の絵本

上製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。上製本の絵本を納品しま

した。

（作者名伏せてます）

う～ん、綺麗！

 

御朱印帳の製本所直売店はこちら
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2014・01・24（金）

無線綴じ製本納品♪

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。無線綴じの納品♪

200冊完了～！
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2014・01・28（火）

納品！納品！

高知製本

こんばんわ、高知製本です。

合本の納品です、今年は合本がちょこちょこと発注あります。

エンディングノート絶賛販売中！
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2014・02・03（月）

夕暮れ時

製本なら50年の実績！高知製本

こんばんわ。高知製本です。

当社、事情があり、なんと完全禁煙となりました！

工場の入り口で煙草を吸いながら看板でも撮影。

高知の印刷屋さんも最近は分煙ではなく完全禁煙になっている

ところが増えてきております。
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2014・02・05（水）

中綴じ製本

納経帳の製本所直売サイトはこちら

おはようございます、高知製本です。

ここ最近は中綴じ製本の依頼が多く、中綴じ機がフル回転して

おります。

 

こんな感じの紙の束、ここから断裁してステッチャー機に通し

ます。
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断裁した紙を機械に通し、1冊づつ仕上げていきます。

 

最近の中綴じ機は非常に高い生産性を誇り、カタログスペック

だと一時間で5000冊とか

仕上げる事も可能のようです。（うちの機械はそこまでスペッ

ク高くないです。。。）
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2014・02・06（木）

御朱印ガールから御朱印帳の修理依頼

御朱印帳の製本所直売店はこちら

おはようございます、高知製本です。

最近、御朱印帳の修理の問い合わせが多いです。以前は男性が

ほとんどだった気がするのですが、ここ最近はお電話でお話し

ていても若い女性の問い合わせなどが増えてきています。御朱

印ガールと言われる女性たちなのでしょうか？よくわかりませ

んが。

そんな感じで御朱印帳の修理を受注。和綴じタイプの御朱印帳

で、紐が切れてしまったというのが問い合わせとしては多いで

す。和綴じの場合は年月を重ねるとどうしても紐が切れるとい

う現象が多い。細糸の強度的にそんなに強くないって事と、和

綴じなので簡単に縫い直せるから強度をそもそも必要としない

のかもしれませんね。

ただ、当社で販売している御朱印帳はその辺も考えて作ってい

るので、他社の製品に比べて強度的には強くなっております。

カラーバリエーションも豊富にご用意しているので、これから

神社・仏閣巡りを始めようかなあ～と思っている方は是非参考

になさってくださいね。当社のオンラインショップは下記のリ

ンクからご覧になれます。

 

御朱印帳の製本所直売店はこちら
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2014・02・07（金）

特価商材の御案内

御朱印帳なら高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。

本日はお得な特価商材の御紹介です。ご購入は当社のオンライ

ンショップまで！
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蛇腹タイプの御朱印帳、ページ数は40～44ページ、写真で

は表紙は無地の赤となっていますが、カラバリや模様の入った

ものもあります。ランダム発送となりお客様ご選択はできませ

んが、お値段で頑張ってますのでご了承ください。

 

お安くご提供できる理由として、48ページ御朱印帳を作成す

る際に、担当者が間違ってページ数少なく作ってしまった商品
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です、それ以外は変わりありません。御朱印巡りの入門向けと

しては最適ではないでしょうか。紙を2枚貼り合わせています

ので、表と裏と両面使用する事が出来、裏移りもしにくい製本

方法です。

 

-仕様-

【サイズ】11cm x 16cm

【綴じ方法】蛇腹製本（2枚貼り合わせ、墨の裏移りがしにく

い）

【本紙素材】奉書 40～44ページ

【表紙】各色、模様付きなどいろいろあり、お客様選択は不可

となりますがご了承ください。
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2014・02・11（火）

和綴じの漫画本作成

和綴じ製本（和本）なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

時期的なもので、卒業論文や博士論文等の問い合わせや受注が

増えてきました。当社の卒論は凸版でしっかりと金文字を転写

しますので剥がれにくく綺麗な仕上がりだと好評です。学割も

ありますので、学生のみなさんどしどしお問い合わせくださ

い。

さて、そんな卒業論文の中でもちょっと変わった物の発注が先

日ありました。和綴じの漫画本です。卒業の際に提出が必要な

ようなのですが、それを和綴じで作成したいというもの。
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こんな感じに仕上がりました。

中身はこんな感じ。印刷は当社のオンデマンド印刷で対応、製

本は和綴じ製本です。

たま～にこういった変わり種の問い合わせがあるのがおもしろ

いですね。和綴じも卒論も実績豊富な当社に是非お任せくださ

い。
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2014・02・12（水）

和綴じ製本の紐染め

和綴じ製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

昨日は祝日、みなさま鋭気を養われたでしょうか？当社はそん

な事関係なく営業しておりました。（汗）さて、和綴じの歌集

100冊を九州のお客様から受注致しまして、現在作成中です。

和綴じは無線や中綴じ製本と違い、手作業になってくるので納

期も結構かかります。

うちではちょっとした理由、拘りがあり、和綴じに使用する紐

は自社で染めたものを使用しています。

こんな感じで糸を染めていきます。染めて、色止めして、塩
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ふってみたいな地味な作業をゴトゴト。。。

完成しました！写真ではわかりずらいかもですが、「茶色」で

す。あとは陰干しして乾ききったら使用できます。一見なんで

もないようなところも、細部に拘って作成しております。和綴

じ製本なら是非当社にお任せください。
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2014・02・14（金）

博士論文作成中♪

論文製本なら50年の実績高知製本

おはようございます、高知製本です。

最後の追い込み、論文製本立て込んできております！

黒のカッコいいレザーで論文作成！

ここから凸版で金文字を打ち込み完成です。当社の金文字は昔

ながらの技術、熱と圧力で打ち込むタイプの為、剥がれにくく

金が美しく映えるため好評です。

最近では熱のみの転写、オンデマンド凸版など簡易なもので納

期短縮、コスト削減を行っている業者もあるようですが、美し

さや強度だと絶対に昔の機械には勝てないものです。昔ながら
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の技術、機械を大事にお客様の大切な論文を今後も作っていけ

ればいいなあ～と考えております。
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2014・02・18（火）

【新発売】希少な御朱印帳♪

御朱印帳の製造直販「高知製本ショップ」

おはようございます、高知製本です。

関東地方は雪で大荒れ、大変なようですね。私も一昨年まで埼

玉に住んでおりましたが、ここまでの雪は10年住んでいた中

でも記憶にありません。いまだに孤立している集落もあるよう

です、早く平常に戻れる事をお祈りしております。

さて、当社では新しい御朱印帳の販売を開始いたしました！
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高級な土佐和紙を使用した他社にもない御朱印帳。通常の奉書

より天然楮の含有量が多く、漂白剤を用いてない為、より材料

の色見に近く和紙の風味がそのまま残った紙です。

また、通常の機械漉き和紙の工法ではなく、非常にゆっくりと

繊維を絡める事を可能とした独自技術により、手漉き和紙に限

りなく近づける事に成功しております。大切に長く保存するも

のだから、紙に拘った高価な土佐和紙をお勧め致します。表紙

も2パターンからお選びいただけます。

発売記念価格、期間限定でお安くご提供中♪

ご購入に関しては、こちらをご覧ください。

-仕様-

【サイズ】11cm x 16cm

【綴じ方法】蛇腹製本(2枚貼り合わせ、墨の裏移りがしにく

い)

【本紙素材】土佐和紙 48ページ

【表紙】金文字を打ち込んだ物と題簽を張り付けた2種類から

選択

発売元：有限会社高知製本
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2014・02・20（木）

ジャグラ高知支部昼食会

製本ならなんでもおまかせ、高知製本

こんにちは、高知製本です。

昨日は、高知のジャグラ（社団法人日本グラフィックサービス

工業会）で定期的に行われている昼食会に初参加しました。お

取引をさせて頂いている印刷会社からのお誘いで、再度今年当

社もジャグラに入会する事になりました。

すでに世代交代を済まして若い世代となっている印刷会社さん

も増えてきましたが、昨日昼食会でお話をさせて頂いた会社様

はまだまだ社長が現役。70歳過ぎてもいっさい衰えないその

パワーに圧倒されながら、いろいろとお話をさせて頂くことが

出来ました。

当社も現在は町工場に留まらず、新たなチャレンジをしている

最中なのですが、もっと頑張らなくてはと思わされた一日でし

た。

 

※新商品販売開始しています。新発売の御朱印帳、土佐和紙使

用でこの価格

詳細はこちらまで
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2014・02・22（土）

設備投資に関して

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

早ければ今年、遅くとも来年には収益化したいと考えている新

しい製本のサービスがあり、設備投資も必要になってくるかと

機械屋にいろいろと見積もりをとっています。具体的な話はま

だできないのですが、やっぱり機械って高い。

狙っている物はまあほぼ8ケタ万円。印刷機械に比べると製本

機械はまだ安い方ですが、それでも結構結構な値段ですよね。

（印刷のオフ輪なんか安くても3億とかしたりします。）

マーケットとしては割と手堅い需要があるだろうし、こんな

サービスをやっている印刷屋、製本屋は全国探してみたけどど

うやら見当たらない。しかし、1千万って、ペイするのに何年

かかるんだろうって事と、先行者利益は獲得できても2～3年

で真似する業者も絶対出てくるだろうし、そうなると利益きつ

くなるだろうし、設備費としてはバランス悪すぎだよな～と考

えます。

つい一昨年までサラリーマンをやっていた自分としては、仕事

をするために借金をするという感覚がやはり非常に勇気のいる

事のようです。

50万位でやれる機械ってないのかなあ。
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2014・02・25（火）

和綴じ納品

和綴じ製本なら高知製本

こんばんわ、高知製本です。

やっとこさ納品にこぎ着けた和綴じ本。歌集です。

ゴトゴトと縫って完成。

和綴じ本の工程は結構あります、ざっくり見ても折、断裁、天

糊、角切れ、表紙巻き、題簽添付、縫いみたいな感じで。

100冊の製本でも、無線綴じや中綴じなどは即日納品したり

しますが、和綴じは結構かかります。基本、職人の手作業で仕

上げていくものなので機械で簡素化できるところが少ないんで

すよね。

需要もそんなに多いものではないので、機械メーカーも和綴じ

用の機械とか作らないでしょうし。（作っても日本で数台くら

いしか売れないんじゃないかな…汗）

 

当社で販売している御朱印帳も、蛇腹製本の物ではなく、和綴

じの方がよく売れていたりします。興味のある方は是非、当社

のオンラインショップまでお越しくださいませ。限定御朱印

帳、かわいい御朱印帳、蛇腹、和綴じ、土佐和紙など豊富なラ

インナップでお客様をお待ちしております。

希少な土佐和紙使用の御朱印帳、好評販売中！
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2014・02・26（水）

金文字と凸版、本の修理！！

本の修理なら高知製本にお任せ

おはようございます、高知製本です。

ここ最近は本の修理が頻繁に発注あります。繁忙期に突入して

いるので、納期は普段よりかかりますが、出来るだけ綺麗にし

てお客様へとご返送致しますので、是非一度ご相談くださいま

せ。

さて、そんな本の修理ですが、新しい本の表紙に金文字を凸版

で打ち込む事がよくあります。金文字を打ち込む際、亜鉛の版

を作らなくてはいけません、凸版と言われるものです。

原本から表紙をスキャンして、イラストレーターやフォト

ショップでグイグイ加工して版になる元のデータを作ります。

 

まだ作りかけですが、例えば↑こんな感じ。

これを製版屋に発注して、2～3日後には丈夫な亜鉛版が入荷
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してきます。その版を使って熱と圧力で金箔を打ち込むという

流れです。当社の凸版金文字は昔ながらの熱・圧力での転写型

なので丈夫で綺麗だと好評頂いております。

大切に今後も使用していきたい本、修理に関しては是非当社ま

でご相談ください。

 

 

※高知製本ショップ、かわいい御朱印帳やエンディングノー

ト、豆本など多数取り扱い有り。

製本屋の本の直売店です。

「高知製本ショップ」
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2014・02・27（木）

カッコいい論文製本！

論文製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

論文ガンガン作ってます。卒業論文、博士論文、今年から県外

のお客様からもご注文いただいており、大変ありがたいなあと

思ってます。

表紙はレザーに金文字凸版、しっかりとした装丁で頑丈でカッ

コいい論文です。高知のお客様の場合、結構本文持込で仕上

がったら取りに来られるパターンが多いのですが、県外のお客

様の場合はそうはいきません。写真のようにしっかりとぷちぷ

ちで梱包し、本に傷がつかないよう気をつけて発送します。
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博士論文製本、研究論文製本、卒業論文製本(卒論)、学位論

文製本など、なんなりと高知製本にお問合せください。

高知製本：tel   088-831-1023

メールでのお問合せはこちら
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2014・03・01（土）

展示会に行ってきました。

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

さて、昨日は実は久しぶりの出張でお隣の県、愛媛県松山市へ

と行って来ました。何をしにいったかと言うと製本機械の展示

会です。当社でも使っているホリゾンという製本機械メーカー

の展示会があったので実物を見にいった次第です。

折り機、無線機、中綴じ機、ミシン、断裁など一通りのものが

揃っています。狙っているのは無線綴じの機械、そろそろ老朽

化で買い替え時期かな～ってのと、新しい型はちょっと特殊な

糊が使用できるので、私が今考えている新サービスに使えるか

なと思って実演もかねて拝見させていただきました。

結果はばっちりオーライ。ビンゴです。設備投資に関しては今

月の国会で補正予算も組まれているので助成金の申請も視野に

いれ検討することにしました。

来週は大阪へ行きます。これまた別の機械を見に行くのです

が、久しぶりの都会なのでちょっぴりドキドキです。高知の田

舎者と舐められないように頑張ります。なんて。
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2014・03・03（月）

新製品の企画中♪

御朱印帳の販売なら高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。

現在は繁忙期に突入しており、死にそうな毎日を過ごしており

ます。まあ、人間そんな簡単には死にません、大丈夫です。

さて、そんな仕事の間をぬうように、少しづつ新しい商品の企

画をしているところです。金襴の生地を使用した御朱印帳がな

かなか評判がよいので、他の種類の金襴でもラインナップとし

ていくつか作ってみようかと考えておりまして。

京都の生地屋からいくつか取り寄せ。他の会社が納経帳や御朱

印帳で使用しているっぽい生地だったら、うちがやるおもしろ
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みもなにもないので、変わったもので考えているところです。

なかなか気に入ったものがないなあ～と思いながら、ちょっと

づつ探すことにします。
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2014・03・04（火）

御朱印帳の製本所直売店

かっこいいorかわいい御朱印帳ならこちら

おはようございます、高知製本です。本日は当社で企画した御

朱印帳のご紹介です。和綴じのもの、蛇腹のものなどいろいろ

と揃っております。

まずはこちら、超ハイエンドモデル！高級土佐和紙を使用し、

ページ数も増量しました。表紙の金襴はかなりの存在感があり

イカス！！私自身が実は金襴生地の御朱印帳ってあんまし好き

ではないのです。どれも同じ様なものばかりで面白みがないな

あと。しかし、この生地は一目見てちょっと気に入ったので御

朱印帳にしてみました。和綴じタイプで麻の葉綴じという高度

な和綴じを採用しています。
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続いてこちらは女性に結構人気。ピンクの和柄を使用した御朱

印帳。なかなかかわいい御朱印帳ではないでしょうか？当社の

納経帳や御朱印帳は基本的に土佐和紙を使用しています。

（だって、高知の製本屋ですもの。。。）かわいいもの好きな

私の妹に頼んで選んでもらった花柄生地、結構評判いいです。

ほかにもいろいろとありますが時間がなくなってきたので本日

はこの辺で。さて今日も一日がんばりましょう。

本日ご紹介した御朱印帳は、高知製本ショップで絶賛販売中で

す！
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2014・03・05（水）

無線綴じ機の修理

無線綴じから上製本まで　高知製本

おはようございます、高知製本です。

うちの無線綴じ機がぶっ壊れたので修理です。

と言っても、簡単な構造の部分なので部品を組み立ててはめ込

むだけなのですが。

機械はいろいろとあります。当社も高知の印刷屋さんから「機

械が壊れた。○○冊今日通せないか？頼む！」みたいな事をよ

く言われます。そんな時でも出来るだけ対応はしております。

さて、部品も交換したので調子はどうかな？本日は無線綴じ

2000冊今から通します。



高知製本のブログ

107

2014・03・08（土）

続：無線綴じ機の修理

製本ならなんでもお任せ　高知製本

おはようございます、高知製本です。

昨日、大阪出張より帰ってきました。高間鉄工さんに連れら

れ、有限会社曽田様、アサヒ紙工様の工場を見学させて頂き、

非常に有意義な出張となりました。ありがとうございました。

設備投資検討中です！

さて、繁忙期に入った製本業界、先日に引き続き調子よく動い

てもらうために無線綴じのメンテナンス、修理を実施しまし

た。

クランパと言われる本を加える部品の補助版を入れ替え。ピカ
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ピカのツルツル。新品はさすがに綺麗だ。

頑張って今日も無線綴じ本を通しまくるぞ！！
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2014・03・09（日）

カバー付き無線綴じ本の納品

自費出版もお任せください　高知製本

おはようございます、高知製本です。

本日はお休みなのですが、実は当社の御朱印帳をご購入頂いた

お客様が高知に御朱印をもらいに来ており、帰りに工場に寄り

たいとの事で朝だけちょこっと出社しております。こういった

のはうれしいですね～、生産者冥利につきます。

さて、昨日はカバー付きの無線綴じ本、他にもいくつかの無線

綴じを納品！

繁忙期に突入しました。5月まで戦争のような毎日が始まりま

す。

頑張って良いものを納品できればと思います。

高知製本ショップ！御朱印帳ならこちら
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2014・03・10（月）

お客様御来社

御朱印帳の製本所直売店はこちら

おはようございます、高知製本です。

先日、当社の御朱印帳をご購入頂いたお客様が高知の神社を

廻っており、せっかくなのでうちの工場に寄りたいとの事で御

来社されました。実際に当社の御朱印帳や納経帳を買っていた

だいたお客様とお話をする機会は結構あるのですが、県外の方

でわざわざ来られたのは初めて。

高知にも御朱印が頂ける神社がいくつかありますが、日高村の

小村神社へと行かれていたようです。いろいろとお話をさせて

頂き、大変参考になるお話を伺うことが出来ました。時間はか

かるかもしれませんが、新商品の開発に役立てたいと思いま

す。

せっかく来たとの事で、当社にある御朱印帳の在庫を全て買っ

ていかれました（おお。。。お金持ちだあ）H様、ありがと

うございました！
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2014・03・13（木）

新人さん

高知製本なら製本なんでもお任せ

おはようございます、高知製本です。

繁忙期です！！！超忙しいです！！！

 

そんな中、新しく一緒に働いてもらえる方が今日、初来社され

ます。OJT を本日実施予定です。今日は大雨、湿度最強

70%。製本は湿度にいろいろと左右されます。本日も頑張っ

て納品していきます。
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2014・03・20（木）

パねえ、繁忙期

高知製本

おはようございます、高知製本です。

繁忙期です、パねえです、死にそうです。

ブログの更新が遅れており反省中です。

世の働いている皆様、共にがんばりましょう！

 

※現在、御朱印帳の在庫が切れております。制作に2週間ほど

かかります、御容赦ください。

「それでもいい」と納期を待って頂いているお客様、大変あり

がたいです。励みになります。

高知製本ショップ　いろんな御朱印帳あります
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2014・03・21（金）

論文製本納品

論文製本なら美しい高知製本

おはようございます、高知製本です。

今週の三連休は三日とも営業しています、ここから5日間で1

万冊以上納品の予定です。頑張ります。ふと思うのですが、こ

こ最近、去年からの傾向でしょうか。忙しい時とそうでないと

きの差がものすごく大きくなってきているような気がします。

高知の印刷業界、ちょっと動きが読めません。論文製本も佳境

に入り、毎日なんやかんやと納品している状況です、ありがと

うございます。

本日の画像は工場入り口にある廃棄用の紙をまとめている場
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所。本を作っていらなくなった紙を一か所にまとめて、週に一

度紙のリサイクル業者さんが回収に来てくれます。たった1週

間でこんなに溜まってしまいました。忙しいぞい。

※当社で御朱印帳を販売している直販サイトで在庫切れが多数

あります。お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。

現在2週間ほど納期を頂いております。
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2014・03・23（日）

高知製本です

美しい論文製本

おはようございます、高知製本です。忙しい中、

論文ももちろん製本しております。金文字が美しいです。

来週の火曜日までに1万冊ほど納品していく予定です。

三連休も休まず営業しています、体が痛いです。
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2014・03・27（木）

断裁機のメンテナンス

高知製本　御朱印帳販売中

おはようございます、高知製本です。大きな山場をなんとかク

リアしました、消費税増税前の対応などでこの3週間は休みな

し、一日15時間は働いておりそろそろ限界です。なんとか

ホッと一息しました。

さて、断裁機をメンテナンスします。刃を変えます。

カッターのドでかい版みたいな刃がついていますが、これを慎

重に新しいものへと取り替えます。

 新しい刃を装着する際に、慎重にやらないとどこかに当てて

刃が欠けてしまったりします。また、落っことしたりして自分
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の足の上なんかに降ろうものなら足が無くなります。怖いで

す。

新しい刃は切れ味抜群。さて、これで今日も本をスパスパ切り

ます。
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2014・03・29（土）

高知開花宣言

50年の製本実績　高知製本

 

おはようございます。　高知製本です。

高知県は一足お先に桜の開花宣言が出ました。６分咲きという

ことで、なんだか心もぽかぽかと春色に染まっていくような気

がします。自宅の前に公園があるのですが、そちらの桜もほぼ

満開状態となっております。そのうち花見でもしたいもので

す。高知は通年そこそこ暖かく、雪は年に一回降るか降らない

か、早く皆様の所にも春のぽかぽか陽気が近づきますように。

さて、先日新しい内職さんに入って頂くことになり、OJTを

実施しました。

写真は表紙を巻いているところです。機械で簡素化できる部分

ではあるのですが、高知の場合はそこまで上製本の需要もな

く、設備としては不必要なものなので当社では用意をしていま

せん。人間が巻くか、ロットがでかい場合は紙工屋さんに外注

したりします。ただ、最近は細々とした仕事が増えてきたの

で、全部を任せられる内職さんを用意しようかと思って探して

いました。

筋は良さそう。あとは数をこなせばいけそうだなという感触で

す。頑張ってもらいます。
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御朱印帳の製本所直売店はこちら
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2014・03・30（日）

助成金の申請について

高知製本公式ページ

おはようございます、高知製本です。

3月の頭に、高知の某ホテルで実施された国のものづくり補正

予算、助成金の申請に関しての説明会に出席しました。新しい

革新的なサービスに関して、国が2/3の資金を援助してくれ

るという太っ腹な施策です。素敵すぎます。（自民党万歳！安

倍首相万歳！）

やりたい事はたくさんありすぎるのですが、田舎の中小企業と

してはリソースに限界もあり、なかなか対応が出来ておりませ

ん。慢性的に人手不足なのが中小企業ってやつです。私の頭の

中にあるいくつかのビジネスプラン、まだ手をつけれているの

は2割程です。早く収益化したいものです。

各所に出張に行き、実際に機械を見学していろいろと検討して

いたのですが、なんとか形になって無事申請をすることができ

ました。（当初予定していた国の助成金ではなく他の助成金で

すが）

何度も打ち合わせをし、実際に支援をして頂いた商工会議所の

皆さまに感謝しつつ、採択されることを祈ります。

御朱印帳の製本所直売店　高知製本ショップはこちら
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2014・04・03（木）

チラシ折りまくります！

高知製本公式ページはこちら

おはようございます、高知製本です。

↓こんな感じのチラシを折るのも製本屋の仕事だったりしま

す。

チラシの真ん中から一回だけ折る単純な二つ折り、二か所を

折って封筒サイズくらいに小さくするのを巻き三つ。複雑なも

のだとそれらを組み合わせたDM折とか種類は様々あります。

折機でじゃんじゃか折って行くのですが、一時間にMAXで1

万枚ぐらいしか折れません。10万枚のチラシだと単純に10

時間かかる計算になるわけですね。
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2014・04・04（金）

オーダーメイドの御朱印帳に関して

御朱印帳なら高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。

年度末＆消費増税のクソ忙しさも過ぎ、やっと平常よりちょっ

と忙しいかな？という状況になりました。こういう時にこそ頑

張って新事業に関して進捗させておかないと、また忙しくなっ

た時の対応ができなくなります。反省と経験を生かし今後に生

かそうかなと考えております。

さて、最近問い合わせがたて続いてあった「オーダーメイド御

朱印帳」に関して本日は触れます。

つい先日、香川県のお客様がわざわざ御来社されました。高知

にある護国神社へとご朱印をもらいに行くついでに寄りたいと

のことで、実際に細かい仕様を打ち合わせてオーダーメイド御

朱印帳を作成する運びとなりました。完全オーダーメイドなの

で、当社のオンラインショップにあるようなものではなく、お

客様の思い入れのある仕様での制作となりますので、手間とコ

ストが通常より、かなり、なかなか、結構かかります。

実際、いろんなところに問い合わせて制作をお願いしたらしい

のですが、ことごとく断られたらしく、最終的にうちにたどり

着いた模様。

いろいろと思い入れがお客様によってはあるようで、なんとか

喜んでもらえる形で良いものが作れればいいなあと思っており

ます。他にも何名かお問い合わせ頂いており、今後制作するか

も？という形なのですが、こういった需要もあるのか～と思う

となかなか御朱印帳作成もおもしろいなあと再認識できます。
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2014・04・08（火）

御朱印帳在庫ザクザク制作中♪

御朱印帳の製本所直売店はこちら

おはようございます、高知製本です。

先週の日曜日は一カ月ぶりのお休みを頂きました。3月末の忙

しさ、今年はパねえ感じでフラフラになりながら本を作ってお

りましたが、なんとかピークは越えたようです。新年度の予算

関連の製本で4月は忙しいのですが、ちょっとつかの間のブレ

イクという感じでしょうか。

さて、そんな中、当社の御朱印帳在庫をザクザクと作成してお

ります。3月中はせっかくご注文を頂いても納期を頂いたりと

お客様にご迷惑をおかけしたので、ちょっと多めに在庫を持つ

ことにしました。

こんなのとか。

こんなのとか。
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こんなものも、とか。

蛇腹ももちろん、作成。

販売は当社のオンラインショップで行っております。ご興味の

ある方は是非お立ち寄りください。
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2014・04・09（水）

ご朱印帳の新商品をリリースしました。

ご朱印帳の販売ならこちら

おはようございます、高知製本です。

本日、御朱印帳の新柄をリリースしました。

ピンクの御朱印帳です。メイプルという特殊な生地を使用して

作ったかわいいご朱印帳です。フェードのモコモコ生地になっ

ており、肌触りがとても心地よく、当社の女性陣にも好評でし

た。
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写真ではわかりずらいかもしれませんが、フェードの起毛に

なっており、良い感じです。

蛇腹タイプで48ページを確保しています。

 

商品の販売ページはこちら。

是非ご検討くださいませ。
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2014・04・10（木）

論文製本

論文製本なら高知製本！

おはようございます、高知製本です。

STAP細胞の件で、小保方さん反論してましたね。ネットで

は「痩せてかわいくなった。」という意見も多かったですが、

いろいろと気をもんでいたことでしょう。論文製本に関わって

いる業者としては、少し気になる事もあるので久方ぶりにテレ

ビのニュースを見ておりました。（普段は全くテレビを見ない

んですよね、一年間で一時間も見ない感じです。）

論文の製本、卒業論文や博士論文など当社ではお客様が本文持

ちこみで製本するパターンが一番多いです。（データ入稿も対

応しています。ＰＤＦでフォント埋め込みお願いします。）小

保方さんで話題の早稲田大学の博士論文なども今までに製作さ

せて頂いた事はありますが、早稲田の博士論文は今までに提出

された300近くを全て調査するらしいですね。

今後どういった流れになるのか、気になるところです。論文製

本系はしばらく暇になってくる季節が近づいてきました。納期

も早めに製本出来ますので、論文製本をご検討の方は是非一度

当社に御相談ください。
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2014・04・11（金）

御朱印ガール向けオーダーメイド御朱印帳

御朱印長の販売ならこちら

おはようございます、高知製本です。

さて、先日は女性向けに企画したピンクのかわいい御朱印帳を

ご紹介しましたが、今回はオーダーメイドの御朱印帳です。

ここ最近は自分専用の御朱印帳という意味でか、オーダーメイ

ドの問合せが多いです。いろんな製本屋とか、表具屋とかに打

診して、断られて、最後に当社にたどり着くって感じのようで

す（まあ、1冊2冊に応じて制作していたら儲けどころか下手

すれば赤字ですからね。他社さんの気持ちも十分わかりま

す。）

御朱印帳を自社で企画、販売しているような製本所は全国を探

しても当社しかないので、最後の駆け込み寺みたいな感じに

なっているみたいです。問合せがここ最近で何件か立て続いて

おります。（と言っても数件ですがね。）

ただ、そうは言っても赤字では当社も出来ないので、売価的に

は高めになるし、それでも儲けはあまり出ないのがオーダーメ

イドなのですが、「もうここしかないんです。。。」と言われ

ると断りきれない＆女性に弱い自分がちょっぴりかわいいなと

思う今日このごろです。（あ、もちろん男性からのお問合せも

あります！）

オーダーメイドでない、蛇腹や和綴じの御朱印帳ならこちらで

販売しております。
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2014・04・12（土）

四国遍路1200周年

四国遍路の納経帳、絶賛販売中！

おはようございます、高知製本です。

先日、NHKで四国遍路1200周年記念の特番をやっており、

興味があったので見てみました。番組では歩き遍路にフォーカ

スして流れておりましたが、実際は歩き遍路さんは年間5000

名程、ほとんどがバス、マイカー遍路さんだったりします。

当社でも1200周年を記念しての限定グッズを企画、販売して

います。例えばこんなのとか。

～梵字と金箔を打ち込んだ携帯ストラップ。中身は土佐和紙

で、和綴じに仕上げた豆本です。～

 

他にも、せっかくなので、1200周年を記念して限定の納経帳

を作ってみようかと今企画しています。とりあえず表紙の生地

の選定が終わったばかりの段階なので、もう少しリリースは先
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の話になりそうですが、数を大して作るつもりもないので、か

なり希少性の高い納経帳になるような気がします。カッコいい

ですよ！

出来上がりましたら当社のオンラインショップで販売致します

ので、引き続き御愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
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2014・04・14（月）

オーダーメイド御朱印帳

御朱印帳なら製本所直売店の高知製本ショップまで！

おはようございます、高知製本です。

今週ぐらいからまた忙しくなりそうな予感がします、そんな

中、オーダーメイドの御朱印帳を作業の間を見つつ作成してい

ます。

とりあえず表紙だけ巻いてみました。う～ん、結構綺麗。いい

感じじゃん！！

こちらのオーダーメイド御朱印帳は結構いろいろな拘りがお客

様にあるようで、お客様の元へ届く時は日本中探してもどこに

もない仕様の御朱印帳になっているはずです。

後は中身の紙をどの和紙で仕上げるか。候補はいろいろあり、

特別に漉いてもらうことも和紙屋さんにOKもらっているんで

すがどうしようかな。もちろんお客様より要望は伺っているの

ですが、いろいろと検討中です。どうせならいいものを作りた
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いですから、拘ってます。
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2014・04・15（火）

納品

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

やっとこさ納品にこぎ着けた教務手帳。高知県の各学校から印

刷屋さん経由で定期的に発注があります。

糸かがり製本です。なかなかしんどいです。
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2014・04・16（水）

新商品の開発、検討。。。

御朱印帳の販売はこちら

おはようございます、高知製本です。

先日、ピンクのフェード生地を使用した蛇腹タイプの御朱印帳

を新たにリリースしたのですが、それ以外も企画しているとこ

ろだったりします。

こんな感じでサンプルを作成中。

落ち着きのある感じでなかなかグッド。

さて、どうしようかな。原価を見てみると、割と安値でリリー

ス出来そうなので

エントリーモデルとしてまずは小ロット販売をしてみようかと

考えております。他にも、近日中にリリース予定の納経帳や御

朱印帳が結構たくさんあるので、製品化してお客様の手元に早

く届けたいな～と楽しみになってきます。

当社の御朱印帳は直販サイトでのみ現在お取り扱い中です。直
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販サイトはこちら。
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2014・04・17（木）

背クロス張り上製本

上製本も高知製本にお任せ

おはようございます、高知製本です。

教務手帳、出席簿、採点簿等の学校関連は糸かがり製本のもの

が新年度用にこの時期は発注が多いです。頻繁に開け閉めをす

る手帳関連なんかは、どうしても糊だけだとすぐ壊れてしまい

ますからね。

写真は糸かがりをした本身の背中にクロスを張り付けている様

子（どうでもいいけど、我ながら太ったなあ。。。顎が二重あ

ごになってる。男は30過ぎたらメタボ要注意です。）

背クロス、表紙巻き、見返しへの糊入れ、御朱印帳、裏打ちな
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どなど。刷毛を使っての糊入れは難しいです。簡易製本しか

やってない製本屋と違い、ほぼすべての製本に対応している当

社としては刷毛の使い方を極めないと仕事になりません。私も

製本業にたずさわって2年が過ぎようとしていますが、やっと

刷毛の使い方に慣れてきました。

精進精進・・・

 

※「四国遍路1200周年記念納経帳」と「最強の御朱印帳」の

2点を企画中。近日中にリリース出来るように頑張ります。

御朱印帳の製本所直売店はこちら
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2014・04・18（金）

某遍路関連団体より依頼

四国遍路1200周年、特別納経帳近日発売予定！

おはようございます、高知製本です。

先日、某遍路関連のお客様より納経帳の作成依頼がありまし

た。初回ロットは100～1000冊で検討。仕様は打ち合わせな

がら、いろいろと御提案をさせて頂き、当社で作成する事が決

定致しました。

ちなみに、当社で販売している納経帳はこちら↓

無地の細布にカラーバリエーション。定番の金襴生地を使った
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ものではなく、主張しすぎないようシックにまとめています。

中身は土佐和紙を使用しており、ご購入されたお客様から大変

ご好評頂いております。

納経帳や御朱印帳は製本所直売店、高知製本ショップで是非ご

検討くださいませ。
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2014・04・19（土）

合本関連、最近多い

合本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

2014年になり、もうすでに4カ月が経ちました。う～ん、時

間が経つのは早いものです。今年に入ってからはなんでか知り

ませんが、合本の発注がかなり多いです。私自身はこの会社で

まだ2年目なので、それ以前の事はあまり詳しくないのです

が、去年よりすでに何倍も受注しています。

雑誌などバラバラの本を1冊にまとめる製本を合本とか、図書

館製本と言います。下記の写真は赤のバクラムで表紙を巻き込

み、白箔でタイトルを打ち込んだもの。
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製本業の事業者数は20年前より2/3に減っており、これらの

高度な製本に対応できる製本所も年々減少しています。高知製

本では職人技を受け継ぎ、今後もやっていければなあと常々思

います。

やなせたかし氏のお別れ会、アンパンマンフォー

エバー

製本なら高知製本

こんばんわ、高知製本です。今日はほんと何ヶ月ぶりかの半休

を頂きました。と、言うのも高知県や市が行なう「やなせたか

し先生のお別れ会」が高知県民文化ホールで行なわれるとの事

で、行きたいと嫁から催促をされていたのです。
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「ありがとうやなせたかし先生、おかえりなさい。」高知県、

高知市、アンパンマンミュージアム、横山隆一まんが記念館な

どが主催となって、やなせ先生の故郷である高知で開かれまし

た。

あんぱんまんを生み出した高知の誇る偉大な漫画家やなせたか

しさん。ショーの中で知ったのですが、実はあんぱんまんが生

まれたのは還暦を過ぎてから、テレビ放送が始まったのは70

歳をすぎてかららしいです。「あんぱんまん、君に出会えて、

僕の晩年が面白いことになった。」と氏は仰っておられます

が、漫画家としてはかなりの遅咲き、人生は諦めなければなん

とかなると、勇気ももらえます。

イベント自体は、、、大人は結構楽しめる内容だったのです

が、うちのチビにはちょっと微妙だったかなあ。アンパンマン

ショーのつもりで楽しみにしていたチビは途中で「もう帰りた

い。」って言ってましたし。アンパンマンのきぐるみが出てき

たときは結構楽しそうにしてましたが、最初のほうの来賓の挨

拶とか、子供は意味わからないだろうし、コンサート形式だっ

たけど、初めて聴く歌だからちょっとうちのチビには難しかっ

たかな。大人のためのやなせ先生とのお別れ会という感じでし

た。

アンパンマンには日本中のお父さんお母さんが助けてもらった

経験があるかと思います。天国で安らかにお眠りください。ア

ンパンマンフォーエバー！！

 

○アンパンマンマーチ○

そうだ！嬉しいんだ生きる喜び

たとえ胸の傷が痛んでも
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何の為に生まれて 何をして生きるのか

答えられないなんて そんなのは嫌だ！

今を生きることで 熱いこころ燃える

だから君は行くんだ微笑んで。

そうだ！嬉しいんだ生きる喜び

たとえ胸の傷が痛んでも。

嗚呼アンパンマン優しい君は

行け！皆の夢守る為

何が君の幸せ 何をして喜ぶ

解らないまま終わる そんなのは嫌だ！

忘れないで夢を 零さないで涙

だから君は飛ぶんだ何処までも

そうだ！恐れないでみんなの為に

愛と勇気だけが友達さ

嗚呼アンパンマン優しい君は

行け！皆の夢守る為

時は早く過ぎる 光る星は消える

だから君は行くんだ微笑んで

そうだ！嬉しいんだ生きる喜び
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たとえどんな敵が相手でも

嗚呼アンパンマン優しい君は

行け！皆の夢守る為

 

○てのひらをたいように○

ぼくらはみんな　生きている

生きているから　歌うんだ

ぼくらはみんな　生きている

生きているから　かなしいんだ

手のひらを太陽に　すかしてみれば

まっかに流れる　ぼくの血潮(ちしお)

ミミズだって　オケラだって

アメンボだって

みんな　みんな生きているんだ

友だちなんだ

※シンプルなのに心にぐっと来る。こんな歌詞が書けるのはや

はり才能があるんでしょうねえ。
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2014・04・21（月）

アンパンマンマーチの真実

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。今回も製本にはちょっと

関係ない話題ですが更新します。

先週の土曜日はやなせたかし氏のお別れ会が高知県民文化ホー

ルで行われていたため、チビを連れて家族サービスをしたわけ

ですが、その中でちょっと感動した（なるほどな～）と思った

事がいくつか。

アンパンマンマーチってアンパンマンの歌の歌詞なのですが、

非常に良い歌詞です。なんでかわからんが私も嫁も好きな歌詞

なのですが、聴いていると泣けてくる時があったりするんです

よね。この歌詞、実は神風特攻隊で散って行ったやなせ氏の弟

さんの事を思って書いたというものらしいです。

○アンパンマンマーチの歌詞はこちら○

そうだ！嬉しいんだ生きる喜び

たとえ胸の傷が痛んでも

何の為に生まれて 何をして生きるのか

答えられないなんて そんなのは嫌だ！

今を生きることで 熱いこころ燃える

だから君は行くんだ微笑んで。

そうだ！嬉しいんだ生きる喜び

たとえ胸の傷が痛んでも。
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嗚呼アンパンマン優しい君は

行け！皆の夢守る為

何が君の幸せ 何をして喜ぶ

解らないまま終わる そんなのは嫌だ！

忘れないで夢を 零さないで涙

だから君は飛ぶんだ何処までも

そうだ！恐れないでみんなの為に

愛と勇気だけが友達さ

嗚呼アンパンマン優しい君は

行け！皆の夢守る為

時は早く過ぎる 光る星は消える

だから君は行くんだ微笑んで

そうだ！嬉しいんだ生きる喜び

たとえどんな敵が相手でも

嗚呼アンパンマン優しい君は

行け！皆の夢守る為

 

やなせ氏の経歴をずっと紹介するコーナーがあったのですが、

（就職して、戦争にいって、結婚して、漫画家になってという

具合に）やなせ氏自身も戦争体験者であり、弟は特攻でお亡く
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なりになったと説明がありました。

そうか、アンパンマンは愛と勇気だけをともに、微笑みなが

ら、日本を守る為に散っていった御自身の弟の事だったのかと

納得。意味がわからなかったけどなぜか泣けるな～と思ってい

たフレーズも、やっと理解できるようになりました。

御朱印帳の製本所直売店はこちら
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2014・04・22（火）

論文製本今期最終納め？

論文製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

もうそろそろ論文のトップシーズンも終了です。今年は博士論

文が思わぬ形で全国的に注目を浴びました。ニュースを見ても

小保方さんだけが悪者なのか？理研の人間も共犯ではないのか

？（仮に捏造であればって事ですが）話が難しくてよくわかり

ませんが。

マスコミはおもしろおかしく報道する事しかしないので事実も

よくわからんですし、信用できない面も多々ありますし。しか

も万能細胞ってちょっと話を聞いただけでも将来医療の分野で

ものすごい利権を産む技術でしょうから、それらの情報戦争的

なものになっているような気もします。利権争いですかね。

ま、田舎の製本屋風情ではよくわかりませんがね。
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さて、やっぱりいろんな製本があるなか、この黒レザーの金文

字、論文製本が一番カッコいいなと個人的に思います。

一生に一冊、エンディングノートの販売
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2014・04・23（水）

無線綴じ　見返し有り　

製本、お任せください高知製本

おはようございます、高知製本です。

結構タフな製本があり、往生しています。600ページ程の分

厚い本、製本は厚みが膨らめば膨らむほど難易度が上がりま

す。無線綴じ製本なのですが、糸で縫ったりしません。熱可塑

性の樹脂のみを本の喉に入れて本を支えるため、厚みのある本

の場合は結構大変です。

さらに見返しがあるパターンなのですが、見返しは表紙と貼り

合わせます。高知の場合は地産地消の印刷物でもほとんどが見

返しのない製本が多いので、当社でも機械は入れていません。

職人が刷毛で糊入れをしていきます。これが結構大変。。。

1冊づつ見返しに糊を入れ、断裁・・・糊を入れ断裁・・・糊

を入れ断裁。刷毛を使いまくるので刷毛の使い方もだいぶうま

くなってきました。

かわいい御朱印帳ならこちら
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2014・04・24（木）

オーダーメイド御朱印帳の完成！

御朱印帳の直売店

おはようございます、高知製本です。

先日から暇を見つけてはゴトゴトと作成していた、オーダーメ

イドの御朱印帳がやっと完成しました。

 

～和綴じ御朱印帳～

う～ん！綺麗な和綴じの御朱印帳となりました！！

中身は当社得意の土佐和紙ではなく、お客様指定の奉書（これ

の仕入がなかなか大変だった汗）、和綴じは麻の葉綴じにして

ビニールカバーもつけました。紐の色と表紙の色を統一し、中

身も色紙で合紙を入れてみたりとなかなか凝った具合に仕上

がっています。

おもしろい仕事でした。たまにはこういったオーダーメイドも

楽しいものです。（儲けは少ないですが・・・）
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お客様に喜んでもらえればまあそれでいいかなと。
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2014・04・25（金）

さて、クイズです。

製本なら全てお任せ　高知製本

おはようございます、高知製本です。

突然ですがクイズです。下記の写真、一体何かお分かりになり

ますでしょうか？

ただのゴミではございません。

本の喉に切れ込み（ミーリングって言います）を入れ、糊で製

本する無線綴じ製本。機械の切れ込みをいれる部分に溜まった

糊の塊です。

通常、順番としてはミーリングをして糊を貼付するのでミーリ

ング部分に糊は付きません。ただ、表紙と本身をくっつける際
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に不良になってしまった場合や、印刷ミスの本などを再度無線

綴じ機で通し直す事がしばしばあります。その際にミーリング

カッターにこびりついて、こんなに固まってしまうわけです。

いやはやびつくり。

先日、印刷ミスによる大量の再製本の依頼があり、一日中無線

綴じを行った結果、こんなになったわけです。掃除って大事

よ。
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2014・04・26（土）

背クロス製本納品

上製本、背クロス製本なら高知製本

 おはようございます、高知製本です。

背クロス貼りの製本、印刷から受注したものがあったので撮影

してみました。

卓上で使うような簡単な製本機で簡易に製本するのではなく、

まずは喉を天糊して仮固め、ステッチャー機で平綴じをしてお

いてから背中をクロスで巻きこむ製本です。簡易製本機に比べ

て、まあほぼ壊れる事はありません。ただ、そこそこ手間がか

かります。印刷は当社のオンデマンド機で行ったのですが、

やっぱりオフセット印刷機とかと違ってなかなか大変でし
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た。。。まあ、その分廉価に印刷はできるんですけど。

本の背中に張るクロスはいろんな素材や色があるので選ぶ楽し

みもありますね。ステッチャーで綴じるので、無線綴じと比較

してもほぼ壊れる事もない頑丈な製本となります。
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2014・04・28（月）

オーダーメイド四国八十八箇所遍路納経帳

土佐和紙を使った納経帳、製本所直売店はこちら

おはようございます、高知製本です。

先日、当社のお客様である高東印刷さんより入電がありまし

た。「あ、社長？ちがうか息子か？なんか、一冊だけの製本

やっちゅーけんど、値もよーわからんき、お宅の連絡先教え

ちゅうきねぇ、連絡しちゃってや。」と、いう呪文にも近いﾊﾞ

ﾘﾊﾞ ﾘの土佐弁でご依頼を承りました。後日そのお客様が来社さ

れたんですが、どうやら四国遍路の納経帳を改装して欲しいと

いう事のようでした。

現在周っているという納経帳を早速拝見。うん？なんか目が詰

まった硬い和紙だな。これはなんぞ？とお客様とお話をしてい

ると、高知の高岡の手漉き和紙だとか。まだ20箇寺ぐらいし

か周ってないみたいなのですが、住職から墨ののりがよい、書

きやすいと非常に評判がいいんだとか。

手漉き和紙を使った商品を実は当社では企画していて、紙の選

定に時間がちょっとかかっているのですが、このお客様の持参

された手漉き和紙はなかなかいい感じでした。

結局、現在の納経帳を改装して1冊、お客様の持参された手漉

き和紙を使ってのオーダーメイド納経帳を1冊の計2冊を作成

することになりました。手漉き和紙をまじまじと触って製本す

るのは、私は初めての経験なのでおもしろそうで、楽しみで

す。（あわよくば自社の商品としても紙の候補として検討でき

ないかと考えております。）

和紙は基本的に水が綺麗なところでないと良いものが生まれま
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せん。高岡（土佐市）も水が綺麗で、当社が使用している「い

の町」の和紙の他に、高岡の和紙を使ってみるのもおもしろい

なあと思った次第です。

しかしながら、手漉きはもう高知でも後継者が育ってなく、価

格的、市場的にもなかなか厳しい状況になっているので、今後

どうなってくるのかが不安材料でもあります。高知のちいさな

製本屋ですが、高知の和紙文化を支えることが出来ないかな～

と考えております。
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2014・04・30（水）

御朱印帳の新企画中

御朱印帳の製本所直売店はこちら

おはようございます、高知製本です。

日曜日は新商品の生地を探すべく、見本帳とにらめっこをして

いました。御朱印帳の新しいラインナップの為です。

友禅紙を使った御朱印帳を前から検討していたのですが、

ちょっと時間的に余裕が出てきたので、具体的に紙の選定作業

を進めました。

人によってなかなか、好みが割れるものですね。私の選んだも

のは当社の女性陣によって、ボッコボコに言われ、全て没にさ

れてしまいました。なんだこりゃ。罰ゲームか。
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2014・05・01（木）

画期的なサービスを検討中

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

新しいサービスを現在検討しています、ちょっとおもしろい事

になりそうです。近日中にホームページに情報公開しますの

で、少々お待ちくださいませ。

おもしろいな。新しいな。と思ったことをすばやく形に出来

る。中小企業の強みですね。大企業と違ってスケールメリット

が生かせない分、スピーディーに運営しなくては中小零細企業

は今後生き残っていけません。

とくに印刷業界は先日のDI速報でも、製造業の中で食品関連

と並んで最悪の数値をたたき出しています。若い経営者が、常

識にとらわれず、おもしろい取り組みをスピーディーに行な

う。そんな元気な企業の特攻隊長でありたいと思います。
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2014・05・02（金）

御朱印帳をしこたま作ってます。

御朱印帳のOEM製造もお任せください　高知製本

おはようございます、高知製本です。

某神社様で販売する御朱印帳をせっせこせっせこと作っており

ます。数ある製本の中でも、この御朱印関連は本当に手間と労

力がかかる仕事です。うん千冊とかの発注単位になると、軽く

ナチュラルハイな状態になります。「どんだけでもかかってこ

いや～」って感じです。

しっかしこのデザインはなかなかかわいいなあ。お見せできな

いのが残念ですが、なかなかかわいい御朱印帳に仕上がりそう

です。

 

御朱印帳、製造所直販店はこちら
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2014・05・03（土）

激安サービスの新企画、最終調整。

激安製本ならこちら

おはようございます、高知製本です。

この繁忙期、クソ忙しいさなかにキャッチアップした情報がい

くつかあり、そのニーズに対応できるようなサービスを近日中

にリリースする予定です。現在最終調整中。

印刷会社さんへと価格の交渉と今後の運営体制に関して協業で

きないかと調整をしているところです。

通常、出版や印刷だと、受注の上流工程はデザイン会社、印刷

会社が主となっています。製本ってのはそれらの会社さんから

発注を受ける、受注の下流工程部分となります。その流れを逆

転させたサービスを考えています、商流的に見ると、たぶん日

本でまだ誰もやってない事でしょう。業界の常識を覆します。

うまく軌道に乗れば、ムフフって感じになりそうです。その分

大変で、通常の生産活動の他に新しい事を次々と企画している

ので寝ている暇もありません。けど仕事っておもしろいなあ

～。

弊社も今日からGWはお休みに入ります。しばらくお別れで

す。次回のブログ更新は5月7日以降となります。
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2014・05・07（水）

新しいビジネスプランと助成金

高知製本

おはようございます、高知製本です。

なんと、申請していたビジネス用の助成金が採択をされました

！！（パチパチパチ）これでやりたかった事がだいぶ早いス

ピードで実施できます。ご尽力いただきました関係者の皆様、

ありがとうございました。

今回は予想に反してかなりの応募があったようで、正直厳しい

かなとも思っていたのですが、一生懸命書いた事業計画が認め

られて採択されるってのはなかなか達成感があります。

勝負はこれから、助成頂くお金を無駄にせず、しっかりとビジ

ネスにつなげていきたいと思います！！
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2014・05・09（金）

凹むなあ・・・

上製本、くるみ製本なら５０年の実績

おはようございます、高知製本です。

朝から嫌なニュースで凹んでおります。取引先の印刷会社さん

が20年、継続して仕事をしていた案件が、ほかの印刷会社に

入札で取られてしまいましたとの事。

価格、価格、デフレ、デフレ、安値、安値、あいみつ、あいみ

つ。。。

嫌な時代ですね。価格の話にしかならないという、この一方的

な価値観。消費税が上がったばかりで、こんな嫌な話。頭絞っ

て、体使って頑張るしかありませんな。
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2014・05・10（土）

お遍路さんのオーダーメイド（四国八十八か所遍

路用）

お遍路さんにお勧め、土佐和紙の納経帳販売

おはようございます、高知製本です。

先日、お遍路さんの御来社がありました。

当社は昔からちょくちょく遍路さんがおいでになります、高知

だけに。禅師峰寺や竹林寺など30番周辺の札所から割と近い

んです。今回のお客様は納経帳の改装と新規のオーダーメイド

の御依頼でした。で、作ったのがこちら。

中身は、土佐和紙の手漉き和紙です。手漉き和紙を実際に触れ

て製品化したのは、私は初めてでした、機械漉きよりも楮その

ままの繊維が多く、いかにも人間が漉いているんだな～という

感じがします。もともと土佐和紙は軽くて頑丈で人気がある和

紙なのですが、お値段がちょっとお高いんです。しかも機械漉

きの和紙に比べ手漉きはかなりします。汗
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けどさすがに品がいい！！墨の滑りもなめらかで上等！

（ちょっと試し書きをしてみました。）日本三大和紙のひとつ、

土佐和紙の真骨頂を見た気がします。

製本なら高知製本へとお任せください。
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2014・05・12（月）

本の修理が続々と・・・

本の修理なら安心の実績

おはようございます、高知製本です。数は少ないですが、なか

なかやりがいのある仕事。そう、それが本の修理です。

今年は年度末から4月にかけて、ありえない程の忙しさで本当

に死んでしまいそうでした。（今までいろんな会社で働きまし

たが、朝残業、夜残業してもまだ仕事が終わらないような経験

は初）消費税の対応もあり、めっちゃやばい状況になってい

て、お客さんから「大丈夫？」って言われるような状況。なん

とか乗り越えた自分を褒めてあげたいと思います。

さて、そんな中、本の修理も少しづつではありますが着手、納

品を続けています。

例えばこれ。辞書ですが、長年使ってぼっこぼこのダメージ。

女性の方からの依頼で母が大事に使っているものなので、なん

とかしてほしいという依頼でした。
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こんなのも。いわゆる価値ある古書。石川啄木の初版本で相当

古い本です。

本の修理関連は職人工賃を考えると正直言って赤字の商売で

す。それでも当社がやり続けるのはなぜか？

それは公共性が高く、製本技術の継承という点があるからで

す。本の構造など、古い本を参考にすると様々なものがありま

す、実際に目で見て、適切な処置を検討し修理を施す。かなり

難しくスキルが必要なのですが、精進して技術継承をきちんと

出来ればと思います。

※人気ブログランキングに参加してみました！ぽちっと投票お

願いいたします。

本づくり・製本 ブログランキングへ
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2014・05・13（火）

特製御朱印帳と遍路1200周年記念モデル

御朱印帳の直売店　高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。

少し時間ができるようになりました、新商品の開発を進めてい

ます。やばいんですけど、超カッコいいんですけど・・・（も

はや商売というより趣味の世界に走っている気がします。）見

てみたいですか？ちょっとだけお見せします、まだ完成してい

ないので。

表紙を巻いたところです。当社の御朱印帳や納経帳ではめずら

しく金襴生地をベースにしています。裏打ちから自社で実施し

ているので、こんな生地の御朱印帳なんかはどこにもないと思

います。

ここから各仕様毎に作成して、近々販売できるように考えてい

ます。記念モデルという事なので、全く他社にもないような仕

様にするつもりです、冊数も限定で1冊しか作らないものもあ
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ります。めちゃくちゃ尖ったモデルになるかと思いますので、

御期待ください。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

ちびの高熱

高知製本

 

おはようございます、高知製本です。

先日、うちのチビ太が熱を出しまして、久々に定時に帰りまし

た。当社の定時は5時半です。8時半より営業しています。だ

いたい私は8時くらいまで会社におりますです。その間にやる

事ってのは、あんまり機械を動かすのは危険なので、パソコン

使ったり、手作業で出来る仕事だったりを主に行なっておりま

す。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝



高知製本のブログ

172

2014・05・15（木）

新作の御朱印帳をザクザクと作成中！

御朱印帳の新作続々リリース予定！高知製本ショップ

おはようございます、高知製本です。御朱印帳や四国八十八か

所遍路用の納経帳の新作を続々とリリースします。とりあえず

2点アップしました。基本的に全ての商品は小ロット販売の予

定です。

200ページの土佐和紙で贅沢な1冊！御朱印帳です。
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遍路開創1200周年を記念した限定の納経帳！もちろん中身は

土佐和紙を使用。

詳細は当社のオンラインショップでお確かめくださいませ！時

間の許す限り、どんどんとアップしていきますよ～！乞うご期

待

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・16（金）

新作：四国遍路開創1200周年記念納経帳

製本所のオンラインショップはこちら

おはようございます、高知製本です。

昨日御紹介した新作ですが、ちょっと詳しく触れてみたいと思

います。まずはこちら。

当社のある高知では、道を走っているとよくお遍路さんに遭遇

します。みなさん、お大師さんと同行二人で遍路を行っており

ますが、遍路の際には各寺で納経をしてもらいます。その納経

用の帳面がこちら、納経帳です。

当社でも納経帳はいくつか販売しているんですが、こちらは今

月リリースしたばかりの限定モデルです。四国八十八か所遍路

開創1200周年を記念した限定納経帳で、黒白5冊づつのみ制

作予定の超希少な販売です。中身は日本三大和紙の代表格でも

ある土佐和紙を使用した三重折上製本仕様となり、その丁寧な
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仕事にお客様からも御好評頂いております。その他細かい仕様

は下記です。

-仕様-

【表紙】黒と白

【サイズ】B5

【綴じ方法】和綴じ(亀甲綴じ)

【本紙素材】土佐和紙

【納経スペース】100ページ、89カ寺名とご詠歌付き

【附属品】ビニールカバー有り、吸い取り紙

鳳凰をモチーフとした生地に、和綴じは亀甲綴じという変わっ

た縫いを行っており、他ではめったにお目にかかれません。限

定生産しかするつもりはないので、お早目に御検討ください。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・19（月）

3Dプリンターの実演

高知製本

おはようございます、高知製本です。

土曜日は日本グラフィックサービス工業会の四国地区協議会の

総会へと出席。その後、3Dプリンターのプレゼンと実演を見

学しました。

こんなちっちゃい機械。コンシューマモデルみたいですね、だ

いぶ値が下がってきて安いものは10万円台で購入もできるよ

うです。（高いものは数千万～1億ぐらいだとか）仕上がりの

精度は価格によるみたいですね。
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 これら、このちっこいプリンターで出力されたもの。すぐに

どうこうという使い方はイメージできないですが、一定の精度

が保てて価格も安ければ製本屋でもちょっと使い道がありそう

な感じでした。（製品を売るというよりは、型を作成するって

感じで）

夜は懇親会に参加させていただき、徳島、香川の印刷屋さんと

名刺交換をさせて頂きました。ビジネスに即繋がりそうな会社

さんもあり、これから関係構築ができればいいなと思った次第

です。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・20（火）

合本！合本！合本だぎゃあ！

合本なら高知製本まで！

おはようございます、高知製本です。

合本とは？聞きなれない言葉なので、わからない人の方が多い

のではないでしょうか？読んで字のごとく、合わさる、本と書

いて合本と呼びます。雑誌、学術雑誌などなど、月毎に出てい

る本を1冊にまとめて、管理をしやすくするのを合本と言いま

す。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓合本前↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

こんな感じに輪ゴムで煩雑に縛られていますね。

これを合本すればこんな感じになります！

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓合本後↓↓↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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ほら、綺麗になりました。

雑誌の場合は広告が半分くらいあったりもするので、それらを

除去すると意外にすっきりと収まります。今年は去年に比べて

も合本の発注が多いです。

全国の図書館関連の皆様、是非合本は当社にお問い合わせくだ

さいませ！

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・21（水）

人気ブログランキング参加

高知製本はこちら

おはようございます、高知製本です。実はひっそりと、人気ブ

ログランキングとやらに参加してみました。いまいちシステム

がよく分かっておりませんが、今後ともよろしくお願い致しま

す。（下記のリンク、ぽちっと投票お願い致しますだ）

製造業 ブログランキングへ
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2014・05・22（木）

佐賀錦調大菊　御朱印帳

御朱印帳の製本所直売店はこちら

おはようございます、高知製本です。

実はひっそりと(笑)、御朱印帳の新作をリリースしておりま

した。御案内が遅れてしまいました。

佐賀錦に似せた金襴を用いた御朱印帳です。120ページの構

成にしてみました。いくつかお問い合わせも頂いております。

お客様にとっては、当社の製品はかなりマニアックな部類のよ

うで（笑）、他にないような商品なのでおもしろいと好評頂い
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ております。今後もマニアック路線で突っ走って、日本で一番

マニアックな御朱印帳の販売店になりたいなと思います。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・23（金）

ホームページ作成の依頼

ホームページも作りまっせ！高知製本

おはようございます、高知製本です。

当社、製本屋でありながら、たまに企業さんのホームページな

んかも作成しています。（ほんとたまにですが。）最近は

CMS的にライトに作成ができるものもあり、HTMLやCSS

に関してあまり深い知識がなくても運用が簡単にできたりする

ので、良い時代になりましたね。

今月は2件の企業様のホームページを作成しています。なかな

かカッコイイ仕上がりになってきているので、良い感じです。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・24（土）

お客様の声（御朱印帳）

御朱印帳の製本所直売店

おはようございます、高知製本です。

先日、当社の御朱印帳をご購入頂いたお客様より、嬉しいお便

りが届きました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本日、無事に届きました。お世話になりました。

仕上がりは大変気に入っております。

百を超える札所の霊場に使用する都合上、

100頁オーバーの納経帳の存在は、とても貴重で助かります。

また、注文時には直接確認できなかった土佐和紙の紙質も、

たいへん素晴らしく、期待以上の商品でした。

高知製本様の丁寧な仕事ぶりに家族も大変満足しております。

佐賀錦調大菊の御朱印帳も検討いたしております。

 その他の限定朱印帳も、どれもマニアックな程の仕立てで、

納経帳自体をコレクションとして収集したくなるほどの出来栄

えだと思っております。

ブログも楽しく拝見させていただいております。

今後も世相や風潮に媚びることなく、独自の視点とアイデア

で、

製本マニアの願望を満たしていただきたいと思っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

いやいやいや、ありがたい事です。励みになります。

当社の御朱印帳は他の御朱印帳と違ってかなり独自路線を突っ

走っているのですが（自覚しています。）、実際に購入された
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お客様からこう言われるとありがたいものです。お客様からこ

のような御連絡を頂く事はちょくちょくあるのですが、どれも

ありがたく拝見させて頂いております。

今後も面白い商品を企画していきたいと思います。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・26（月）

噂のWixを使ってみた。

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

前からちょっと気になっていたwixというCMSを使ってホー

ムページを作ってみました。

御朱印帳の製本所直売店

まるでパワーポイントを使っているかのような使用感で、簡単

に作成する事ができます。wixの広告がちょっと邪魔な感じ

ですが、年間のライセンス料金を払えば消すこともできるのだ

とか。なかなか便利です。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・27（火）

激安出版サービスの開始

出版、製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

ちょっとおもしろい試みを開始しました。激安出版という企画

です。高知のお客様以外にも、去年よりたくさんご注文を頂い

ておりますが、その間にいろいろと考えていた試みの一つで

す。

仕様や納期的な縛りは有りますが、格安で印刷製本するサービ

スとなります。極小ロット専門のサービスなので小・中ロット

のお客様はご遠慮ください。概ね100冊以下を想定したサー

ビスです。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

激安出版、始めます。

では、本日も頑張りましょう！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本
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・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・28（水）

新作の御朱印帳をリリースしました。

御朱印帳の製本所直売店「高知製本ショップ」

おはようございます、高知製本です。

新作の御朱印帳をリリースしました！

～鶴亀松竹梅・御朱印帳～

当社の製品では珍しい金襴生地を採用し、縁起ものの鶴松竹

梅。亀はどこにいるの？って感じですが、亀は和綴じ「亀甲綴

じ」で綴じて演出しています。
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こんな感じ。結びが亀の甲羅っぽいので亀甲綴じと言います。

限定制作、および販売となります。よろしくお願いいたしま

す。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・29（木）

激安出版サービスとは

製本なら高知製本

おはようございます、高知製本です。

本日、地元の某メディアが取材に来られる予定です、前日の夜

に酔っぱらって自分の髪を切ってみたら、大層へんてこりんに

なってしまったので急きょ床屋へと行きました。「なんなのこ

れ？刈り上げないと無理だよ。」という床屋の親父に突っ込ま

れつつなんとか様になった次第です。

さて、先日軽くご案内しました激安出版サービス。いくつか問

い合わせも頂いております。

激安出版とは

印刷関連業界では、商業印刷等大ロットで生産するものと、軽

印刷という中・小ロットで納期優先みたいな区分けになってい

ます。製本屋も大ロット商業系の製本屋と当社のような小規模

の諸製本屋って感じになんとなく区分けが出来ています。昔の

流れからいえば、活版印刷をやっていた印刷屋とガリ版してい

た印刷屋がそのまま慣習的に区分けされたようです。

激安出版は部類でいえば軽印刷のサービスに値します。が、か

なりの極小ロットに対応する為、軽い気持ちでのとりあえず出

版・製本ももちろん大歓迎です。お気軽にお問い合わせくださ

い。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・05・30（金）

地元メディアの取材を受けました。

製本所直売店Yahoo！ショップ店オープン♪

おはようございます、高知製本です。

昨日、地元のメディアが当社に取材に来られました。かわいら

しいクルーの女性がいろいろと当社の豆本やら御朱印帳やらを

パシャパシャと撮影し、いろいろとインタビューして頂きまし

た。ちょっと納期的に厳しい仕事が今入っているので、嫁にも

手伝ってもらっているのですが、嫁も撮影されており雑誌デ

ビューです。最初、

「今度○○が取材に来るから、俺みたいなむさくるしいおっさ

んが写ってもアレなんでお前こいや。」と言うも、

「絶対嫌よ！結構あの雑誌幼稚園のママ友も見てるんだから！」

とえらい剣幕で怒られたのですが、怒りながら自分で髪を切っ

たり眉整えたりして、行動と言葉がうらはらでちょっとかわい

かったです。もちろん、当日は率先して写真に写っていまし

た。おもろい人だ。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・06・02（月）

Yahoo！ショッピングへ出店しました。

高知製本の製本所直売本店

おはようございます、高知製本です。

土曜日、とある神社様の御朱印帳をひとまず1000冊納品しま

した！納期が結構タイトだったのでヘロヘロになりながら作成

していたのですが、なんとか納めれてホッとしています。それ

とは別途、高知の印刷物関連も動き出したようで、小物から大

物まで対応に追われて結構バタバタとしております。

そんな中、当社の販売商品もサイバーモールに初出店致しまし

た。Yahooさん。

Yahoo!ショップ店はこちら

ネットのモール系は有名どころだと楽天とかアマゾンですか

ね。楽天は顧客データも取れないから追加販促も打てないし、

ランニングコストが固定で高いし、と今まで出店を避けていた

のですが、Yahooのeコマース革命！ってのにつられてつい

に初出店です。（これって楽天のビジネスモデル崩壊するん

じゃないかな？Yahooショップの出店数は劇的に上昇してい

るようです。）

当社製品の場合は本なので、客単価が低めになります。服や車

売ってる店舗さんなんかは結構利益でているのかなあ。ちゃん

と利益が出ないと継続は難しいのでちょっと頑張ってみたいと

思います。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。



高知製本のブログ

202

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・06・03（火）

御朱印帳新作、近日リリース予定

御朱印帳販売なら高知製本

おはようございます、高知製本です。Yahoo！ショップに出

店も果たし、さあ、頑張ってみようかと考えている今日この頃

です。そんな中、当社の新製品ラッシュも重なり、割と限定物

やハイエンドなプレミアム商品が続々とリリースされているわ

けでございまして。

限定物ばかりが増えても・・・という気もしますので、定番の

商品も新作を出そうと画策しているわけです、とりあえず見本

を作ってみたんですが、なかなか良い感じです。リリース前で

すがちょっとだけお見せしましょう。

こんなのとか。

こんなものとか。
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こんなものまであります。

近日中に発売できるようにしたいと思っていますので、よろし

くお願いいたします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・06・05（木）

御朱印帳新作リリース！

御朱印帳なら高知製本ショップまで！

 おはようございます、高知製本です。

御朱印帳の新作をリリースしました、最近は限定物の和綴じば

かり新作で次々に出していたので、久しぶりの折本形式のもの

です。

こんな感じです。黄八丈っぽいかわいい柄。水戸黄門とかの町

娘とかの着物でよく見かけたりしませんか？なかなかかわいい

と当社の女性陣にも好評です。

取り急ぎ3商品だけ発売開始しましたが、続々と折本形式が新

作で出てくる予定です、お見逃しなく。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・06・06（金）

糸かがり練習中。

上製本ならお任せください、高知製本

おはようございます、高知製本です。

ロット数の極小の上製本が来たので制作してます。絵本なので

糸かがりにしようかなと思っていたのですが、数が少なすぎる

ので機械でやるのはちょっとリスキー＆逆に手間がかかるって

ことで、手縫いでの糸かがりです。

 

 糸でかがれば180度ぱっくり開くので、子供が読む絵本なん

かには最適です。（無線綴じは壊れやすいしね）

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い
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いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・06・07（土）

御朱印帳（人気商品の後継モデル）

御朱印帳の製本所直売店

おはようございます、高知製本です。

最近毎日新作をリリースしているような気がしますが、今日も

新作情報です。

蜀甲文様が美しい和綴じタイプの御朱印帳。限定30冊予定と

なります。

商品ページはこちら

また、下記の四国遍路開創1200周年記念納経帳ですが、黒白

ともに残り3冊づつとなります。現在欠品しているのでご購入

ボタンが押せないようになっています。予約をされている方も

いらっしゃるので確実に手に入れたいという方は別途メールか

電話でご連絡ください。
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商品ページはこちら

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・06・09（月）

限定モデル販売終了・・・

御朱印帳なら高知製本ショップまで

おはようございます、高知製本です。

販売終了品が目立ってきました、限定モデルも1種廃番となり

ます。

なかなか評判がよかったこちらのモデル。販売終了です。リク

エストが多ければ追加作るかも知れませんが、今のところ未定

です。

ここ最近結構忙しくて、ちょっと自社商品を作る暇がありませ

ん。まったり作っていきます。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・10（火）

生地入荷しました。

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳や納経帳を製本会社が直売しているってのは日本全国

でもうちだけかもしれません。いろいろ欠品しだした商品もあ

るので追加生産をかけるため生地を追加で仕入れました。（ま

だリリースしていない企画段階のもの含め）

最近は独特な金襴を使ったパターンの商品が当社では多いで

す。当社で採用している金襴は質もかなり良く、完全国内生産

で作っているものの為、他の安値のものに比べると断然良いで

す。ただ、このような高度な金襴を縫える職人さんが減少して

いるので、安定供給ってところは不安材料ではあるのですが。
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せっかくの日本の神社・仏閣廻りなので、やっぱり「完全国内

生産で行きたい！メイドインジャパンだ！」ってのが当社の思

いでもあったりします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・11（水）

御朱印帳（国内生産や材料へのこだわり）

おはようございます、高知製本です。

当社で販売している御朱印帳や納経帳、お客様にも「かなりマ

ニアックだね。」「ニッチだね」とか「ニッチすぎるよね。」

と、褒め言葉なのか何なのかがたまに不明な事をよく言われま

すが、国産の素材に拘っているのがあまり伝わってないよう

で、こんなサイトを作ってみました。

高知製本の御朱印帳に関して

僕自身、2年前までIT業界でソリューションベンダーやメー

カーを渡り歩いていたのですが、その時の某メーカーにいた時

代に、当時の工場が長野県にあった事もあり、「うちの製品は

国産品です！」的な商談をしていたもんです。IT業界では台

湾や中国がかなり廉価で苦戦していたのを今でも覚えていま

す。（胃が痛くて寝れなかった事も・・・）

今は今で胃が痛いのですが、頑張っていきたいと思います。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・12（木）

欠品情報

おはようございます、高知製本です。

Yahoo!ショッピングに出店し、当社からするとえらい勢いで

商品が売れており少々戸惑っております。小売りに慣れてない

工場のおっちゃんが頑張って運営しておりますので、至らない

点もあるかと思いますが、どうか暖かい目で見守って頂ければ

幸いです。

さて、欠品している物情報です。近日中に生産予定の物、終息

させるものなどありますが、お買いものの参考にしてくださ

い。

御朱印帳、表紙山根紙。青、緑、黄色3色とも欠品です。追加

生産します。
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生産終了品、大菊金襴110ページ御朱印帳。

何名かのお客様に「再販売はないのか？」とお問い合わせを頂

いておりますが、現在再販は未定です。問い合わせ多数になり

ましたらちょっと考えます。

蛇腹の48ページ御朱印帳。欠品ではないですが残り2冊で終

了します。再販売はありません。
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カラバリ5色あります和綴じタイプ100ページの御朱印帳。

紫が在庫豊富ですが、青、赤、濃紺が在庫薄いです。追加生産

します。

引き続きご愛顧頂ければと存じます。よろしくお願いたしま

す。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・13（金）

なんと1位を獲得！

おはようございます、高知製本です。

当社の御朱印帳販売、最近からYahooショップさんにも出店

をしてみたんですが、結構売れ始めており、嬉しい悲鳴を上げ

ております。

そんな中、ヤフーショップでは、ユーザーがキーワードで検索

した際、人気順に商品がまずはヒットするんですが、びっくり

する事に当社の商品が1位で出てくるようになりました。あ

りゃりゃ、たまるかよ、こりゃめったちや。

キーワード「御朱印帳」で検索結果

ね？びっくり、1位です。

（まあ、特価商材で提供しているアウトレット品なのですが

ね。）

確かに結構お買い得だと思いますよ、汚れと言っても大してな

いし、ページ数がちょっと少ないだけだし。表紙のクロスはい

ろいろあるし。なんといっても安いし。拘りがなければ非常に

お買い得な商材だと思います。

実は、高知で土佐和紙のB品商材ばかりを扱うお店が近日オー

プンするんですが、そちらのバイヤーさんもこの商品を200

冊ほど購入予約をされてます。（う～ん、うちの商品で一番売

れているのかも、もしかしたら）

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・16（月）

生地の裏打ち作業

おはようございます、高知製本です。

当社の製品で欠品しだしたもの、新しくリリース予定のものな

どありまして。生地を裏打ちする作業を行っております。

裏打ちとは生地の裏に紙を張り付けて、製本に使用できる状態

にする事を言います。通常よく使うようなクロスは製本クロス

メーカーが裏打ち済みのものを多数ラインナップしているの

で、それらを使用するのですが、当社の製品のようなマニアッ

クな、ニッチなものなんかは製本用の状態になって販売なんか

されてません。よって自社で行わないといけません。

裏打ち終了した布を製本に使用します。これがなかなか手間で
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す。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・17（火）

復活させます！

おはようございます、高知製本です。

完売してからの方が問い合わせが多いとはこれいかに・・・

近々、再販します。

実はこの生地を縫える職人さんがもういません。次回再販も冊

数限定での販売になるかと思いますので、お早めにお買い求め

ください。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・20（金）

大量購入まいどです！

おはようございます、高知製本です。疲れてます。

 

先日、ちょっと時間が余って、けど仕事する気にもならなくて

（おい。）なんとなく

在庫チェックと検品みたいな事をやっていました。下にあるの

はアウトレット商材、B品です。

正規品を作る際に、誤ってページを少なくしてしまったり、糊

が表紙にちょびっとついて色が出てしまったり、そんな商品を

アウトレット品として販売しています。当社の製品は48ペー

ジに統一しているので、だいたい40～44Pぐらいにページ数
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が減っています、汚れはまあ、大して気にならないレベルだと

思います。気がつかない人もいるぐらいなので。

そんなアウトレット品なので、大量購入される方が結構多いで

す。使用する分には全く問題ないのでね。（かなりのまとめ買

いとかあるんですが、どうもバイヤーさんが買っているのかな

？よくわかりませんが。）

いつもお世話になっている、今度高知にオープンするお店のバ

イヤーさんも「これいいね。2～300冊くれ。」って事で購

入予約されてます。

当社の御朱印帳ラインナップですが、アウトレット品から定番

品から、ニッチ品から高級品から限定モデルから、オーダーメ

イドまで。我ながら幅が広いなあ～とちょっと思いました。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター
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 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・21（土）

御朱印帳、ふと思った事。

御朱印帳の制作ならお任せください。高知製本

おはようございます、高知製本です。 某神社様の販売用の御

朱印帳作成がいよいよ佳境になってきました。残り500 冊

作って完納です。頑張ろう！！

さて、この土曜日、高知の各印刷屋さんはお休みが多いのです

が、そんなこんなで当社は今日も営業しております。当社で再

販売を決めた御朱印帳ですが、こちらの生地、金襴がもう仕入

れる事が出来なくなりました。

こいつです。もともと商品企画をする自分としては、金襴の生

地って好きではなかったのですが、これに関しては一目見て、

「あ、これいい！」と直観的に感じました。テストで作成して

販売したところ、お客様の反応も非常によく、再販売する事に

して、更に今後プロパーモデルとして継続販売をしようかなと

考えていました。
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そんな矢先に生地屋さんと話をしたところ、実はこの生地を縫

うことのできる職人さんがつい先日お亡くなりになったとか。

他の職人では縫えないんだそうです。その職人しか持ってない

ノウハウというのが少なからずあって、高知の手漉き和紙もそ

うですが、後継者不足や廉価な外国製品に押された内需の食い

合い、技術継承がなかなかうまくいかない為、日本の本当に良

いものが消えていっているのが非常に残念に思います。

当社の金襴は基本的に国産で完璧な国内生産品ばかりを使用し

ているので、お値段も確かに高いです。ただ、「それでもいい

から良いものが欲しい」というお客様は確かに多くはありませ

んが、全国には少なからずいらっしゃいます。そんなお客様に

支えられ大変ありがたいなと思っているのですが、今後も廉価

なものだけでなく、国内生産に拘った良い物を商品化してリ

リースし続けたいと、再認識した次第です。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店
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・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・23（月）

凸版と金文字に関して

おはようございます、高知製本です。

最近、新規のお客様（とくに製本や印刷初心者のエンドユー

ザーの方）からよく問い合わせがあり、凸版の説明とかをする

機会が多くなってきたのでブログにも概要を記載しておきま

す。御商談前に一読頂ければ写真付きなのでわかりやすいかと

思います。まずはこんな機械です。凸版持ってる製本屋ってだ

いぶ少なくなってきたので、初めてみる方もいらっしゃるかも

しれませんが。

ごついです。真ん中の黒いベールに隠されたところに金属板が

あり、その金属板がゴッツンゴッツンと落ちてきます。手を入
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れたまま落としてしまうと指が無くなります。怖いです。当社

の社長の知り合いで、指が4本ない人も大阪にいるとか。うち

の社長も指が1本ありません。僕もそのうちやっちまうのかな

～とちょっと鬱です。「言うちょくけど、こじゃんと痛い

ぞ。」との事ですが、そりゃあそうでしょう。めちゃくちゃ痛

いらしいです。気をつけるようにします。。。

さて、この金属板に製版した凸版と言われるものを接着させま

す。

こんな感じのものです。凸版は亜鉛や銅なんかで作った版で、

この版に金箔を載せ、熱と圧力で生地に打ち込む事によって、

希望の文字や模様なんかを本の表紙、背表紙なんかに入れるこ

とが出来ます。交換する時が軍手して行うんですが、かなり熱

いです。嫌になります。
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通常良く見かける本だと表紙も印刷した紙だったりしますが、

布やレザーなんかだと印刷できませんよね？また印刷では

「金」なんかは表現できないので、そういった場合、金箔を打

ち込むために使います。金銀だけでなく、赤とか黒とか紺とか

レインボーとか、色もさまざまあります。

こんな感じですね。ピンクのかわいらしい生地に、黒の箔押し

で打ち込んだところです。

凸版も職人の経験と勘どころによるところが結構あって、箔が

なかなかのらないとか、生地との相性とか、同じ生地でもロッ

トが違えば微妙に箔の入りが変わってくるのでそれを見極めた

りとか。どうしても箔の入りが悪い時には裏技（企業秘密で

す。）使って打ち込んでみたりとか、いろいろあります。

 



高知製本のブログ

237

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・24（火）

御朱印帳（オーダーメイド）

御朱印帳の製本所直売店、Yahoo!ショップオープン

おはようございます、高知製本です。

仕事の合間を見つつ、オーダーメイドの御朱印帳の依頼があっ

たので制作をしております。

中身奉書ですが、色紙で挟み込んでいます。（ちょっとわかり

にくいかな）
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角切れという布をつけたところ。ここから表紙をつけて和綴じ

で縫っていきます。

オーダーメイドはなかなか手間がかかるので、一カ月ほど納期

を頂いたりしています。一生ものの、他の誰も持っていない御

朱印帳をオーダーしたいなら、一度ご相談くださいませ。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・25（水）

本の修理（古いアルバム編）

おはようございます、高知製本です。

数は少ないですが、定期的にお客様よりご注文がある仕事、そ

う、本の修理です。通常製本業は印刷屋や出版社より注文を受

けるケースが大方ですが、修理の場合は一般のお客様より直接

お問い合わせがあります。

ここ最近多いのが古いアルバム系。昭和初期や明治時代のもの

などが多いです。

ぼっこぼこだったアルバムがこんなに綺麗になりました。

100年近く経つと、昔の酸性紙で作られたような本はボロボ

ロと崩れ落ちてきます。先日もそんなアルバムがありました。
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1860年代くらいに木から直接セルロースをとって紙にする技

術が開発され、大量生産も可能だったのですが、最近になって

図書館等でも非常に問題になっているのがこの酸性紙です。ほ

んまぽろぽろと皮みたいに砕けていきます。手こずります。

本に歴史あり、人に歴史ありですな～。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・27（金）

欠品、追加生産情報

おはようございます、高知製本です。

欠品と追加生産の御連絡です。限定四国納経帳、大菊110P御

朱印帳を追加生産しました。
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また、下記の200P双竜金襴、佐賀錦調御朱印帳、蜀江御朱印

帳は欠品中です。

7月頭に追加生産する予定です。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・28（土）

ほっとこうちに取材されました♪

おはようございます、高知製本です。

高知の人間ならみんな知っている。県民76万人が皆知ってい

る高知のタウン情報誌、我らがほっとこうち様に当社が取材さ

れました。（パチパチパチ）。こらこら、そこの大都会にお住

みになっているあなた、「人口少な！！」とか突っ込みはなし

です。ええ、少ないです。田舎ですよ、綺麗な大自然がいっぱ

いです。だから土佐和紙も綺麗なのです。さて、写真を貼り付

けてみます。えいや！

おお！すごい、全くよくわかりませんね。携帯カメラの限界を

感じます。今月号なので、機会がありましたら是非ご覧くださ
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い。当社の直販サイトやYahoo！ショップ店で使用している

商品写真も実は私の携帯カメラで撮影しています。レンズのと

ころが一か所曇ってしまっているので、お客様からの問い合わ

せで、

お客様「写真見ると、シミみたいなのがあるんですが、商品は

大丈夫なのですか？」

私「ああ、すいません。携帯カメラのシミです。携帯ボロくて

すいません。」

 

みたいなやりとりを何度かしたことがありす。個人的にスマー

トフォンは好きではなく、今でもガラケー使っています。

良いカメラで撮ればもっと綺麗に写るかもですが、贅沢は敵で

す。欲しがりません勝つまでは。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック
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 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・06・30（月）

追加在庫をザクザク作成

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳で欠品している商品をザクザクと作成しております。

えいや！

複雑な和綴じで縫っているので、縫う時間も四つ目和綴じの3

倍くらいかかります。結構繊細です。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・01（火）

新商品のリリース情報

おはようございます、高知製本です。

先日、御朱印帳の新製品を3アイテムリリースしました。折本

形式の小型本になります、なかなかかわいい感じでグッドで

す。当社の直販サイト、もしくはYahooショップ店で販売し

ております。

商品名：御朱印帳（菊づくし）、48ページ、折本
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商品名：御朱印帳（江戸屏風）、48ページ、折本

商品名：御朱印帳（紅小花）、48ページ、折本

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・04（金）

御朱印帳（超・ハイエンドモデル企画中）

おはようございます、高知製本です。

最近は定番の折本御朱印帳のリリースが立て続けに10アイテ

ムほどありましたが、久しぶりのハイエンドモデルを構想中で

す。ヤバイです。。。カッコいいです。また社長に「おまえ、

趣味で作ってねえか？」と怒られそうです。（売れなかったら

強制終了させられてしまうので、なんとか頑張って売りたいと

思います。）

概要をちょっとだけお話しすると。

四国遍路用限定納経帳で、別格霊場もいける。。。とか。

非常に珍しいピンクの下地の金襴を採用したもの。。。とか。

手漉き和紙。。。おっと、これ以上はまだ話せないや。

多方面、仕入関係でいろいろと商談中ですので、すぐに全ては

リリース出来ませんが、まったりとやっていきたいと思いま

す。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本
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・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・07（月）

追加生産案内

おはようございます、高知製本です。

当社製品の追加生産案内を致します。概ね、今週中には再販売

が開始できるかと思います。

佐賀錦大菊、追加生産中。

双竜金襴、追加生産中。

金襴大菊、追加生産中。（現在庫残り3冊）

蜀江文様金襴、追加生産中。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・08（火）

在庫補充しました。

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳の各ラインナップ追加生産しました、現在Yahoo!

ショップや当社直販サイトでお買い求め頂けます。

これとか。

こんなのとか。

 

よろしくお願いいたします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・09（水）

御朱印帳の新作リリースしました。

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳の新作をリリースしました、ひとまずこれで夏の新作

ラッシュは終了となる予定です。他にも企画しているのはある

のですが、秋頃リリース予定となります。当社直販店と

Yahoo!ショップ店でお買い求め頂けます。

赤地の吉祥柄、しまった色合いがイカス！

珍しいピンクの金襴、限定生産予定！

鳳凰が舞う！130ページもの大増量御朱印帳！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・10（木）

新作御朱印帳の御案内

おはようございます、高知製本です。

昨日リリース案内をした新作の御朱印帳ですが、軽く解説など

してみたいと思います。まずはこちら！

鳳凰と華紋がイカス生地です。全体的に金糸がちりばめられて

おり、正直神々しいです。うん、神々しい。

和綴じの部分は御朱印帳では珍しい（というか、当社でしか

やってない。汗）亀甲綴じという和綴じで縫ってます。芳名帳

とか、おめでたい関連のノートなんかにたまに見られる縫い方

ですね。

ページ数は130ページを確保しています、1冊でかなりの神

社・仏閣関連の御朱印が頂けると思います。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・11（金）

御朱印帳特価出します。

おはようございます、高知製本です。

当社の御朱印帳ラインナップのいくつかに特価出します。期

間、数量限定となりますので、早い者勝ちとなりますので、是

非この機会にお買い求めください。
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販売価格税込760円です。特価期間は予告なく終了しますの

でよろしくお願いたします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック
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 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・12（土）

御愛顧感謝！！

製本なら高知製本！

おはようございます、高知製本です。

おかげ様で高知県外の新規のお客様分だけで8月は前年度とほ

ぼ同額を受注しました。誠にありがとうございます。死ぬほど

忙しいけど、前向いて頑張っていきますので引き続き御愛顧の

ほどよろしくお願い申し上げます。

北海道から沖縄まで、製本の御相談は是非当社まで御連絡くだ

さい。営業日なら即日見積もり送付します。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・14（月）

欠品情報（双竜金襴200P御朱印帳）

おはようございます、高知製本です。

表題商品欠品しました、追加生産に2週間程度かかります。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・15（火）

欠品続き、すいません。。。

おはようございます、高知製本です。

7月頭に追加生産した分でも、再度の欠品が出始めた商品があ

ります。また追加生産しますので引き続き御愛顧頂ければ

と。。。(2週間ぐらいかかります。。。すいません。）

当社の商品に関しては、結構な原価率と申しますか、価格も高

いですが原価も他の会社さんが販売されているものに比べると

非常に割高な素材を使用しています。一例を申し上げる

と、、、表紙に使用している金襴生地の原価だけで、通常の御

朱印帳がまるごと1冊買えたりするような原価率です。（良い

ものに拘って作ると、そうなっちゃいますよねどうしても）

ロットかまして中国当たりで作っているような金襴は当社では

採用していません。完全国産品です。

生地だけでもそんな感じです、その他諸々も何をかいわんやと

いう事です。（わお！）1冊当たりでの在庫金額が高額なので

たくさん作りすぎると、在庫金額が増えすぎて正直しんどいん

ですよね。社長が怒り出します。

会社的に、個人的にもどうしても「国産品、メイドインジャパ

ンに拘って、良い物を使って商品化をし、販売をしたい！」と

いう想いがありますので、そんなふうになっちゃいます。いろ

んなところが御朱印帳を販売していますが、製品に関してその

ようなこだわりを持った会社が日本中で1社ぐらいあってもい

いのではないでしょうか？という想いで作ってます。ただその

代わり、ご購入頂いたお客様からは非常に評判が良いです！

今後、良く売れる人気のある商品に関しては、もう少し常備在
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庫を増やしておくようにしますが、そのような理由で少量づつ

生産＆販売しておりますので、御迷惑をおかけする事もあるか

もしれませんが、御了承頂き、暖かい目で見守って頂ければ幸

いです。

以上、高知製本からの言い訳でした。（えへっ）

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・16（水）

上製本がい～っぱい♪

上製本なら高知製本

 おはようございます、高知製本です。

御朱印帳作成と並んで、非常に手間のかかる製本があります。

そう、上製本。本物の上製本、丸背上製本、糸かがり！最近は

コストの兼ね合いからか無線で綴じて装丁だけ上製本にするよ

うなものが多いので、こういった本物の上製本は腕が鳴りま

す。

当社の上製本は手作業の工程が多いのが特徴です。ラインを組

んでいる大きな製本会社さんだとほぼ機械で作り上げるでしょ

うが、当社は手作りです。喉への糊入れも何層にも分けて糊入

れを刷毛で行うため強度が違います。壊れにくいと評判です。

高知で糸かがりが出来るのは、実は当社しかありません。昔、

糸かがりのミシンを購入した印刷屋さんも何件かあったのです

が、よ～使わんくてみんな放棄しちゃいました。難しいんです

よ結構これ。

専務に教えてもらいながら、頑張って体得中です！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・19（土）

丸背上製本！

おはようございます。高知製本です。

本日は丸背上製本の作業をちょっとお見せします。

背中に丸みを持たせる事を丸背と言います、背中の丸みを出

し、スピンをつけて、ヘドバンつけて、背固めをしている様子

です。最近では全自動の上製本ラインとかあって（ドイツ製の

コルブス社とかが有名）大量生産系は大手の製本屋がチャッ

チャカチャッチャカ作成しています。うちは刷毛を使って職人

が1冊づつ丁寧に糊入れをしていきます。

量産するって事を考えるとやっぱり機械には及びませんが、そ

れでも手刷毛でやる事によるメリット、機械に勝るところって



高知製本のブログ

278

のもあるんですよ。一番は、強度が全然違います。当社の場合

は本の修理なんかも結構やっているんですが、まあよく壊れる

壊れる。上製本でさえ強度が弱く壊れてしまい、「直してほし

い」ってお客さんは多いです。うちの場合は「一生持つ、壊れ

ない本」というのが社是でして、糊も柔軟性のある糊を何層も

重ねて塗り固め、自然乾燥させてという工程をとります。非常

に壊れにくいです。一見すると同じように見えても、中身の見

えないところが非常に手間がかかっていたりするんですよね。

まあ、プロにしかわからない拘りではあるのですが。

なんでもかんでも機械って考え方はあまり好きではありませ

ん。コストを抑えて量産するってのも大事だとは思いますが、

1冊づつ丁寧に作るってところも大事だと思います。なので、

値段だけで最安値を探して相見積もりとったりする方は御遠慮

ください。うちでは合わないと思います。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店
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・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・21（月）

続・丸背上製本

おはようございます、高知製本です。

世間様は三連休ですか、そうですか。当社は本日も稼働してお

ります、そうですよ。

丸背上製本。中身の工程終了～♪あとは、表紙を作って、金文

字打ち込んで、中身と表紙を合体させれば完了です。あ、カ

バー掛けもします。

ああ、しんどかった。。。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・23（水）

丸背上製本納品

おはようございます、高知製本です。

先週から作っていた丸背上製本、やっとこさ納品にこぎ着けま

した。

背文字に金文字凸版を打ち込み、背中を丸めて背固め。最後に

見返しに糊を入れてブックカバーをかけ、謹呈をはめれば完成

です！おつかれさまでした！！

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・07・24（木）

折まくり！綴じまくり！

おはようございます、高知製本です。

無線綴じが何口か入ってますので、ひたすら折っています。折

機の部屋に缶詰です。疲れがたまってきているので、昨日はバ

スクリンを購入し風呂に浸かりました、ちょっと調子が良いで

す。

シャン！シャン！シャン！て感じに紙が吸い込まれていき、全

紙という大きな紙をページがきちんと合わさるような方向で折

ります。
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折上がったものが排出されてきます。当社の折機はドイツ製の

ハイデルベルグ社製品を使っています。国産の折機に比べると

信頼度が高いです。（お値段も高いですが。汗）どうしても製

本の機械関連はドイツ製品の方がいいですよね。国産品もだい

ぶまともになってきましたが。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ



高知製本のブログ

286

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・08・02（土）

忙しいっす。

おはようございます、高知製本です。

なんやかんやと、今年の夏は忙しく働いております。製本業は

そこそこガテン系の仕事なので、体がミシミシいって油切れみ

たいになってます。最近、風呂に入る時はバスクリンを投入し

て入るようになりましたが、そのおかげか、すこぶる調子が良

いです。

さて、久しぶりに生地屋さんへ行って何種類か生地を仕入れて

きました。男性向け、女性向けと商品を出すつもりなのです

が、私が選ぶ生地はどうせ女性陣に全て没にされ、「一体どん

なセンスしてんの？」と駄目だしを食らう事が容易に想像でき

るので、妹と嫁を連れて選ばせました。どんな商品にしようか

と仕事の合間にいろいろと考えています。まあ、まずは裏打ち

しないといけないのでそこはちょっと鬱なのですが。。。

当社の御朱印帳も生産終了品が結構目立ってきました。どんど
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んと新商品を投入していきますのでご期待ください！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・08・08（金）

磯の茶屋へ行ってきた。

おはようございます、高知製本です。久しぶりのブログ更新は

製本に全く関係のない事だったりします。最近忙しくて、どう

もブログを書く気にならないというか、ヘトヘトという

か。。。台風も来ており、高知が年に一度の大盛り上がり＆外

貨獲得チャンスのよさこい祭りが中止になりそうです。気にな

ります。

昨日は、東京から前に僕が勤務していた会社の同僚が出張で高

知に。昨年はWindowsXPのリプレイス需要がすごかったら

しく、年商大台に乗ったとか、タブレット関連ででかい取引が

始まったとか、いろいろと景気の良い話を聞いて、負けてられ

ないなとふんどしを締め直しましたですよ、はい。

さて、そんな同僚を連れて、うまいかつおの店に行きました。

磯の茶屋さん。
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（途中まで食ってから、写真を撮りました。すいません。）

高知は居酒屋レベルでもかなりうまいかつおが食べれるので有

名ですが、ここのかつおは絶品という噂で、僕自身も初めて

行ったのですが確かにおいしかった。観光客がいっぱい入れる

ような店ではなく、街の小料理屋です。「これを食ったら東京

で、もうカツオの刺身なんか食えないよな～くさくて。」と同

僚もご満悦。カツオの塩タタキ、ポン酢、刺身とフルコースを

食べながら楽しい夜を過ごさせていただきました。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝



高知製本のブログ

292

2014・08・09（土）

限定納経帳、残り在庫わずか！

おはようございます、高知製本です。

ブログのテンプレートをすっきりと海に変更してみました。高

知と言えば海、山、川と、まあ平たく言えば田舎って事なんで

すが、大自然に囲まれた県です。県内GDPが全国最下位と

か、離婚率No１とか、そんなネガティブ情報は気にしませ

ん。しないようにしています。

さて、先日リリースした四国八十八か所遍路用の限定納経帳、

残り在庫もわずかになりました。

鳳凰と華紋の金襴生地、非常に高級品です。中身は土佐和紙を

使用し、各札所名とご詠歌も印字しています、内容量は100

ページ！

是非ご検討くださいませ。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝
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2014・08・12（火）

夏期休業の御連絡

おはようございます、高知製本です。

当社は本日、8月12日より8月17日まで夏期休業となりま

す。期間中のお問い合わせやお見積り、商品発送は8月18日

より順次対応してまいります。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・20（水）

諸々忙しいっす。

おはようございます、高知製本です。

通常製本の業務が忙しく、なかなか自社の商品を作る間があり

ません。お盆の前後は糸かがり手帳、東北の神社様へと納める

御朱印帳、九州で新しく立ち上がる天草霊場の和綴じ本、絵本

の上製本、ゲームキャラクターの豆本グッズという具合に非常

に手間のかかる製本が多く、てんてこ舞いでした。

なので、当社の欠品している商品、お待ちいただいているお客

様にはご不便をおかけします。なんとか、来週ぐらいから時間

が取れそうなので、まとめていろいろと制作できればと思いま

す。
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これらから優先的に作っていきます。

あと、新商品も同じタイミングくらいに出したいな～と考えて

いますが、こちらはまだ未定です。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・21（木）

御朱印帳納品

おはようございます、高知製本です。

やっとこさ、東北の某神社様用の御朱印帳を完納です。

～蛇腹（折本）形式の最も一般的な御朱印帳。最後に1冊1冊

検品している様子～

最近はクソ忙しくて、写真を撮るのも忘れていたので、これぐ

らいしかありませんが。まあ、なんとか無事納めれてホッとし

ています。すごく手間のかかる製本の仕事がここ最近は多かっ

たのですが、これも修行ですな。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・22（金）

新作リリースしました。

おはようございます、高知製本です。

もうすぐ秋！食欲の秋、読書の秋、御朱印の秋です！私もよく

四国八十八か所札所の竹林寺へと紅葉を見に行ったりします。

秋の物悲しさが一年の中で一番好きかもしれません。

さて、そんな御朱印帳ですが、折本形式の新作を2点リリース

しました。

金文字が「ビカッ」としまったものと、ピンクに黒文字を打ち

込んだものの2種類です。金文字版は当社のこちらの製品の奉

書版になります。土佐和紙版は秋頃再販売の予定となります。

お買い物は当社の直販サイトかYahoo!ショッピング店まで！
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よろしくお願いいたします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・26（火）

商談　in いの町

おはようございます、高知製本です。

昨日はちょっと遠出をして、いの町へと和紙の商談に行きまし

た。

途中で車を降りてちょっと撮影。仁淀川が綺麗です。連日の雨

の影響でまだ若干白くなっていますが、普段はもっと青々とし

た川です。リバーカヤックを楽しんでいる連中がいたので、う

らやましいな～と思いながら商談に行きました。

現在、1年近くもず～～～っと企画している製品があり、その

製品に使う紙で手漉き和紙を考えています。多方面への折衝の

結果、やっと8割ほどうまく話がまとまり、いよいよ製品化に
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移ろうかという感じになっています。土佐手漉き和紙を使った

御朱印帳、細部にまでとことんこだわった商品になる予定で

す。

ものすごく良い商品になりそうです。御期待ください。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・27（水）

欠品製品を続々追加生産！

おはようございます、高知製本です。

ここ数日、一気に欠品している当社の製品を補充するため追加

生産をかけました。

とは言っても、基本的に和綴じや折本は手間のかかる仕事この

上ない製本なので、そんなに多くは作ることはできませんが、

しばらく持ちそうであろう分は在庫する事ができております。



高知製本のブログ

304

限定納経帳（黒白、残り2冊づつのみ。）、桃色丸華紋のかわ

いい御朱印帳や双竜200ページ金襴御朱印帳なども再販売中

です。四国お遍路の1200周年開創記念として、新しい限定納

経帳もリリースしています、お見逃しなく！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター
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 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・28（木）

続・ほっとこうち掲載

おはようございます、高知製本です。

高知の人間ならだれでも知っている、県民70万人がみんな

知っている、我らが高知の情報誌「ほっとこうち」にまたまた

当社の製品が掲載されました。

[小さくて可愛いと評判、豆本作成簡単キット]

 

ミニミニサイズのものがいろいろと流行っているようで、当社

の豆本も紹介されています。他にもお寿司やブーツなど、ハン

ドメイドの小さいサイズの商品。うち以外にもいろいろとある

みたいで、なるほどちょっと感心してしまいました。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・29（金）

限定納経帳、四国遍路＆別格霊場編

おはようございます、高知製本です。

四国八十八か所遍路の開創1200周年記念モデルを新たにリ

リースしました。

はい。こちら。限定生産7冊のみです。

金の鳳凰と華紋が煌びやかで美しい装丁で、和綴じは珍しい亀

甲綴じを採用しています。まあ普段めったに見る事は出来ない

和綴じだと思いますので、なかなかおもしろいかと思います

よ。また、こちらの限定納経帳は別格霊場、番外霊場20か所

の御朱印も1冊にまとめて頂けるように、後半に30ページ近

い空白ページを設けて120ページ構成にしております。
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カラバリあり。濃紺もありまっせ～。

バイクで通勤しているのですが、ちょっと風邪が冷たく感じら

れるようになってきました。まあ、今年の夏は高知は雨ばかり

でほとんどお日様を見ていないのですが、そろそろ秋の気配か

なあ～という感じです。

秋の新作、そのうちリリースしますので、引き続きよろしくお

願いいたします。

 

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・08・30（土）

お客様の声御紹介

おはようございます、高知製本です。

また当社のお客様より嬉しお便りが届きました。下記に掲載さ

せていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

さて、納経帳自体は、当然ながら「御朱印を頂くための帳面」

ではありますが、

この納経帳の仕立て・デザインや制作過程の一環も含めて、こ

れ自体が立派な作品だと思っております。

こういった国産手工芸品は、もっと注目されましても良いかと

思っております。

貴社の納経帳はどれも、このクオリティでこのお値段は充分納

得できる出来栄えだと考えております。

 

和帳制作は御苦労も多く、ニッチな産業ではあろうかと思いま

すが、

そういうところにこそ、ツウなマニアックなファンもいると思

います。

 

高知製本様は、必ずやそういったユーザーのご期待に応えて頂

ける、

骨のある気概を感じずにはいられません。

どうかこれからも、「御朱印帳業界のアウトサイダー」とし

て、

商品と企画力に自信と信念を貫き通して、御朱印マニアの隠れ
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たアジトとして、

いつまでも良い「作品」を送り出してください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 

いや～、御朱印帳業界のアウトサイダーですか。うん。アウト

サイダーってなんか響きが

カッコいいですね。気に入りました。お客様からメールなどで

お便りを頂くと、なるほど

励みになるというものです。苦労も報われて優しい気持ちにな

れます。ありがとうございます。

 

アウトサイダー！今後も当社はあうとさいどります。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・02（火）

御朱印帳（納経帳）の着せ替えサービス

おはようございます、高知製本です。

神社やお寺で御朱印を頂く用の帳面を御朱印帳と言いますが、

こちらの御朱印帳の装丁を着せ替えするサービスなんかも当社

ではやっていたりします。

ちなみに、今お預かりしているお客様の御朱印帳がこちら。

躊躇せず、紐をぶち切ります！どりゃ！
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さらにこいつを勢いよく壊します！えいや！
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こんなになりました。バラバラです。

ここから、新規で作った表紙を再度和綴じで仕上げ、着せ替え

の完成です。見た目が変わると気分も変わるというもの。お問

い合わせはいつでもどうぞ！

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・03（水）

オーダーメイド御朱印帳の完成

おはようございます、高知製本です。

発注数は多くはありませんが、ちょくちょくと依頼があるのが

オーダーメイド品。結婚式用とかなんかしらの保存用とか、御

朱印帳なんかもたまにオーダーメイドでの作成依頼がありま

す。どこにもない物を一から企画して作るってのは気持ちがわ

くわくします。おら、わくわくすっぞ！

今回は作業の合間にゴトゴトと作成をしてオーダーメイド御朱

印帳を作成しました。

写真じゃちょっとわかりずらいかもですが、全色パステルカ

ラー系で発色がよくて、なかなか良い感じに仕上がっていま

す。メーカー作成の既成の御朱印帳じゃなく、自分だけの御朱

印帳を持ちたい！　という御要望は多くはありませんがたまに

あるので、結構楽しく仕事をさせてもらってます。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



高知製本のブログ

320

2014・09・04（木）

御朱印帳の新作リリースしました。

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳の新作を7点ほどリリースしました、秋の新作とでも

いいましょうか。まずはこちら。

踊る獅子！カッコいい！インパクトあります。中身はもちろん

土佐和紙を採用し、

100ページのボリュームが嬉しい和綴じタイプの御朱印帳。

和綴じもちょっとおしゃれに

高貴綴じを採用しているので希少感もありグッドです！
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こんなのも。花柄かわいい御朱印帳。

今回の新作は金襴生地ではなく、和柄の織物を使って商品化し

ていますので、当社の限定金襴シリーズに比べるとお値段も

とってもリーズナブルだと思います。

当社のYahoo!ショップ店か高知製本ショップ本店で販売中！

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・06（土）

豆本作成

おはようございます、高知製本です。本日土曜日、半日営業し

ています。

印刷業界は夏の暇な時期を迎えておりますが、当社ではいろい

ろと自社企画商品の制作と販売であったり、メーカー様の御朱

印帳やら豆本やら作成していたりと、割と忙しい日々を送って

おります。

とあるゲームメーカーより依頼のあった豆本を作成中。表紙を

布クロスで巻いたところ。相変わらずちっこいですな～。豆本

は出来上がった時のちっこいキュート感がなんともたまりまへ

ん！って感じです。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・08（月）

月の名所の桂浜、水族館へ行ってきた。

おはようございます、高知製本です。

高知はもとより、全国的に大雨が続いた今年の夏。高知の8月

は晴れの日が3日もなかったんじゃないかな？というぐらいの

勢いでした。夏らしい遊びもほとんどできなかったため、チビ

の要望で桂浜水族館へと日曜日は行ってきました。

水族館の前から桂浜を撮影。風があったため、海面もチョッ

ピーな感じ。



高知製本のブログ

326

竜馬で有名な竜王岬。

9月の日曜日って事で、観光客もそこそこ入っており、お土産

物屋さんも繁盛している感じでした。当社の豆本シリーズも販

売されております。

1つアイデアを思いついたのですが、竜馬や中岡や武市なんか

の維新の志士を使った御朱印帳なんか作って桂浜で販売したら

売れるかな？う～ん。どうだろう。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・09（火）

和装本用の糸染め加工

おはようございます、高知製本です。

和綴じ用、当社で用意している紐はカラバリをいろいろと揃え

ております。これ、自社で染めてます。

画家のアトリエみたいに、絵具びょ～んって感じでちょっと汚

いですが、こんな感じ。結構手間暇かけてます。

ちょうどスカイブルーを染めていたところです。

今回は8色を用意してみました、新色はピンクです。なかなか

かわいいですよ。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・10（水）

豆本大量作成中

おはようございます、高知製本です。

とある会社様のゲームキャラクターグッズとして、大量に豆本

を作成しております。

本の中身となる部分を撮影してみました。装丁は上製本なので

割としっかりとした仕上がりに最終的にはなる予定です。本の

表紙に金文字を打ち込むので小さいながらも本格的、結構リ

グってます。（土佐弁：りぐっちゅう=凝っている、豪華等）
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当社で販売している豆本がこちら。小さすぎ。赤ちゃんみたい

でかわいらしいです。もちろん中身に文字を書く事もできま

す。（小さすぎて読めないでしょうが。。。）

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・12（金）

納経帳完売！

おはようございます、高知製本です。

先日、熊本で立ち上がる天草霊場会様の仕事を担当させて頂

き、天草八十八か所巡り用の納経帳の作成を当社でさせて頂く

事になりました。

担当の方より入電有り。速攻で売り切れたようで、追加の御注

文となるようです。いや～、嬉しいですね。お客様のチャレン

ジ、新しい試みを支援させて頂く事ができまして、当社として

も嬉しい限りです。

～当社の四国八十八か所用納経帳はこちら。限定商品っす。～

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・17（水）

御朱印帳の新作、間もなくリリース予定

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳の新作を間もなくリリースしたいと思います、限定金

襴シリーズになりますので、数量もあんまし作りませんが、な

かなかカッコイイ＆かわいい御朱印帳がいくつかラインナップ

されると思いますのでご期待ください。

金襴生地を裏打ちして、表紙巻きまで終了したところ。ふ

う。。。疲れた。薄手の一般的に製本で使用されている金襴と

違い、当社で採用している金襴は機織も密なので、結構なガサ

があり、加工に非常に苦労します。だいぶなれてきましたが、

裏打ちと表紙巻きが一番キツイっす。

高知製本ショップ本店とYahoo!ショップ店でまったり販売し

ていきます。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・18（木）

紐染め完了、縫いに迷う。。。

おはようございます、高知製本です。

先日より、暇な時間を見つけてはコトコトと和綴じ用の紐を染

めておりました。やっと完成です。

今回は10色かな。用意してみました。ピンクとライトグリー

ンがなかなか綺麗です。さっそくライトグリーンを使ってみる

か。
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この生地に使用してみよう。地に唐草文様があるので緑繋がり

で見た目もいいでしょう。
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こっちは唐草の色がちょっと濃い目なので、濃いめの緑で綴じ

てみる。

仕上がったら販売開始します。ちなみに、この2種類のカラバ

リは四国八十八か所遍路用の納経帳になります。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本
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・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・21（日）

四国八十八か所遍路用納経帳、新作です。

おはようございます、高知製本です。

四国八十八か所遍路用の納経帳ですが、新作をリリースしまし

た。

龍と鳳凰のコラボ。高級な金襴生地を使用した逸品！カラバリ

もあるでよ。
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和綴じは麻の葉綴じで綴じており、堅牢性と美しさを誇りま

す。

総数は20冊程度作成します。あまり多くは販売しません為、

お早めにお買い求めくださいませ。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック
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 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・29（月）

秋の新作御朱印帳リリース！

おはようございます、高知製本です。

秋です。お腹が減ります。さて新作です。

おしどり柄のかわいい御朱印帳です。110ページの土佐和紙

構成にしてみました。先日和綴じの紐をピンクに染めてみたん

ですが、さっそくピンクを採用して作っています。
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最強シリーズに新作登場！200ページ構成の分厚い御朱印帳

です。金襴ですが、金だけじゃあございません。カラー箔と

いって、赤やピンクの光り輝く糸を縫い込んでいます。びっく

り級！

 

どちらも数量限定、あまり多くは作りません。お買い求めはお

早目にどうぞ！

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・09・30（火）

桃色丸華紋御朱印帳追加生産しました。

おはようございます、高知製本です。

人気の桃色丸華紋の御朱印帳ですが、やっと追加生産しまし

た。

ちょっとづつ作っていますが、そろそろ終わりが近づいてきた

感じです。限定商品なのでお見逃しなく。

あ、あと双竜金襴200P御朱印帳も追加生産しています。

個人的に一番好きな御朱印帳がこれです。カッコいいぜ！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い
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いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・10・04（土）

新技に挑戦！

おはようございます、高知製本です。

御朱印帳の制作で、ふと思った事があり、試してみようと思い

ます。もし実現すれば生産性が1.5倍になります。

難しそう。出来るかな。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・10・07（火）

商品の注文、発送に関して

おはようございます、高知製本です。

当社の直販サイト、高知製本ショップ、Yahoo!ショップ店共

に、店長が出張の為10月8日、9日の商品出荷がお休みとな

ります。（商品の御注文は通常通り可能です。）あらかじめご

了承頂きますようよろしくお願いいたします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・10・23（木）

神社様の御朱印帳作成してます。

おはようございます、高知製本です。

当社の自社販売している御朱印帳以外にも、神社で販売するも

の、メーカーが販売するもの、量販店で販売するものなど多種

多様な御朱印帳を作成していたりもします。（むしろそっちの

方が数は圧倒的に多いのですが。OEMってやつですね、言っ

てしまえば。）

御朱印帳である和綴じや折本は製本できる製本所もかなり少な

いのが現状です。まあ、当たり前と言えば当たり前ですが、通

常製本に比べて圧倒的に需要は少ない製本ですから、商売とし

て成り立ちづらいわけです、確かに。当社も売り上げのほとん

どは通常の無線、中綴じ、上製本、論文、合本などの通常製本

です。
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こちらは表紙の生地、断ち切って、裏打ちして断裁してから

やっと製本の工程に取り掛かる事が出来ます。結構手間がかか

るんです。
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柄の寸法に合わせて断ち切ります。断裁機で切ったり、人がハ

サミで切ったりいろいろです。こういった繊細な仕事は女性の

方が向いていますよね、当社でも女性陣が大体対応します。

今回のこの御朱印帳の場合は、裏と表の柄が繋がっているの

で、採寸もかなりシビアに行わないとガタガタになってカッコ

悪い事になったりします。表紙の裏と表を合わせて見てみる。

うん、合格ですね。柄合わせもなかなか難しく、製本屋の持っ

ているノウハウがないとなかなかうまくいきません。

御朱印帳の企画、制作などは是非一度当社にご相談くださいま

せ。全国への納品実績も豊富、いろいろとご提案もできるかと

思います。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・03（月）

見比べてみる。

おはようございます、高知製本です。

当社の人気御朱印帳をそろそろ追加生産しようかなと思ってお

ります。蛇腹（折本）形式の御朱印帳ですが、日本国中全ての

神社様、メーカー等も奉書を使用していますが、唯一うちだけ

が土佐和紙を使ったものを商品化していたりします。この紙、

なかなか評判がいいんです。

最近忙しくてブログの更新がおろそかになっています。反省。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・06（木）

某霊場の納経帳

おはようございます、高知製本です。

某霊場の公式納経帳、弊社で作成させて頂いております。

こんなのとか。
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こんなのとか。

う～ん、綺麗！

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・12（水）

岡崎城見学

おはようございます、高知製本です。

先日、名古屋へ出張に行った時、岡崎城を見学しました。私自

身は大学時代を名古屋で過ごした事もあり、また嫁の実家が名

古屋という事もあって親しみのある街なんですが、岡崎まで行

くのは初めてだったので仕事＆観光といった感じです。

徳川家康の生誕の地だそうです。企画展示館みたいなのがあっ

たのですが、その前にやたらとギャルや昔ギャルだったような

女性が多かったのでなんかのツアー客かな？と思ったら、戦国

武将隊とかいうイケメンがお目当てだったみたいです。わたく

し、イケメンは嫌いです。笑顔が素敵すぎるんです、こいつ
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ら。くそ。

グレート家康　葵武将

 ちなみにその企画展示室の中に、関ヶ原の戦いの展示説明が

あったのですが、これすごいおもしろかったです。なかなか

凝った作りになっていて、7分間（確か。）の見ごたえのある

ジオラマ＆動画説明です。

時間がなくて、岡崎城にのぼるまでは出来なかったのが残念。

周囲を改装工事というかいろいろとトンカントンカンとやって

いました。来年は徳川家康の顕彰400周年という事でその準

備なのでしょうか。
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岡崎城の隣に神社もあり。御朱印も頂けるのかな？

 

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・18（火）

ブログ一周年

製本屋がブログ始めました。

おはようございます、高知製本です。製本に関する事をつらつ

らと綴っていこうかと考えて、ブログを始める事にしました。

慣れない製本屋のブログですが、いろいろと書いていこうかと

考えて...

>続きを読む

 

おはようございます、高知製本です。

 

月日のたつのは早いもので。

ブログやり始めて一年がたったようです。

 

「ブログ楽しみにみてます。」とかブログを見ての問い合わせ

が結構あって、元々筆不精ながらも楽しく書かせて頂きまし

た。

 

仕事が忙しく、死んでいる時は更新が止まってしまいますが、

これからもまったり書いていきたいと思います。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・20（木）

高知空港のお遍路色がすごい。

おはようございます、高知製本です。

先日、名古屋へと飛行機で出張行きましたが、FDAってめ

ちゃくちゃ安いんですね。事前に予約すれば名古屋まで夜行バ

スを使うよりも安いような料金でした。びっくり。

さて、現在四国八十八か所巡りは開創1200周年という事でい

ろいろと盛り上がっております。ちなみに高知空港ではお着替

えｺｰﾅｰなんかも昔からあるようです。

すごいっすね。
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365

各寺で頂く御朱印がずら～っと並んでおり、なかなか圧巻で

す。
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各霊場ではイベントも行われているみたいで、遍路開創1200

年の盛り上がりが感じられます。

当社もお大師様にあやかって、開創1200周年の記念限定モデ

ルである納経帳をいくつかリリースしています。
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こんなのとか。

こんなのも。

数量限定でわずかしか作ってないので、お買い求めはお早目に

どうぞ！

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い
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いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



高知製本のブログ

369

2014・11・22（土）

高知の野菜、チャーテを食す

おはようございます、高知製本です。たまには製本に関係のな

いお話を。

高知の人以外はほとんどしらないであろう、チャーテという野

菜。田舎に自生しており、我が家の山にも生えていたりしてま

す。スーパーでも売ってます、このチャーテがくそうまい。

こんな野菜。
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こんな感じに料理します。味付けなんかよくわかりません、た

ぶん醤油とかでやってんのかな。野菜料理としては最強のおい

しさです。一番好きです。この時期しか食べられないんですが

ね。

高知でしか食べない食材って結構ほかにもあるんですよね。う

つぼとかも食います、ゴリも食べます。ゴキブリも食べます

（嘘です。）

おあとがよろしいようで。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・25（火）

和綴じの結婚証明書

おはようございます、高知製本です。

先日、和綴じで小ロット生産の依頼があり、無事納品をしまし

た。

結婚証明書っていうんですかね？最近はこういったのが流行り

なのか、僕が結婚した時なんかはなかったような気がするんで

すが、結婚式で使うみたいでたまに注文を頂きます。オーダー

メイドですね。ただ、造りが通常の和綴じとちょっと違うので

軽くご紹介。

こんな感じ、シックな紺のクロスに一点豪華な金文字の打ち込

み。個人名なので塗りつぶしていますから、よくわからないか



高知製本のブログ

373

と思いますが、実際見るとカッコいいです。綴じも左綴じで和

綴じには珍しい感じですね。

本の背中部分。見てわかるようにページ数が非常に少ないもの

です。少なすぎて普通なら和綴じになりません。なりづらいで

す。なりっこないのです。が、ちょっと工夫して対応していま

す。そう、枕ってよく言われるんですがボール紙を喉側に挟み

込み厚みを出すんですね。論文製本なんかでよくやります。



高知製本のブログ

374

背中はこんな感じ。ボール紙が見えてみっともなかったので、

クロスで背中全体を覆ってみました。上品な仕上がりになって

います。（ボール紙むき出しのままのパターンもあったりしま

す。）

和綴じは発注もそんなに多くない製本ですが、たまにこういっ

た変わり種の注文があるので面白い仕事です。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・11・29（土）

折本修理、土佐典具帖紙

おはようございます、高知製本です。

本日、とあるお客さんの7000冊を納品し、現在ほっと休憩

中。仕事やる気にならないのでブログでも更新しようかなとパ

ソコンにむかってます。

空いた時間を見つけてはゴトゴトと本の修理を行っておりま

す。非常に手間のかかる古本を現在お預かりしていますが、そ

の本には手漉き和紙を使用して修理する事になっています。

向こう側が透けて見える。極上の手漉き和紙です。



高知製本のブログ
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本にかぶせてみても文字が見えます。

何故手漉きでやるかと言うと、、、秘密です。なんて。強度が

いいんですよね、手漉きは。（種類にもよりますが）

そういえば、日本の手漉き和紙がどこぞで重要無形文化財とか

なんとかに認定されたのニュースでみましたが、高知の土佐和

紙は入っていないみたい。。。汗。本当かどうか知りません

が。

まあ、高知人って、こういった政治的だったりのロビー活動苦

手っぽいからなあ～。。。酒ばっかり飲んで。

物は抜群に良いのに。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・12・07（日）

土佐典具帖紙 （とさてんぐじょうし）を使う！

おはようございます、高知製本です。

当社のオリジナル御朱印帳やエンディングノート、豆本など。

物販事業も細々ではありますが継続しております。高知の片田

舎ではありますが、先日もわざわざ当工場に県外からお客様が

来店され、実物を見てご購入頂いたりしました。いろんな土地

の人とお話できるのはおもしろいですね～。物販を始めなかっ

たらこんなおもしろい経験もなかなか出来なかっただろうと思

うと、やってみて良かったかなと思います。見栄はってもしょ

うがないのでぶっちゃけますが、うちの商品は高級路線を行っ

ている物が結構多いので正直そんなに数は売れないです。た

だ、1冊1冊丁寧に作っているつもりなので今後もよろしくお

願いいたしますです。

さて、新商品にこんな紙を使う事にしました。もう一年以上も

前から企画しており、商品化したかったもの、それは。
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手漉き和紙です、土佐典具帖紙。このケバケバ感がいかにも手

漉きって感じでたまりまへん。来年にはリリースする予定で

す。仕入てみたんですが、お値段クッソ高いです。。。ちまた

でお手頃価格で売られているような廉価な手漉きとは素材も工

法も全然違うのでもちろんしょうがないのですが、商品化して

売れなかったら鬼社長が有無を言わさず給料から天引きしそう

です。頑張らねば。
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断裁機に入れて断裁するところ。失敗できないのですごく緊張

しました。。。失敗したら数万円が一気にパーです。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・12・11（木）

一風変わった男

おはようございます、高知製本です。

当社のオリジナル納経帳を購入し、現在四国八十八か所遍路を

夫婦でマイカーで廻っているお客さんがいるのですが、先日久

しぶりにお話をする機会がありました。

どこに言っても周りの人から物珍しそうに「それ、どこで買っ

たんですか？」と聞かれるらしいです。周りが持ってないもの

を持っているという優越感があるみたいで、嬉しそうに話して

いました。てっきりそんな時は当社の事を宣伝でもしてくれて

いるのかなと思っていたら、

「これはにゃあ、高知で一風変わった男が作りゆうき、どこに

も売りやあせんがよ。」

と返事をするらしい。。。

 

いや。思いっきりネット販売しているんですけど。。。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本
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・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・12・23（火）

欠品と新作情報

おはようございます、高知製本です。

現在以下の商品が欠品しております。再販売予定はありますが

作る暇が今ないのでちょっと時期は未定です。ご迷惑をおかけ

します。また、新柄を現在投入予定です。こちらも時期は

ちょっと未定です。

御朱印帳、鳳凰柄亀甲華紋

和柄御朱印帳

チョコ御朱印帳
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386

金魚柄御朱印帳

御朱印帳、佐賀錦調大菊

四国88か所遍路納経帳特別版

 

また、以下の商品は数量に達成しましたので販売終了です。再

販の要望が多ければ再度やるかもしれませんが、現在は未定で

す。
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蛇腹御朱印帳（紅かすり）

蛇腹御朱印帳（菊づくし）

四国遍路納経帳限定版、黒

 

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店
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・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2014・12・25（木）

そろそろ終了の特価商材

おはようございます、高知製本です。

工場直売の御朱印帳、いろいろと訳あり商品もありますが下記

の品がそろそろ終了します。

A5タイプの和綴じ100ページ御朱印帳、もちろん土佐和紙。

紙の寸法を小さく切ってしまったため、B5商品にならなく

なった和紙をA5で作ったものです。あと10冊ぐらいで無く

なります。

ご購入はお早目にどうぞ。

 

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本
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・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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391

2014・12・29（月）

男性向け御朱印帳の新作

おはようございます、高知製本です。

「購入層が女性が多いのでしょうか？やっぱり女性向けの商品

が多いような気がします。男性向けのカッコいいものも期待し

ています。」

「どこにもないレアなものを期待しています。」

「男向けの御朱印帳をもっと作って欲しい。」

 

おーけー。任せてくれ。

って事で、近々男性向けに企画した御朱印帳＆納経帳をいくつ

かリリースします。

こんな感じで今試行錯誤しています。

いろいろ忙しくて時期はまだ未定です、まったりとお待ちくだ

さい。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新商品の開発！

おはようございます、高知製本です。

年末で取引先がみんなお休みなので、黙々と一人で溜まってい

た物を処理しています。来年は頭からいろんな商品をリリース

したいなと考えているので、それらをいろいろと試していま

す。ずっと欠品している商品もあります、ごめんなさい。在庫

作ります。
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試しているのはこんな感じ。本の表紙になる部分です、当社得

意の箔押しでいろいろと試し打ち。色見によって印象が全然変

わってくるので結構おもしろいです。

高知といえば、竜馬でしょ。って事で。

竜馬関連の商品をいろいろと模索しています。御朱印帳も出し

ます、名づけて「竜馬の御朱印帳」です。

今回はいろんなイラストレーターさんに得意なジャンルのイラ
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ストを書いて頂きました。イラスト印刷だと全く面白くないの

で、イラストから凸版を製版して箔押ししてみようと考えてい

ます。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・07（水）

龍神八郎太郎御朱印帳リリース！

おはようございます、高知製本です。

新年あけました、今年もよろしくお願いいたします。

 

さて、去年からお約束をしていた男性向け御朱印帳。ついに続

々とリリース決定です！！（とは言え、限定生産品ばかりで初

回数本しか作っていないので、慢性的に品薄状態かもしれませ

んが、そのへんは暖かく見守って頂ければ幸いです。）

まずはこちら！龍神八郎太郎御朱印帳！

イカスぜこんちくしょう！
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カラバリもあるぜよ！

中身は土佐和紙を130ページという増量、やっぱり30Pぶん

増えるとずいぶん厚みがでますね。また、生地はうまい事竜を

配置するのがなかなか大変で苦労します。（総柄の生地だと何

も考えずにブツブツ切り取っていけばいいんですが。）結構生

地の量が必要になってくるのでコスト的に厳しいっちゃあ厳し

いのですが。
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和綴じは麻の葉綴じ、最上級＆堅牢性って感じでグッドです。

限定生産で10冊のみ。初回は3冊づつ作成してみました。よ

ろしくお願いいたします。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・09（金）

御朱印帳「竹虎」リリース！

おはようございます、高知製本です。御朱印帳、新作のリリー

ス情報です。

一目みて「ほほう。これはなかなか。」と思った生地が有った

ので御朱印帳にしてみました。

 

竹と虎を金糸で縫ってある金襴生地。虎を柄に採用した御朱印

帳ってなかなか他でもおめにかかれないと思います。御朱印帳

界のアウトサイダーとして、他社が作らない変わった物を作り

たいので、なかなか良い感じに仕上がったと思います。
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仕様はこんな感じです。

-仕様-

【表紙】金襴(金虎)

【サイズ】B5

【綴じ方法】和綴じ(四つ目綴じ)

【本紙素材】土佐和紙、中入れ製本仕様

【納経スペース】100ページ

【付属品】ビニールカバー、吸い取り紙

こちらで販売中です。

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本
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・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・11（日）

伝説の御朱印帳リリース！

おはようございます、高知製本です。新作情報です（ちぇけ

ら）。

こんな御朱印帳見たことありますか？いや、ない。源氏物語風

の平安洛中柄を採用した御朱印帳をリリースです。

当社の限定金襴シリーズでもっとも高価な生地を使ったものに

なります。
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【伝説金襴】120P 幻の平安洛中御朱印帳

-仕様-

【表紙】金襴(平安洛中)

【サイズ】B5

【綴じ方法】和綴じ(麻の葉綴じ)

【本紙素材】土佐和紙、中入れ製本仕様

【納経スペース】120ページ

【付属品】ビニールカバー、吸い取り紙

内緒話ですが、「こんな生地二度と買うな！手間がかかりすぎ

る。」と専務に怒られたので限定3冊のみの販売です。う～

ん、本当はもっと作りたいんですがねえ。

こちらで販売中です。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・13（火）

佐賀錦調の大菊をかたどった蛇腹御朱印帳リリー

ス！

おはようございます、高知製本です。

新作の蛇腹御朱印帳をリリースしました。

佐賀錦調大菊御朱印帳！製本してみて思ったのが意外と綺麗に

まとまってるなあと。

想像よりも美しい感じに仕上がりました。
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どうですか、やばいぜ、カッコいいぜこのフォルム。

48ページの一般的な寸法です。

こちらは高級金襴を使用した当社の和綴じ御朱印帳koshu13

のハギレを使用して

作成していますので、お値段もお安くご提供できる商品です。

お勧め！

 

こちらでお買い求め頂けます。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・20（火）

久しぶりのプレゼンテーション

おはようございます、高知製本です。

なんだか今度プレゼンしなくちゃいけなくなりました、シャイ

ボーイなので緊張します。

 

そんな地味にマイペースにやっているので人様の前に立って話

出来るような事でもないんですがね。まあ頑張ります。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・23（金）

欠品情報

おはようございます、高知製本です。

欠品情報です、常に品薄状態ですいません。近日中に再生産予

定なので少々お待ちください。

 

【限定15冊】 犬張子に手毬　御朱印帳

【限定15冊】 鳥獣戯画亀甲綴じ御朱印帳

【限定15冊】 風神雷神(上/キナリ)御朱印帳

【伝説金襴】120P 幻の平安洛中御朱印帳

【和柄百花繚乱/赤】土佐和紙御朱印帳

【花柄ブラウン】土佐和紙御朱印帳

【金魚】土佐和紙御朱印帳

【訳あり特価24冊のみ】コンパクトA5御朱印帳～赤～

　※残り5冊程度

【限定15冊】110P 菊唐草地に丸華紋 御朱印帳

【復活!再販売決定】土佐和紙づくし!110p構成御朱印帳

【希少製品】佐賀錦調大菊　御朱印帳

【数量限定】四国八十八ヶ所遍路納経帳　龍神と鳳凰の集い

　※カラバリ黒が欠品

限定7冊・濃紺】四国遍路特別納経帳/別格20霊場可

豆本携帯ストラップ、スマートフォン版

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。
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製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・24（土）

新商品、、、結構いいかも。

おはようございます、高知製本です。

当社のオリジナル和綴じ御朱印帳で限定金襴シリーズというの

がありまして。非常に高価な金襴生地なんですが、それを製本

して限定生産＆小ロットで販売をしています。この金襴がね、

やっぱり高額なので余ってしまったハギレがどうにももったい

なく感じており、使い道がないながらもずっと溜めていたんで

すね。そうしたところ、当社の影のボスである女性社員が

「小型の御朱印帳にしちゃえば？」

ほう、ほう。なるほど。けどなあB5寸法の和綴じだから柄も

映えるし、良い感じなんじゃないかと思いつつ、半信半疑で

作ってみたところ、これ、意外に、ていうか結構いい感じに仕

上がってしまいましてさあ大変です。例えばこちら。

こちら、当社のシリーズkoshu29のハギレを使用して作成し
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た限定物。かなり良い具合に仕上がりました。

これも当社のkoshu13という商品のハギレで作ってみまし

た。いい！！

お客様からも「○○という商品の小型蛇腹版とか作ってくれま

せんか？」って問い合わせはそういえば何件かあったなあ～と

思い返してみたりして。

まあ、そうは言ってもハギレなので、そう多くは作れないんで

すが（柄取りもしなくちゃいけないですしね。）ちょっといろ

いろと工夫してみようと思います。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ



高知製本のブログ

413

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・25（日）

新商品「ハギレ御朱印帳」シリーズ！

おはようございます、高知製本です。

限定15冊作成予定の桃色丸華紋に新色登場です、濃紺です。

でら渋いっす。

また、高級金襴のハギレシリーズってのを出そうかと思ってお

りまして。こんなのも作ってみました！
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人気の桃色丸華紋御朱印帳のハギレで小型の御朱印帳を作って

みました！お高い生地なので余った部分を捨てるのがどうも

もったいなくてですね、余りの生地で作ったのでお値段もリー

ズナブルな設定で考えています。お見逃しなく！！

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店
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・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・27（火）

墨適正を試すの巻

おはようございます、高知製本です。

取引先の和紙屋さんが新商品が出来たとの事でサンプルを持っ

てきました。

墨の適性を試すのには実際に書いてみるのが一番。字が汚いの

は、、、勘弁してください。。。汗

う～ん、手触りの感触と色合いはなかなかいいな！と思ったん

ですが墨が綺麗にのらないですねえ。これは御朱印帳には却下

だなあ。

 

と、こんな感じで飯いながらとか、隙間時間でいろいろ試して

います。実は、当社は御朱印帳や豆本とか以外に、新たなカテ

ゴリー商品をリリースしようと現在開発中でございます。なん

かいい和紙ないかな。
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※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・01・30（金）

追加生産情報

おはようございます、高知製本です。

さて、当社の和柄御朱印帳シリーズ。どうも新商品を作る事が

楽しくてしばらくほたくっていたんですが、さすがにやばいだ

ろうという事で長らく欠品していたんですが、現在追加生産中

です。

これらです。今こんな感じです。
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後は縫えば終了。ここまで完成したらもう出来たようなもので

す。和柄系を追加補充したら今月リリースした新商品関連を追

加生産かけます。そのうちアップデートします、もう少々お待

ちくださいませ。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・02（月）

追加生産情報

おはようございます、高知製本です。

いろいろと欠品している当社製品ですが、追加生産かけまし

た。現在ご購入しやすいと思います。いつもお待たせして申し

訳ありません。です。

下記商品追加生産済みです

【限定15冊】 鳥獣戯画亀甲綴じ御朱印帳

【限定15冊】 風神雷神(上/キナリ)御朱印帳

【和柄百花繚乱/赤】土佐和紙御朱印帳

【花柄ブラウン】土佐和紙御朱印帳

【金魚】土佐和紙御朱印帳

【限定15冊】110P 菊唐草地に丸華紋 御朱印帳

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック



高知製本のブログ

423

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・03（火）

御朱印帳ケース新発売！

おはようございます、高知製本です。

新商品でました、なんと桐箱の御朱印帳ケースです！いろいろ

と探してみましたが、こんなの他で見たことない、どこも販売

してない！（と思います。たぶん）

イカスぜ、こんちくしょう！桐ですぜ、旦那。隣に見えるのは

特殊な保存用中性紙です、酸化をできるだけ防ごうという製本

屋ならではの視点から見てセットにしてみました。
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表にはスクリーン印刷を施しました、ちょっと割高でしたがな

かなかいい感じ、綺麗に仕上がっています。

うちの商品ですと和綴じB5が2冊入ります。蛇腹タイプなら

6冊程度。

お客さんの声から商品化しました、よろしくお願いいたしま

す。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い
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いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・04（水）

高級金襴の蛇腹御朱印帳シリーズ！

おはようございます、高知製本です。って、もう夕方ですが。

以前から社内で話し合っていたんですが、蛇腹の高級金襴を採

用した御朱印帳をいろいろ出してみようかなと。ちょっと立て

続けに出しまくりました。

源氏物語御朱印帳とか。
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双竜金襴御朱印帳とか。

龍神八郎太郎御朱印帳とかとか。

カッコいいなあ～。もはや趣味で作っているかのような勢いで

す。（大きな声では言えませんが）

そろそろ印刷、製本業界は怒涛の繁忙期を迎えます。それまで



高知製本のブログ

429

に出来るだけリリースしておきます。

 

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・07（土）

プレゼン資料作成中。。。

おはようございます、高知製本です。

来月、高知商工会議所の経営革新セミナーでプレゼンする事に

なってます。うちみたいな零細企業のぶんざいで、人様の前で

ふんぞり返って話すような御身分でもないんですがね。押し切

られてしまいまして、出る事になりました。まあ商工会議所に

はいつもお世話になっているので協力もたまにはしなくてはい

けません。人間関係って大事よ。

と言う事で、資料作成してます。クソめんどいです。
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パワーポイント使ってえっちらおっちら作ってます。私は3年

前までサラリーマンやっててパワーポイントをメインに売って

ました。懐かしいです。当時は分刻みのスケジュールで日本全

国でセミナーやらプレゼンやらやってましたんで人前で話すの

には慣れていたんですが、もう遠い昔の話です。基本的に小心

者なので緊張します。鬱だなあ。。。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い
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いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・09（月）

追加生産中

おはようございます、高知製本です。

当社のプロパー商品がそろそろ欠品増えてきたので、まとめて

追加生産しようと考えています。

箔打ち蛇腹の御朱印帳とか。
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菊づくしとか大正ロマンも。。。
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もちろん和綴じ御朱印帳も。

 

どうも最近は新商品を作る事に注力しすぎて、彼らをおざなり

にしていました、反省。あと、デザイナー（イラストレー

ター）さんとコラボした新商品や高知限定の商品とか続々とリ

リース予定なので、間を見て作っていきます。いつもお待たせ

してすいませんです。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・11（水）

祝日なのに。。。

おはようございます、高知製本です。

本日は祝日ではありますが、しゅくしゅくと働いております。

高知に帰ってきてからというもの、休みがないっす。サラリー

マン時代がちょっぴり懐かしいなと感じている今日この頃。ま

あサラリーマンでも営業職だったので休日に携帯がならないか

どうかでいつも気がもまれていましたんであんまり変わらない

かもしれませんね。う～ん、体がしんどい。

さて、とはいえ今日は息子の布団を買いに行くつもりなので、

気が向いたときに店を閉めます。息子のダニアレルギー用に洗

える布団ってのを買ったんですよ、病院で使われているやつ。

受注生産みたいなので2週間ぐらいかかったしちょっとお高い

んですが、布団を毎月クリーニングに出す事を考えればねえ。

自宅で洗える方がコスト安いだろうと。

とりあえず1つだけ買ったんですが、良さそうなら家族全員の

布団をこれに変えようかなと思っております。子供がいるとな

かなか、いろんな出費が重なりますなあ。。。

 

 

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ
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 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画

中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



高知製本のブログ

439

2015・02・12（木）

布団買ったぜ！

おはようございます、高知製本です。

昨日、息子のダニアレルギー用に洗える布団を購入してきまし

た。普段は病院等へ卸している工場みたいで、小売もやってい

るって会社だったようで、苦労してたどり着くと思いっきり工

場でした。堤防沿いでめちゃくちゃ行くの苦労してグルグルと

回りを廻りまくりましたぜ。

こういった普段はBtoBの仕事をしている工場が直売するって

のは、うちもそうですけどなかなかいいもんですね。たまにお

客が来たりすると接客に慣れてない感じがぷんぷんして、なる

ほど好感が持てます。（うちもそうです）

病院の布団は洗えるらしいのですが、こちらの会社が卸してい

たんですな。クリーニングとかもやっていたので、クリーニン

グ屋と提携してたりもするんだろうねえ。工場を見るとどんな

商売を誰に対してやっているか、なんとなく想像出来たりし

て、結構楽しいもんです。

※人気ブログランキングに参加しました。ぽちっと投票お願い

いたします。

製造業 ブログランキングへ

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・製本ならなんでもお任せ高知製本

・御朱印帳や納経帳、エンディングノートなど土佐和紙で企画
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中、高知製本ショップオープンです♪

 ・御朱印帳販売Yahoo!ショップ店

・高知製本フェイスブック

 ・高知製本ツイッター

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





発　行：MyBooks.jp（www.mybooks.jp）

運　営：欧文印刷株式会社

　　　　〒113-8484

　　　　東京都文京区本郷1丁目17番2号

　　　　電話：03-3817-5910

　　　　http://www.obun.jp

組版・印刷・製本：欧文印刷株式会社

乱丁・落丁本は、ご面倒ですが下記のアドレスにご連絡ください。

support@mybooks.jp

高知製本のブログ
著　者：山中　清志

発行日：2015年02月12日

122336-20150212124807-ZIV



122336-20150212124807-ZIV


