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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
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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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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
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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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・02・18（水）

若者の活字離れ

おはようございます、高知製本です。

よく、若者の○○離れって言葉を耳にします。車離れ、結婚離

れ、テレビ離れとかいろいろ。なんでもかんでも、もはや単純

に若者をディスりたいだけじゃないのかと思う事もあります

が、一番よく言われるのが活字離れってやつでしょう。

製本で活字というとこれ。1文字づつの鉛の塊。
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さて、そんな若者の活字離れの中、うちのチビは活字で遊んで

ます。渋い子供だぜ、しかもいじっているのはスーパー活字っ

てやつ、超合金、鉛よりめちゃ強い。先日、潰れて使えなく

なった活字が多々あったのでまとめて発注しました。もう日本

でスーパー活字を作っているところは1社しかありません。東

京の会社ですがそこの社長はチャキチャキの江戸っ子で80

歳。冬場は倒れるらしいので、夏の暑い時期に大量購入しまし

た。御老体、御自愛ください。

さて、「パパ見て～。」と言いながら組んだ活字は「5さい」

すげえぜ。ほのぼのするぜ。

 

※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

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・03・02（月）

繁忙期突入！

おはようございます、高知製本です。

3月です。いよいよ印刷・製本業界は繁忙期に突入します。一

年間で最も忙しいのがこの時期、官公庁関連や学校の入学、卒

業関連。様々な物が入ってきます。当ショップの在庫もちょっ

と多めに作ってはおりますが、早速売り切れているものあった

り、ちょっとしばらく追加生産が出来ないかもしれませんが、

できる限り頑張ります。

ちなみに、近日中に新作御朱印帳がいくつかラインナップされ

る予定です。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

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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2015・03・05（木）

洋風デザインの御朱印帳完成！

おはようございます、高知製本です。

新作出しました。
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洋風デザインで作り上げた御朱印帳です。2色、ピンクとター

コイズブルーのカラバリ有り。

表紙の窓枠には凸版で金箔を打ち込んでいます。う～ん、さり

げなくゴージャス。

蛇腹のコンパクトタイプなので、デザインも手伝って見た目も

かわいらしいです。

 

※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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2015・03・06（金）

経営革新セミナー　in 高知

おはようございます、高知製本です。

先日、ひっさぶりのプレゼンをしてきました。高知商工会議所

です。経営革新です。

こじゃんと緊張したちや！

他の経営者の皆様方の話も聞きたかったのですが、時間があま

りなかった為、自分の番が終わってすぐに会社にトンボ帰りで

した。論文、無線、上製本、御朱印帳、絵本に中綴じビニール
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手帳とたくさん仕事が入ってます。さすがの3月年度末。ぱね

えっす。

 

※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。

 

 

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・03・07（土）

collaboration御朱印帳！

おはようございます、高知製本です。

当社の御朱印帳にcollaboration商品が続々とラインナップ予

定です。まずは、、、

【御朱印帳】黒猫&ハリネズミ with CoLoR

イカスぜ。蛇腹タイプに表紙は黒ネコとハリネズミ。真ん中に

は「御朱印帳」の文字を凸版で箔押ししています。
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裏と表を開いてみると、花柄が繋がっててオシャレ。
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表紙の拡大部分、普段あまり見慣れないフォントで箔押しして

いるのでなかなか良い感じです。

しかしながら、さすがに携帯カメラだとなんか画像が粗いとい

うか、なんというか、ですな。デザイナーさん経由でこの商品

を撮影する際にプロのカメラマンさんに撮ってもらえるって話

もあったんですが、まあやめときました。なんとなく。

ガラケー最高！

?

?

※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・03・08（日）

追加生産しました。

おはようございます、高知製本です。

当社商品、各種いろいろと追加生産しました、お目当てのもの

がありましたら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

 ・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・03・09（月）

竜馬の御朱印帳、新発売！

おはようございます、高知製本です。

ついに出ました。竜馬の御朱印帳、高知の会社って事でやっぱ

りここは外せないだろうと思いリリースしましたぜよ。

【御朱印帳】竜馬の御朱印帳(竹林編)

竜馬の御朱印帳、竹林編。88箇所遍路でも名高い高知県の竹

林寺をイメージ、竹林寺のお土産物屋さん喜楽楽さんでもお取

り扱い頂いております。緑のバリエーション箔で竹を、竜馬は

金で打ち込んでおり、かなりゴージャスかわいい仕上がりで

す。気に入ってます。
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【御朱印帳】竜馬の御朱印帳(桂浜編)

竜馬の御朱印帳、桂浜編。3色のバリエーション箔を使用した

御朱印帳、桂浜と竜馬のコントラストが良いっす。この商品に

関しては中身の紙が奉書か土佐和紙かと選択する事が可能に

なっています。ぜよ。

?

※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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2015・03・10（火）

かわいい御朱印帳（まねき猫）新発売！

おはようございます、高知製本です。

昨日御紹介した「竜馬の御朱印帳」と同じく、箔押しを全面に

押し出した新作御朱印帳リリースです。

【御朱印帳】まねき猫

まねき猫3兄弟！それぞれを色違いの箔押しで装飾したバリ

エーション御朱印帳です。

こりゃなかなか、りぐっちゅうぞね。
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かわいいまねき猫が福を呼びまっせ～。

裏表紙には大胆に富士山が金箔で配置されています。

1冊を作るのに、凸版で4回も箔押しをするという手間のかか

りよう。。。こんな事するのってあんましいないと思います

（だってめんどくさいもん）だけどもだけど、そのかいあって

かいい感じの商品が出来上がりました。

 

 

※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
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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・03・11（水）

論文製本、やってます。

おはようございます、高知製本です。

この時期特有の、といいますか、論文製本やってます。

こちらは黒のレザーに金文字の箔押しした上製本仕様、ここか

ら表紙にも論文タイトルや名前を打ち込んでカッコいい仕上が

りになります。なんやかんやいろんな製本がありますが、これ

が一番カッコいいなと個人的に思いますね。最近は簡易製本で

仕上げる論文も多くなってきています、表紙にレザックとかの

エンボス系の紙を使って無線で綴じるタイプです。（添付の写

真は違います）

さて、本日は選挙もありますんでチラシの折りや、明日納めの
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無線綴じ、上製本等てんこもりとなっています。一個一個確実

に、かつスピーディーにやんないとこの時期は乗りきれませ

ん、頑張ります。

 

 

 

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・03・14（土）

北欧風御朱印帳、新発売！

おはようございます、高知製本です。

北欧風の柄を採用した御朱印帳、新発売です！

【御朱印帳】北欧風きつね

広げて見るとこんな感じ、日本風に言えばおいなりさんがてん

こ盛り。
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北欧の長い冬、気分が盛り下がらない為に、気分がアゲアゲに

なるような柄をカーテンや家具にいろいろと取り入れてみたの

が北欧柄ってやつのようです。日本では四季がありますが、な

が～い冬で鬱にならない為の工夫のようですね。

この他にもいくつか北欧風柄御朱印帳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
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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・03・15（日）

テレビ取材の申し込み

おはようございます、高知製本です。本日日曜日ですが、朝か

らいろいろやってます。。。

さて先日、めっちゃ忙しい中に1本の電話。

 

「なんか、テレビの取材申し込みだよ。」

 

って事で電話を代わってみるとなるほど確かに出演依頼の電話

でした。3～4月は製本屋は超忙しいですからね、丁重にお断

りしました。ところが嫁が調べてみたところ、全国放送じゃな

いですか。しかもゴールデンの番組じゃないですか。。。

僕はテレビは全く見ない人なので知りませんでしたが、結構有

名な番組のようです。う～ん、惜しい事したかな。当社の全国

デビューの機会だったかも。後悔先に立たず。

ま、いっか。どっかの製本屋が代わりに出るだろう。ちょっと

見てみたい気がします。

 

※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

 



高知製本のブログ

47

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

・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・03・17（火）

続・博士論文製本やってます。

おはようございます、高知製本です。

この時期特有の製本があります、そう、論文です。卒業論文、

博士論文てやつです。

去年は博士論文が思わぬ方面から大注目されましたが（スタッ

プ細胞は、あります！ってやつ）そんな学士さんの論文は全国

の製本屋で作ってまして、当社でももちろん制作をしているわ

けですね。

黒のレザーに金文字で打ち込むのが主流ですが、写真のような

簡易製本の論文も最近では多いです。お値段的にも安くなりま

すからね、大学側で特に指定がないのであればこれにするって



高知製本のブログ

49

感じなのでしょうか。

おかげさまで全国のいろんな学士さんから御注文を頂いており

ます、ありがたい事ですな。提出期限に余裕を持って御注文く

ださい。特急対応もしますがお値段上がってしまいますゆえ。

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・03・19（木）

著者の御来社

おはようございます、高知製本です。

ここ最近は日曜日もないので、最近は曜日の感覚がありませ

ん。4月末まではこんな状態が続くと思われます、やっと1/4

経過しました。残り頑張っていきたいと思います。当社の商

品、欠品している物がたくさん出てき始めました。そのような

事情により自社商品を作る暇がなくてお客様にはご迷惑をおか

けしております。少々お待ちください。

さて先日、高知のとある出版社経由の仕事で上製本の自費出版

物を作成しました。納期が非常にタイトなくせに、かなり凝っ

た作りになっているものでなかなか手こずったのですが、その

著者の方が当社にお礼と見学に来たいとの事。

素人の人は糸かがりとかミシンで本を縫うと言ってもどうもピ

ンと来ないみたいで、うちにある糸かがり用のミシンを見て

やっと納得していました、記念写真だと言ってミシンの前でう

ちの社長と写真撮ってたし。

なかなかおもしろいもんです。

最近いろんな方面から来社する人が増えたなあ～と、今更なが

ら実感しています。高知や四国はもちろん、大阪、東京、愛知

などなど。うちの工場、もっと掃除しないといけないなあ。だ

れちゅうき最近はする気もおこらないんですよね、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。
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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・04・02（木）

デザイナーさん、御来社

おはようございます、高知製本です。

年度末のバタバタが一旦落ち着いたかなという感じです、峠は

越しました。4月は年度変わりの予算執行の製本が多種あるの

で相変わらず忙しいのですが、なんとか半分乗りきった感じで

ホッとしています。死なない程度に頑張ります。

さて先日、東京からわざわざデザイナーさんが来社されまし

た。電話やメールで何度も打ち合わせしていましたが、実際に

一度会って打ち合わせしたいという事で、ちょっと変わった上

製本の制作に関してです。そんな彼女が、「この製本する際

に、とあるスプレーを使うと効果的だ、持っていきます。」と

いう事だったので作業を止めて待っていたんですが、いざ当社

へと来る際に空港で没収されたらしいです。

 

デザイナー「これいるんです、この後の打ち合わせに必要なん

です！」

空港「いや、無理っす。没収します。」

 

空港でこんなやりとりしていたらしいですよ。悪いですが爆笑

してしまいました、おもしろい方だ。そういえば空港ではペッ

トボトルとかライターの類は没収されますもんね、すっぽり私

も忘れておりました。最近はペットボトルは中身を検査できる

機械があるみたいで大丈夫みたいですが、スプレーは確かに駄

目だったかも。スプレーを持ち込んだ事がないのでよく覚えて

おりませんが。
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最近はいろんな方の来社が多くなってきました。おもしろいも

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

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・04・03（金）

最強の製本を経験。。。

おはようございます、高知製本です。

上製本といえば上製本ですが、この度最強に手間のかかる製本

を経験しました。そう、それは「帳簿」です。

いつも帳簿は数冊程度の発注が多いので、社長がササッとやっ

つけていたんですが、まとまった数の発注が先日あり、初めて

私も作って見た次第です。技術継承です、ドキドキが止まりま

せん。

さて実際に製本していったところ、これはめちゃくちゃ大変で

す。「普通の上製本と一緒じゃん」と最初は斜に構えてたとい

うか、簡単に考えていた自分が浅はかすぎました。帳簿は工数

が多すぎです、果てしない旅路、作って見て初めてその大変さ

を知りました。
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表紙はボール紙に紙であったりクロスであったりレザーであっ

たり、各種いろんな素材を張り付けて巻きこんで完成するので

すが、帳簿に関してはちょっと特殊。背中、角4箇所、表、裏

と全て独立したクロスで巻きこみます。単純に7枚のクロスを

表紙巻きに使用するって事で、通常の上製本のように1枚で終

わりません、これかなり手間がかかります。写真は背中の部分

の無地クロスと表紙に使用している雲クロスです。背中には黒

の箔押しを打ち込んであります。

何故こんなにも手間をかける必要があるのか？それはやっぱり

強度の問題です。1枚もので角を普通に巻きこんだ上製本よ

り、角を角丸機で丸め、そこに独立したクロスを特殊な方法で

巻きつける方が強度がいいようです。帳簿は頻繁に開け閉めし

て使うものですから、いつからかこのようになったのでしょう
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か。

本の小口や天地に関しては青染めしています。青はあまり多く

ないみたいで、通常よくあるのが赤で染めているパターンが当

社では多いですかね。本の中身は普通なのですが、外観からみ

た部分に全て色をつけるわけですね。なんでこんな事するんだ

ろう？不正防止って観点からですかね？後からつけ足したり入

れ替えたりの改ざんをしたときに一目でわかるようにとかです

かね？

また、各ページもノンブル（ページ番号）をナンバリングで打

ち込んでいかなくてはいけません。印刷の版の関係で、ノンブ

ル入れての印刷だと版数が多すぎて非常にコスト高になるわけ

ですね、だから人間が手打ちでナンバリングするわけです。製

本屋の手間が増えて、我々的にはしんどいんですが。。。
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 うちの社長の口癖、「やったらわかるわや。」とよく言うの

ですが、実際に製本してみないとわからない事だらけですね。

細かいノウハウが全部違っていて、覚えるのもいろいろと大変

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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2015・04・10（金）

繁忙期、折り返し地点

おは、高知製本です。

元気ですか～！！元気があればなんでもできる。

さて、クソ忙しい繁忙期。折り返し地点終了で、現在はほっと

つかの間のブレイクって感じです。去年もこの時期は割りと暇

だったので自社製品をいろいろと作っていたのですが、今期も

同じように作ってます。しかもかなりの量を生産しています。

新商品もついでに何アイテムか出します。

１年前に比べると商品のラインナップが増えたなあと実感しま

す。

品切れの商品が目立っていますが、一気に生産してます。いつ



高知製本のブログ

59

もお待たせして申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

 

※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・04・11（土）

源氏物語御朱印帳リリース

おはようございます、高知製本です。

出た。ついに出た。やっと出すことができました、前からやり

たかった御朱印帳。源氏物語です。
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荘厳、高尚、威風堂々、栄華。なんという言葉が似合いますか

ね、圧巻の御朱印帳です。

当社の限定金襴シリーズ、手間と時間とコストが非常にかかる

商品の為、多くは作れないのでお早目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

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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・04・15（水）

新作リリース情報

おはようございます、高知製本です。

新作情報です、いろいろ出しておりましてこんがらがっており

ますが（汗）、源氏物語は先日御紹介しましたね？他の御朱印

帳の御紹介です。
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金銀しだれ桜御朱印帳です。美しいっす。

【限定15冊】 佐賀錦調 金銀しだれ桜御朱印帳

-仕様-

【表紙】佐賀錦金襴(金銀しだれ桜)

【サイズ】B5

【綴じ方法】和綴じ(高貴綴じ)

【本紙素材】土佐和紙、中入れ製本仕様

【納経スペース】110ページ

【付属品】ビニールカバー、吸い取り紙

金箔や銀箔をたて糸にして織られる佐賀錦と同じ様な技法を用

いて織った金襴生地。桜をモチーフとした御朱印帳ってうちの

商品ではそういえばないなあ～とふと思ったので急きょ作って

みました。結構好評です！

 

 

※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
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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・04・16（木）

取材の申し込み

おはようございます、高知製本です。

またしても、とあるメディアから取材のリクエストがありまし

た。なんか最近取材の依頼が多いなあと思いながら、時間もそ

んなにとらせませんので。って事だったので、ちょっと暇に

なってきた事もありokしました。

30～50歳の女性がほぼ読者層らしいので当社の北欧風御朱印

帳とか、招き猫柄の御朱印帳に興味があったみたいです。
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【御朱印帳】北欧風きつね　　　　　　　　　【御朱印帳】ま

ねき猫

こんな感じの御朱印帳ですね。実際に見て見て「かわい～

♪」って感じで好評でした。女性がかわいいものを見た際に発

する言葉、「かわい～♪」ってのはいいもんですね。見ててか

わいいです。「おまえの方がかわいいぜ。」って言ってあげた

くなります。なんてね、すいません。

ちょっと疲れてます。

 

※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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2015・04・17（金）

御朱印帳を修理するの巻

おはようございます、高知製本です。

当社は高知にある小さな製本会社ではありますが、様々な製本

に対応できる能力がある為、壊れてしまった本の修理なんかも

受け付けていたりします。正直、本の修理は手間暇が非常にか

かるので、それなりの金額をもらったとしても赤字になりやす

いのですが、手っ取り早く本の構造や作りを勉強するのには最

適の仕事です。社長が本を直しているのを横目で見ながら、ま

さに見習いという感じですが、これも立派な技術継承業務とい

う事で積極的に現在は受注しています。

こちらは先日、壊れた西国33ヵ所の御朱印帳を持ってこられ
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た方の御朱印帳。蛇腹式の一般的な物ですが、表紙の虫損が激

しくボロボロになっていたため、綺麗に直してみました。足が

不自由な方で、西国を廻るのにもう25年ほど経過したらし

く、確かに歴史を感じるナイスな壊れ具合でした。

綺麗になったものがこちら。「表紙はどんなものでもよ

い。」って事だったので、在庫の中からちょっとおしゃれな紫

菊の生地を使ってみました。こちらのお客様はもうすぐ満願で

きるとの事、無事達成できますようお祈り致します。

 

※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。
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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・04・22（水）

大切なアルバムを修理してみる、の巻き

おはようございます、高知製本です。

年度末、始めの繁忙期の中、少しづつではありますが本の修理

なども手掛けております。一生に1冊しかないような本が大半

なので失敗が許されないのが本の修理。最高級に緊張する仕

事、社長が処理しているのを横目で見ながら少しづつ覚えてい

くようにしています。

写真は古いアルバムの修理。かなり手間がかかる為、お値段も

高額になるのですが、それでも構わないとの事で修理していま

す。母親の若いころのアルバムですがもうボロボロで見る事も

できない、認知症が進んでいる母親に写真を見て若いころを思



高知製本のブログ

73

い出してもらったり、昔を思い出してもらいながら少しでも進

行が遅くなればという息子さんからの依頼です。

想いはお金では買えないもの。出来る限りの処置を施し、なん

とか力になれればと一製本屋風情ではありますが思う次第で

す。親思う、心に勝る親心。そんな言葉をなんとなく思いだし

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

 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・04・23（木）

キャラクター御朱印帳

おはようございます、高知製本です。

当社の御朱印帳に、キャラクター御朱印帳のラインナップを入

れようかなと検討しています。

 まずはゆるキャラ。ゆるキャラは自治体への申請、承認等の

作業があるのでちょっと手間なのですがなかなかおもしろいん

じゃないかなと思っています。とりあえずいくつか試作、サン

プルを作成してみました。現在申請を行う段階です。

まだ認可が下りてないので販売できるかどうかわかりません

が、そのうちシレッと販売開始するかもだし、やめるかもしれ

ません。気分屋の職人ですいません。けど、職人て基本気分屋

さんだよ。

※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・04・29（水）

竜馬の御朱印帳、販売先拡大！

おはようございます、高知製本です。

本日からGWですか。当社はやってますよ～。製本しすぎて

手が痛いです。

竜馬の御朱印帳、現在竹林寺のお土産物屋さん喜楽楽さんでお

取り扱い頂いておりますが、当社の豆本を販売して頂いている

高知駅前の観光施設土佐てらす様へと商談しに行きました。

持って行きました、気に入ってもらえるといいなあ。

高知駅前、坂本竜馬、中岡慎太郎、武市半平太の銅像がずらっ

とお出迎え。僕が高校生ぐらいの時は駅にこんなのなかった。

ある年に帰省した時にいきなり出来ていたのでびっくりしたも
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んです、大河ドラマの竜馬伝の時かな。あまり覚えておりませ

んが。

　

さて、竜馬の御朱印帳です。店長に話をして実際に見せると気

に入って頂けました。女性の販売員のみなさんも「わ～これか

わいい。」って感じで好評。他にもいろんな御朱印帳を置いて

きましたので、高知に寄った際は是非お立ち寄りください。

 

※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
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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・05・02（土）

GWの営業に関して

おはようございます、高知製本です。

当社ならびに当店オンラインショップ（Yahoo!ショップ店含

む）は長期休業となります。ご注文は可能ですが、出荷は連休

明けて7日から順次発送していきます。

皆さまよい休日を！ビバ！

 

※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・05・08（金）

テレビ取材のオファー

おはようございます、高知製本です。

今度はテレビの出演オファーです。最近メディア関連問い合わ

せ多いっす。今度、某地区の特集をやるらしく、それに御朱印

を絡めたいとか。「まだ企画段階なのでどう転ぶかわかりませ

んが、ちょっと教えてください！」的な電話がありました。

ちょうどいろんな仕事を納品してふ～っと一息ついていたとこ

ろだったので、長々といろいろお話させて頂きました。人と

しゃべるのって好きなんですよね。おもしろい。（忙しい時は

ぶっきらぼうかもしれませんが、すいません。）

もしかしたら、当ショップの会員様にも出演して頂くかも知れ

ません。実際に当社の御朱印帳で御朱印もらっている絵も欲し

いみたいなので。その際は会員様のみにメルマガを打ちますの

で、「我こそは！」という方は立候補をお願いたします。

その後はメールのやりとりで情報交換とかしていましたが、す

ごいっすね。夜中の1時とかに普通にメールが来る。おいお

い、いつまで仕事してんだ？テレビマンって大変なんだな

あ。。。うちも頑張ろう。

 

※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。
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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・05・11（月）

絵本、作ってます。

おはようございます、高知製本です。

絵本つくってます。

 写真はページ番号が合うように台に並べて丁合いという作業

をするところ。

A3ノビくらいの紙を丁合いします、手丁合いです。A3とか

の大きめの紙だと機械に入らないので手でやります。この後、

真ん中を直線ミシンで縫い込み、表紙に巻いて完成となりま

す。上製本は刷毛を使いまくるお仕事なのでだいぶ刷毛使いに

も慣れてきました。

お疲れ様でした！

※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。

 



高知製本のブログ

83

 

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・05・12（火）

新商品カテゴリーの企画中

おはようございます、高知製本です。

当社の販売している自社商品は大カテゴリで分類すると豆本、

エンディングノート、御朱印帳と3種類になりますが、今年は

新たなカテゴリーがラインナップに追加される予定です。も

う、言いきっちゃいます。自分を追い込まないとなかなか仕事

が進まないですしね。絶対出す！（笑）

そんなこんなでいろんな和紙に印刷してみたりと試していま

す。

よさそうなのがキナリのこちら。和紙と言っても種類は様々、

この紙はサイズ剤と言って滲み止め防止の薬品を薄く混ぜてあ
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る和紙。印刷に適正を持たせながらも和紙の風合いを出したり

とか、和紙の製造元もいろいろと商品を工夫していたりするん

です。試しに印刷してみるとやっぱり滲みも少なめ。ちょっと

斤量厚めにしたら墨の裏移りも大丈夫そう。

ただ、サイズが入っていると墨で書いた時に乾きがちょっと時

間かかるってこともあるんですがね。こちらの商品は墨で書く

ことを基本的には想定していない商品なのですが、やっぱり和

紙使っているとなると墨書きしたがるお客さんも出てくるで

しょうし、いろいろと調子のよい和紙を検討しているところで

す。

新しい商品はコスト、デザイン、素材等の最大公約数の取り方

がなかなか難しいです。

 

※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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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2015・05・14（木）

手漉き和紙御朱印帳

おはようございます、高知製本です。

ついに具体的に始動しました、土佐典具帖紙、最高級の手漉き

和紙を使用した御朱印帳の作成です。よく、「最高級手漉き和

紙使用」みたいな表記をしているものって見かけますが、我々

からすると「どこが最高級なの？」って首をかしげるような商

品がいっぱいあります。楮等の材料費から割り戻してみても絶

対に実現しない価格で販売していたりするので、材料から生産

も全てタイやパラグアイ等で作ったような手漉き和紙だと思わ

れ。その分お安いんでしょうがね、うちはあんまり妥協したく

ないので廉価な手漉き和紙の商品は作るつもりはないです。ま

あ、これ以上他の会社の商品をディスるのはやめときましょ

う。
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さて、和紙をまずはこんな感じで断裁したところ。ここから徐

々に本になっていきます。

さすがに国宝の紙という事もあって、質が全然違う。また供給

が非常に難しいみたいで、発注して2カ月以上経ちますが予定

数量の1/3程しかまだ入荷してきていません。材料でも質の

悪いものははねたりとかいろいろしているみたいです、頑固お

やじです、職人ですな、期待できますな。頑張ってよいものに

仕上げたいと思います。

※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
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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・05・18（月）

高知城見学

おはようございます、高知製本です。

日曜日は製本業はお休みでパパ業という試練を実施してきまし

た。という事で子供二人を連れて高知城へ。子供科学教室って

のが開催されていたので参加してきました。

追手門のところで待ち合わせ。去年も参加したんですが今年は

かなり人数が多かったように思います。去年は10家族ぐらい

しかいなかった気がする。
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高知城の門です。外国人観光客も多く、「ハリーアップ！」

「ヘイ！」とかところどころから聞こえてきました。
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自然が多いです。

高知城は僕の高校が隣にあったため、割と身近に感じていた場

所ですが、家族が出来て家族と来るとまた何か違うように感じ

られるものですね。ただ、夜の高知城は怖かったんですよね当

時。門をくぐったベンチのあたりは地元のおじさま達のハッテ

ン場になっていて、部活帰りのラグビー部の友達が知らずに休

憩してて、「君、いいからだしてるねえ。」と言って胸を触ら

れたりとか怖い目にもあったりしていましたのでね。まあ、今

から20年近く昔の話です、今は知りません。

 

※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

94

2015・05・20（水）

追加生産情報

おはようございます、高知製本です。

下記、2アイテム追加生産しました。皆さまの御来店を心より

お待ちしております。

【御朱印帳】蛇腹菊唐草地に丸華紋

【御朱印帳】蛇腹佐賀錦調大菊金襴

 

※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・05・21（木）

竜馬の御朱印帳、商談！

おはようございます、高知製本です。

先日、月の名所の桂浜にある土佐闘犬センター様へ、竜馬の御

朱印帳の件でお伺いさせて頂きました。現在は当社の豆本シ

リーズをお取り扱い頂いておりますが、今回は御朱印帳の御提

案です。竜馬の御朱印帳を置いてもらおうと思っています。
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こいつらです。続々パターンの違うものが出る予定ではありま

すが現状は2種類のみ。

さて、無事御採用いただけるのかどうか。わくわくです。やっ

ぱり高知観光と言えば桂浜は外せないっていう観光客の方は多

いので、そんなお客様に当社の製品をじかに見てもらえるって

のはなかなか良い機会かなと思いますので。

 

※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

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・05・31（日）

地元フリーペーパーに掲載されました。

おはようございます、高知製本です。

高知で何十万部も発行されているというＫ＋という地元のフ

リーペーパーに取材をされました。先日発行され、高知新聞に

はすべて折込まれるという事で20万世帯ほどに配布されたよ

うです。正直、実売に関しては期待はしていなかったという

か、メディアへの掲載実績が増えればいいかな～とまったり考

えていたので、予想外の反響に戸惑っています。（子供の保育

園の先生から、見ましたよ～♪的な事もあったり。）

Ｋ＋最新号（ウェブでも読めますよ～。電子書籍化されてま

す。）

 

高知って商圏規模としては非常に小さくて、30万商圏が高知

市だけ、次に大きいのが南国市で人口は5万人程度しかいませ

ん。都会で満員電車に毎朝ゆられている人からすると考えられ

ないかとは思いますが、実際商売としても結構厳しい土壌なん

ですよね。けど、高知でも御朱印する人ってこんなにいたんだ

な。と、四国はやはりお大師様のお遍路が主で、神社のご朱印

はあまりメジャーではないんではないか、と勝手に考えていた

んですが間違いでした。

まだまだわからない事が多いです。関わる人が増えてくるにつ

れ、私もいろいろと勉強をさせていただいているような状況で

す。

今後もよろしくお願いいたします。
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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・06・01（月）

テストプリントが上がってきた。

おはようございます、高知製本です。

以前、キャラクター御朱印帳をやるかも、やらないかもってブ

ログにも書いたと思うんですが、高知県須崎市のしんじょうく

んという、かわいいのかかわいくないのか、なんだかよくわか

らんキャラクターの御朱印帳の制作を進めています。いや、悪

口ではないですよ、そんなゆるい感じが好きなんですよ。

 

 

こんなかんじのかわうそ君です。日本で最後に見られたかわう

そってのが、高知県の新荘川だったみたいで、そこから名付け

られた模様。ほうほう。絶滅したかわうその友達を探す旅に出

ているという切ない設定が親父心をくすぐるなとおじさんは思

う今日この頃。

 

※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・06・04（木）

カッパの三平、本の修理

おはようございます、高知製本です。

本日はちょくちょく発注のある本の修理のお話、今回は水木し

げる先生の「河童の三平」という漫画を修理しました。

まあね、たかが漫画と言ってあなどるなかれ。先日テレビ番組

のお宝鑑定団では水木しげるの漫画が1000万円の値がついて

いました。うわ、そんな高価なもの絶対やりたくねえです。責

任重大だあ。。。

さて、そんな中修理です。こちらは初版本、初めて刷られたも

のですね、昭和○年とかって感じで激古です。お客様に伺う

と、現在販売されているものとは見た目は同じだがセリフ等が

違っているのだとか。それだけ価値のあるものだそうです。

確かに、メディア関連は自主規制って事で表現の幅が狭くなっ

てきているのはありますね。著者の意向に構わず、問題のない

ような表現で表しているものが最近では大半かと思います。い

いか悪いかは別としてね。
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さて、今回はまとめて4冊分です。ほぼバラバラに分解されて

いました。当時は糊付け製本は膠が主流だったのですが、やは

りこちらも膠で綴じられたもの。膠って気温が下がったりする

とバキって割れたりするんですよね。東北や北海道なんかのほ

うがこの手の事故は多い気がします。

 



高知製本のブログ

103

膠のついたのどの部分の糊を1枚づつはがして綺麗にします

が、おいおいなんだこの作業は。果てしなく地味で、そのくせ

めちゃくちゃ時間がかかるぞ。まだ2冊目なのにもう日が暮れ

てきたぜよ！って感じでゴトゴトと作業をしながら、そして現

在では膠はマイノリティーなので、通常の糊付け、ホットメル

トで再度綴じなおしました。

ホットメルトは機械なんで見当あわせが面倒なんですよね。手

間がかかるというか、とくにこんな失敗が許されない部類の仕

事の場合はシビアになってきます、ある程度のノウハウもいる

し。

そんな面倒な作業をして、なんとか無事にきれいに修理完了。

おつかれさまでした！
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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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



高知製本のブログ

105

2015・06・05（金）

Yahoo!ショップ開店1周年記念セール開催！

お世話になります、高知製本です。

今月、Yahoo!ショッピングに出店して一年が経過しました。

感謝の意を込めましてささやかではありますがセールを開催し

たいと思います。当初はYahoo! ショップ店で開催しようと

思ったんですが、いまいち操作方法がわからなくてですね、

（おい。汗）本店の方で開催したいと思います、すいません。

謝恩セール開催決定！

数量等限定となりますのでお早めにどうぞ。

 

※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

・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

106

2015・06・09（火）

御朱印帳新作リリース！

おはようございます、高知製本です。

大人気の高級金襴ハギレシリーズ、新作を5点追加しました。

【御朱印帳】鳥獣戯画
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【御朱印帳】龍神と鳳凰の集い

他にも3点ほどアップしています。

基本的に余った生地部分を使用して蛇腹御朱印帳に仕立てたも

のになります。なのでとってもリーズナブル♪

（普通だと生地代だけで商品価格と同じくらいするので）

ただし供給はちょっと不安定、、、売り切れの際はご容赦くだ

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
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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・06・11（木）

海外展開第一弾！

おはようございます、高知製本です。

当社の御朱印帳、ついに海を越えて海外展開です。熱いぜ！ア

メリカNYのアートショップで販売される事となりました。

（パチパチ）
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お世話になっているデザイナーさんの紹介であれよあれよとい

う間の展開。

御朱印帳をアメリカで販売しようなんて奇特な感性をもった会

社なんて、まあ広い日本を探してもうちだけでしょう。（だっ

て、アメリカ寺ないし、神社もないし）けど日本好きな方には

喜んでもらえると思うんですよね、和風の表紙だったりデザイ

ナーズ表紙のジャケ買いみたいな。結構「これはなんだ？」的

な質問をされるみたいですよ。

中身も和紙を使っているので、日本の和紙のアピールにもなる

かなと。（ユネスコの無形文化遺産にも最近なりましたしね。

まあこれらは手漉き和紙の商品ではないですが。）

「ハッハ～！マイフレンド！！」とか言いながら陽気なアメリ

カンにご購入頂ければ幸いです。

 

※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
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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・06・13（土）

新しい商品群を近日でリリースします！

おはようございます、高知製本です。

当社の自社企画商品である御朱印帳はかなりのラインナップも

揃ってきております。また、製品仕様としてマニアックなもの

が多いのでマニアなお客様からご好評頂いているという大変

ニッチな商材に育ってきている状態です。

さてそんな中、新たな商品をリリースしようと画策しておりま

した。ちらっとだけご紹介します。

 こんな感じでサンプルをいろいろと試しております。なにを

作るのかって？そう、芳名帳です。結婚式の際にguestにお

名前を記帳して頂く帳面です。マーケットとしても結構大きい

ビジネスになりそうで、収益面でも期待が持てると勝手に妄想

しながら試行錯誤しています。

当社の芳名帳、せっかくこの市場に参入しようとしているの

で、他社と同じようなありきたりの商品は作るつもりはござい
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ません。御朱印帳と同じような独自路線で突っ走りたいと思い

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♪

 ・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・06・15（月）

謝恩セール前半終了！

おはようございます、高知製本です。

今月は当社がYahoo!ショップへ出店してちょうど1年目とい

う事で、現在本店では謝恩セールを開催しています。

高知製本ショップ本店、謝恩セール開催中！

正直、当店で御朱印帳の企画をした時には、仕様がマニアック

すぎるし大丈夫なのか？という不安がいっぱいありましたが、

おかげさまでなんとかかんとか1年頑張らせて頂きました。支

えて頂いているお客様には本当に感謝しております。小売をし

た事のない工場のおっちゃんですが、なんとかパソコンにも慣

れ、オンラインショップの運営もできるようになってきまし

た。まあ、いまだにわからない点の方が多かったりするんです

がね。。。。

今後もマニアックな商品をいろいろと作っていきたいと思いま

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
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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・06・19（金）

神社さんの御朱印帳

おはようございます、高知製本です。

最近、全国の神社さんから直でのお問い合わせが多くなってき

ました。

当社では御朱印帳を自社企画、制作、販売しているのですが、

まあ私の趣味の延長線上って感じで非常に仕様がマニアックな

ものなので数はそんなに売れているわけではありません。メイ

ンはやはり神社、お寺さんの御朱印帳作成であったりというと

ころが数は非常に多いわけですね、制作数も桁が3つぐらい変

わってきます。

最近多いのが今まで御朱印帳を作って販売した事のない神社さ

んで、今オリジナル作成を考えているという事。実際に制作段

階に入っているものもあったりしますので皆さまも知らないう

ちに当社が作成した御朱印帳を使う機会があるかもしれませ

ん。

おもしろいものです。ああ、それにしても腰が痛い。。。

 

※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
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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・06・24（水）

しんじょうくんの御朱印帳

おはようございます、高知製本です。

やっとリリースです、しんじょうくんの御朱印帳。高知県を盛

り上げるべく、竜馬の御朱印帳など御当地御朱印帳の作成を進

めておりますが、ついにゆるキャラに手を出してしまいまし

た。超絶かわいいです。

絶滅した日本かわうその仲間を探す旅に出ているしんじょうく

ん、御朱印巡りとも通じるものがあるかな～と勝手に思って企

画を進めておりました。表紙にはお遍路しんじょうくんがキ

リっとした表情で存在しております。
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蛇腹タイプの48ページもの、裏表紙には日本で最後にかわう

そが見られたというしんじょう川を下るイメージで竜の船に

のったしんじょうくんをプリントしております。

しんじょうくんを管理している須崎市に電話して、是非しん

じょうくんのツイッターでも紹介してほしいとお願したとこ

ろ、「本人に聞いておきます。」だそうです。おお。なかなか

シャレがきいているじゃないか須崎市。
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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・07・01（水）

謝恩セール終了

おはようございます、高知製本です。

6月開催しておりました当店の謝恩セール無事に終了しまし

た、ありがとうございました。

新作も今後目白押しになりますので、引き続きご愛顧のほどよ

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・07・02（木）

竜馬の御朱印帳販売店舗情報！

おはようございます、高知製本です。

自分の中で話題沸騰中の商品、「竜馬の御朱印帳」！

 

さて、今月より桂浜にあります土佐闘犬センター様でもお取り

扱いいただく事となりました。担当者がお休みだったり、うち

の工場が忙しかったりでまだ納品に行けてないのですが、オン

ラインショップにはないカラーバリエーションなんかもありま

すので、高知にお立ち寄りの際は是非ご覧ください。

たぶん、、、今月中には納品に行けると思います。いろいろ忙

しくて、すいません。（汗）

 

※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・07・07（火）

手漉き和紙御朱印帳

おはようございます、高知製本です。

ついに具体的な制作に取り掛かっています。手漉き和紙御朱印

帳！

おそらく、日本最高峰の手漉き和紙になるかと思います、ま

た、こちらの商品は当社のオリジナル創作和綴じ製本も選べる

というニッチなもの。この縫い方は名付けて「松葉散らし」松

葉はその昔、将軍家しか使ってはいけなかった文様です。イカ

ス！その他、詳細は下記のリンクからどうぞ。

浜田兄弟和紙コラボレーション、手漉き和紙御朱印帳

もう少々お待ちください。。。隙間時間を見つけながら1冊づ
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つ作成しております。

?

※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

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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・07・08（水）

和綴じ、襷（たすき）綴じ！

おはようございます、高知製本です。

作ってますよ～。土佐典具帖紙の御朱印帳！

さて、写真のものは当社オリジナル和綴じ。名付けて「襷（た

すき）」です。幾何学的にそろった文様がなかなかイカスじゃ

ありませんか。良い感じです。

今回オリジナル和綴じを4種類用意しているんですが、なかな

か手間がかかりますねえ。。。自分で考案しておきながら。通

常の四つ目綴じがどれだけ楽かわかりません。

 

※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・07・10（金）

御朱印帳出荷中♪

おはようございます、高知製本です。

本日は御朱印帳関連をいろいろと出荷しております。おもに神

社関連の発注ものですが、そんな中で当社の御朱印帳を取り扱

いだして頂いている販売店も増えてきており、卸もちょっと

やってたりします。ありがたい悲鳴を上げております。

段ボールにぷちぷちで出荷処理中。オモシロイのが当社のオン

ラインショップであまり動きがない商品でも実際の店舗さんで

はよく売れていたり、その逆だったりといろいろです。あ、し

んじょうくんの御朱印帳は結構売れているみたいです。
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かわいか。

 

※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・07・13（月）

土佐典具帖紙御朱印帳！

おはようございます、高知製本です。

ついに！販売開始しました！長かった、構想から約2年かかり

ました土佐典具帖紙御朱印帳！

【国宝手漉き和紙】土佐典具帖紙御朱印帳桐箱セット

こんな感じに仕上がりました！

詳しい内容はまた次回御説明します。（本日ちょっと忙しいの

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
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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・07・14（火）

土佐典具帖紙御朱印帳の件

おはようございます、高知製本です。

前代未聞、業界初の土佐典具帖紙を御朱印帳へと採用した問題

作、土佐典具帖紙御朱印帳の販売を開始しております。手漉き

の土佐典具帖紙、日本で唯一の後継者である浜田兄弟とのコラ

ボ御朱印帳です。

土佐典具帖紙は極薄の漉けるような紙、当社は製本屋なので本

の修理でよく使うのですが、まさか御朱印帳に使うことになる

とは思いませんでした。極薄のままだと御朱印帳には不向きな

ので（紙が薄すぎて10ページくらい墨が裏移りするかも笑）

御朱印帳に使えるように特厚という特別に漉いた斤量の和紙で

作り上げています。

【国宝手漉き和紙】土佐典具帖紙御朱印帳

ほかにも細部にこだわった作りとなっていますがまた次回。今

から配達にいかないといけないので。でわ！
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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・07・16（木）

ネットモール追加出店？

おはようございます、高知製本です。

現在は自社の直販サイトとyahooショップ店を細々と運営し

ている高知のしがない製本屋でございますが、追加でもう１つ

のネットモールに出店しようかなあと考えております。

デザイナーズ上製本

おはようございます、高知製本です。

東京のデザイナーさんから依頼があり作成している上製本がか

なりいい感じです。販売前なので詳細は書けませんが、例える

ならデザイナーズ上製本とでもいいましょうか。

表紙には手すき和紙を使用し、ちょっと特殊な印刷というか、

ほにゃららな技法を使ったものになります。もともと某所の製

本屋に発注予定だったみたいですが、「難しい。うちではやっ

ぱりできない！」とさじを投げられた模様。
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2015・07・24（金）

美しい金箔！

おはようございます、高知製本です。

今回は凸版＆箔押しのお話。以前ブログでも触れました。

（こちらの記事です。ご発注予定のお客様はぜひ御参考くださ

い。）

現在箔を打っているのがこれ。京都の建勲神社様が今度販売を

開始するというオリジナル御朱印帳、当社で作成させていただ

きました。

大判といわれる12cm x 18cmの大き目御朱印帳の全面に金

箔押しです。でら渋いっす。光輝いています。まぶしすぎて目

がくらみます。御祭神が織田信長公な神社さんだけに「天下布
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武」です。

金にもいろいろ種類があって、艶有だとか無いものだとか。も

のによって使い分けたりします。もちろん指定する方もいらっ

しゃいます。（まあ、うちも全部の金をそろえているわけでは

ありませんが。見た目ほとんど変わらないですし。）

御朱印帳で黒地って意外に少なくて、けど黒に金箔ってやっぱ

り一番映えますからな～、かっこいいです。

 

※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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2015・07・30（木）

竜馬の御朱印帳！（しんじょうくんもあるぜよ）

おはようございます、高知製本です。

高知の観光名所といえばもちろんはずせません、それが桂浜。

司馬遼太郎の竜馬がいくでもちょくちょく出てきますし、高知

が取材される際にはたいてい出てくる景勝地です、月の名所と

しても有名です。

さて、そんな桂浜にあるお土産物屋さん、とさいぬパークさん

で当社の御朱印帳の販売を開始しました！やっと納品に行って

きました。。。なかなか工場を離れることができないので、ま

あご了承ください。（汗）竜馬の御朱印帳なんかはオンライン

ショップにはないカラバリなんかも置いていたりします、高知

にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。
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帰りがけに高知名物のアイスクリンを食べながら海を眺める。

4段のカラフルなやつにしてみる。おおの、今日は熱いちや。

アイスクリンとは、高知の人間なら知らない人はいないでしょ

う「１×1はアイスクリン」という意味不明なキャッチコピー

で有名です。買ってみました、食べてみました。お値段は

300円です。お～、ハーゲンダッツなみに高いじゃないか。

しかし、ここで高いと感じてはいけません、観光地価格だとか

言ってはいけません。観光に来て細かいお金の高い安いにとら

われてはいけません。思い出や話のネタを作るためと思えばよ

ろしいわけです。独特の味がして結構おいしいのですよこれ、

おいしいなあ、楽しいなあと思いながら皆さまの旅行の楽しみ

を補完する仕事もしているわけですよ、こういったデザートっ

てのは。
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けどやっぱちょっと高いな。

 

※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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2015・08・01（土）

蛇腹大菊金襴、最終生産のお知らせ

おはようございます、高知製本です。

もともと金襴生地があまり好きではなかった私をうならせ、

「これカッコいいな。。。本にしてみようかな。」と思わせた

生地があります。通常の製本用金襴よりかなりお値段が高かっ

たんですが、製品にしてみるとお客様にも好評。今ではその時

の経験をもとに他の金襴の商品もたくさん作っていますが、

きっかけになった生地がこちらの大菊。

【御朱印帳】蛇腹大菊金襴

先日、こちらの生地を織れる唯一の職人さんがいなくなり、在

庫を少しづつ販売していましたがそろそろ終わりが見えてきま
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した。10冊ぐらい作りましたがこちらで完全終了となりま

す。もう作れません。

なんかさびしいなあ。。。

 

※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

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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・08・04（火）

新作情報

おはようございます、高知製本です。

新作の御朱印帳を計6モデルリリースしました！ちょっといろ

いろ忙しいのでそれぞれ2～3冊しか作ってません、すいませ

ん。。。

【限定高級金襴】桐鳳凰麻の葉締め

【御朱印帳】唐獅子

【御朱印帳】ド迫力風神雷神(特上)

毎日暑いですね～、高知もやっと夏っぽくなりました。今週末

は鏡川の花火があるぜよ！
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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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2015・08・06（木）

新作情報

おはようございます、高知製本です。

限定金襴シリーズの新作をリリースしました。普段使用してい

る金襴に比べるとややお値段安めなのでお買い得な感じに仕上

がっています。「感動した！」「美しい！」というご意見はよ

くいただきますが、そこまでの綺麗さはないかなあ～、けどそ

の分リーズナブルですよ。

【お買い得金襴】露芝に桜道長御朱印帳

販売価格(税込)： 3,680 円

【お買い得金襴】遠山しだれ桜御朱印帳

販売価格(税込)： 3,980 円

よろしくお願いいたします。
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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

146

2015・08・07（金）

芳名帳リリース！

おはようございます、高知製本です。

ついに新たなカテゴリーに進出です！芳名帳の販売を開始致し

ます。

【ゲストブック】結婚式芳名帳　菊金箔めでたづくし
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青と赤のカラバリを出していますが、青が非常に好評で美しい

です。うん、いい感じ！

きらりと光る金箔が非常に美しい想定、結婚式に一輪の花を添

えてくれることでしょう

芳名帳のラインナップも今後増やしていくつもりです、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

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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・08・11（火）

新作芳名帳！

おはようございます、高知製本です。

当社のオンラインショップ用の新商品として、芳名帳を新たに

リリースしました。

カッコいいですね。

こちらの芳名帳、いろいろと苦労を重ねてやっとこさ完成した

ものです。
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どうですか、表紙にどん！と構える威風堂々たるこの菊の花。

素敵すぎます。

今後も芳名帳に関してはたくさんのラインナップが増えていく

予定となっております、人生に一度しか使わないものではあり

ますが、そんなものだからこそこだわったものにしてみたいっ

ていう職人の思いが形になった商品。ちぇけらです。

 

※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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2015・08・13（木）

お盆ですよ～みなさん！

おはようございます、高知製本です。

当社はお盆休みをいただいておりますが、先ほど妻と子供たち

を高知空港に送り、ちょっと仕事が残っているので会社に来て

パソコンとにらめっこをしております。機械は動かしません

よ、いやだ暑い。

お盆に妻と子供たちは妻の実家に帰り、私はお留守番。あ、そ

うそう。今月楽天に出店してみたんですよね、まあどうなるか

わかりませんが1年ぐらい様子を見てみようかと。さすがに

EC業界で最激戦といわれるモールなので、将来どうなるかが

よく読めませんね。

「高知に残るんだから、仕事しなよ、楽天のSEO対策ちゃんと

しちょいてよ！」

と妻からのいいつけ。おいおい、ここに鬼がおるぞ。ぶったま

げたちや。。。

 

けど、最近たまに土佐弁を使うようになってきた妻がちょっと

かわいいです。

 

※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・08・18（火）

四国お遍路の某寺の住職さんが来社されました。

おはようございます、高知製本です。

最近は自社商品の販売を機に、いろいろな方の来社が増えてお

ります。

先日、お遍路88か所の某お寺の副住職さんが御来社されまし

た。まあちょっといろいろありましてね。

その際に、当社の土佐典具帖紙御朱印帳に墨書きしていただ

き、感触を聞いてみたんですね。国宝手漉き和紙！ってやつ。

浜田さんの和紙。やっぱり毎日毎日お遍路さんの納経帳へ納経

されている方なので、我々とはまた違った意見もあるかなと思

いまして。

国宝土佐典具帖紙御朱印帳

すらすらと書いていただいている間は緊張しました。もうね、

小学校のころ先生に反省文を提出してそれを読まれているまっ

最中って感じ？こういう時って神経が高ぶっているのか、先生

の一挙手一投足、目の動きなんかもわかったりするんですよ

ね。あ～、なんか反応薄いな。また拳骨くらうかな。いやだ

な。って感じで。

ご丁寧にいろいろと書いていただき一言。

「うん、これいいね！」

よかった～。。。ホッとしました。

「墨の吸いもいいし、やっぱり紙がいいと、こっちもテンショ

ンが上がるんですよね。紙が悪いとやっぱり書いててもアレ

レってなることあって、なかなか乾かないからドライヤー使っ

たりとか手間もかかってちょっとっ。。。てなるんですよ。」
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なるほどね～。いろいろと勉強になります！

 

 

※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

・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・08・26（水）

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。

ご案内が遅れてしまいましたが、新作御朱印帳を何点かアップ

しております。

【限定高級金襴】桐鳳凰麻の葉締め

販売価格(税込)： 5,400 円
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【御朱印帳】おしどり夫婦

販売価格(税込)： 2,160 円

よろしくお願いします。

ちょっと最近忙しくてブログの更新が、、、、すいません。
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2015・08・29（土）

京都西陣発！高級芳名帳リリース♪

おはようございます、高知製本です。

芳名帳をリリースしております、当社得意の凸版箔押しのかっ

こいい＆かわいい芳名帳ですが、新たに金襴生地を採用した芳

名帳をリリースしました！ご連絡遅れてすいませんです。。。

反省。

 

【ゲストブック】結婚式 おしどり夫婦 芳名帳

販売価格(税込)： 4,500 円

おしどり夫婦ってよく言うじゃないですか？夫婦仲良く睦まじ

いおしどりのように末長くお幸せにという意味を込めて、おし

どり柄の金襴生地を採用した芳名帳になっています。（おしど
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りって実は仲良くないという噂もありますが。。。汗）

 

当社の芳名帳は土佐和紙を中身に使うことにしてあるので、墨

にも一応対応しています。けどやっぱりマジックとかペンが一

番適正はいいと思いますがね。芳名帳って人生で一度しか使わ

ないのもだと思うんですが（まれに二度三度って人もいるかも

しれませんが）だからこそちょっとこだわった商品があっても

いいかもなと思って作ってみました。

 

芳名帳！芳名帳！芳名帳だぎゃあああ！今後芳名帳のライン

ナップは随時追加されていきます。お楽しみに。

※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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2015・09・02（水）

芳名帳新作リリース♪

おはようございます、高知製本です。

芳名帳の新作をリリースしました。京都西陣発の最高級金襴を

採用したリッチなモデルです。

【ゲストブック】結婚式 鶴に松竹梅 芳名帳

販売価格(税込)： 3,900 円

うつくしかあんばいどす。
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飾り紐はぼかし加工してます、紐の途中で色が変わる感じ。ナ

イスです。

鶴と松竹梅、縁起もののてんこ盛りですな。

180名分の記入が可能です。紐綴じなので簡単に着脱できま

すし、便利ですよ。

 

※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・09・11（金）

取材依頼

おはようございます、高知製本です。

先日、某キー局のテレビ番組からオファーがありました。当社

の本の修理に関して取材したいとのこと。ちょうど高知に来る

のでそのときに見せてもらえないかですと。

おお！またもや全国デビューのチャンスか？と思いましたが、

都合が合わずにお流れとなりました。なかなかねえ～、本の修

理って生ものといいますか、仕事が入っているときは10冊ぐ

らい並行して修理していたりするんで、そんなときはテレビ屋

さんとかもいい画がとれるでしょうが、ないときは1冊もない

ですからね。現在1冊もないので。

そういえば、先日本の修理でテレビに出てた製本屋がいたな

あ。娘さんが大学に入るので、自分が使っていた辞書を修理し

て渡したいって親父の依頼でした。親父心ですな。

おもしろそうだったので見てみましたが、やっぱり大変そう。

すごい時間かかって修理していた。辞書のようなページの多い

ものはとくに大変なんですよね、1ページづつ手をかけたりし

なきゃいけないこともあるし。

「もうね、ページ数をみると嫌になってしまうので見ないよう

にしています。」ってその製本屋も言ってた。どこも一緒だな

あと思ったものです。

なかなかタイミングってのが合わないものですなあ。

 

※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。
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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・09・18（金）

芳名帳の新作です♪

おはようございます、高知製本です。

芳名帳の新作をリリースしました！

どうですか、この美しいフォルム。素敵っす、素敵すぎます。

色見はサニーオレンジ！
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表紙には日本の花、菊を金箔で打ちこんでいます。ゴージャス

！

このくらい大きなロゴを打ち込む際、なかなかノウハウがない

と難しいんですよね、うまく入るところとそうじゃないところ

がでたり、圧力の差ってやつですかね、熱っつい箔押し機の前

でいろいろと試しながら打ちこんでみました。
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飾り紐で綴じただけのシンプルなスタイル。着脱が簡単です

よ。

【ゲストブック】結婚式芳名帳　菊金箔めでたづくし(サニー

オレンジ)

販売価格(税込)： 1,980 円

 

※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・09・19（土）

お試し版を作ったぜよ（土佐典具帖紙御朱印帳）

おはようございます、高知製本です。

日本最高峰の手漉き和紙、土佐典具帖紙を使用した御朱印帳を

リリースしましたが、お客様から一回使ってみたい、試してみ

たい。というお問い合わせを多くうけています。ただ、やっぱ

りどうしてもお値段が張るものになってしまうので、、、まあ

そうでしょうねえ。僕も思いましたもん、これ高っけえなあ

！って。（苦笑）桁がちがいますからね。

【国宝手漉き和紙】土佐典具帖紙御朱印帳

販売価格(税込)： 32,400 円

なので！よいアイデアを思いつきました！土佐典具帖紙御朱印

帳、お試し版の登場です。
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どどん！と作ってみました。
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裏から見るとこんな感じ。最後の結び目処理をしていません。



高知製本のブログ

172

広げてみるとこんな感じ。8ページという薄型の御朱印帳で

す。
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ね。薄いでしょ。

 

お試し版なのでページ数を減らして材料費を削減、生産工数を

減らして工賃を削減したダイエットモデルです。

 

安価に土佐典具帖紙をお試しいただきたいという思いから極限

までコストを下げたお試し版、他にも表紙に使用している雲竜

山根紙は当社の在庫から余りの評価減した部材を使用、和綴じ

は穴を減らした3つ目綴じに変更し最後の結び目処理を施さな

い仕様で工数カット。御朱印ページは8ページ分、サイズは

A5となります。お手軽に手漉き和紙を試せる超廉価モデルの
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誕生です!

【お試し版】土佐典具帖紙御朱印帳(国宝手漉き和紙)

販売価格(税込)： 1,620 円

 

※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・09・22（火）

県庁おもてなし課

おはようございます、高知製本です。今日は製本にはあまり関

係のないお話。

シルバーウィークに久々に映画の１つや２つは見てみようかな

と思って近所のレンタルビデオへと。うろうろと探していまし

たが、もうまともに10年以上映画なんか見てないのでなにが

なんだかよくわかりません。2歳の娘を抱えたまま腕がしびれ

てきたのでたまたま見つけた「県庁おもてなし課」を借りてみ

ました、これ高知県庁がモデルになった映画らしく、撮影も高

知です。

ほう。どれどれ。さっそく見てみることに。

子供が二人もいると2時間の映画を見るのにも倍くらいの時間

がかかりますな、途中で「パパおなか減った！」だの、喧嘩し

だしたり騒ぎ出したりだの。ゆっくり映画も見てられません。

舞台はわれらが高知県。観光客誘致として高知の県全体を一大

レジャーランド化する企画を実現すべくいろいろとドラマが展

開されるという内容。高知は大自然が手つかずに残っている田

舎ですからね、登山にパラグライダー、サーフィンにカヤック

にラフティングとアウトドア満載になんでもできる感じです。

高知最高、映画の中でも下記のセリフがありました。

「高知は自然の宝庫だ。海があり、山があり、川があり、それ

らがかなり高いレベルの美しさを保ったまま存在している。他

県を見てもここまで揃った県はほかにはない！。。。ただし！

それしかない。」

って、やかましいわ。
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まあ確かに観光と農業以外とくに目立った産業もないし、県の

人口は70万しかいないし、超がつくド田舎なんですけどね。

高知を舞台にしたドラマって、まあもちろんなんですが登場人

物がみんな土佐弁しゃべるんですよね、「そうやにゃあ。」と

か、「たよりないけどにゃあ。」とか。それを見ながら、「猫

じゃあるまいしにゃあにゃあやかましいわ！」と途中で嫁が

突っ込んでいたのが印象的でした。くそ、名古屋嬢め、おまえ

の地元の愛知だってみゃあみゃあうるさいじゃないかと心の中

で反論。

途中、色恋恋愛が入ったりするのは映画やドラマの鉄板でしょ

うが、それらにまったく何も感じなくなって、むしろ「ふっ」

と軽く流してしまうのは僕もおじさんになった証拠ですな。来

年40歳になります。びば。自分としては恋愛要素なんかなく

ていいからもっと自然あふれる（田舎ともいう）高知のいろん

な場所をもっと映して欲しかったかなという感じでした。まあ

おもしろかったです、ヒロインの女優さんがめちゃくちゃかわ

いかった。堀北真希さん、嫁さんにしたいぐらいです。

 そんな田舎の高知、美しい自然に囲まれた大自然が生み出す

土佐和紙。日本の重要無形文化財、人間国宝となった土佐典具

帖紙御朱印帳のお試し版を作ってみましたぜよ。
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お買い得です。50冊限定です、お早目にどうぞ。

【お試し版】土佐典具帖紙御朱印帳(国宝手漉き和紙)

販売価格(税込)： 1,620 円

 

※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・10・02（金）

新商品開発中♪

おはようございます、高知製本です。

さてさて、現在はまったり進行でいっておりますが、そろそろ

本気出すとしましょう。

と、言うことで新商品を作っています。ちょっとだけお見せし

ちゃいます。

こんな感じ。

御朱印帳の袋です。

昔から問い合わせをよく頂いており、当社の御朱印帳と同じ柄

で作ってほしいとか要望を頂いていたので、やっとですが重い

腰を上げて試作に取り掛かりました。といっても、ミシンとか

ロックミシンとか全くわからないので女性陣がわいわい言いな

がら作成しています。わたくしは一切関われておりません。

ちっ。仲間はずれか。さびしいよお。

 

※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・10・21（水）

御朱印帳袋リリース！

高知製本です。

ついに重い腰を上げ、製造販売を開始しました！御朱印帳袋で

す。

当店で販売している御朱印帳、その金襴生地でおそろいの袋を

作ってみました。

【御朱印帳袋セット】蛇腹菊唐草地に丸華紋

販売価格(税込)： 4,740 円
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カラバリで紺色もあります♪

袋は以前からお問いあわせをよくいただいておりましたので

やっと重い腰を上げて作成することにしました。

いやしかし。うちの御朱印帳金襴はやっぱり生地が固いな

あ。。。重厚でよい品物なんですが、結構加工に苦労します。

まあ、まったりとリリースしていきますので今後もよろしくお

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
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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・10・24（土）

芳名帳リリース！

高知製本です。

新作の芳名帳をリリースしました。最近はいろいろと新作が立

て続いていてなにがなんだかわからない状況がちょっと発生し

ています。わはは。いや、ほんましんどいね。

【ゲストブック】結婚式 華紋に鳳凰 芳名帳

販売価格(税込)： 3,900 円

御朱印帳で人気の鳳凰の舞い、めでたい感じがぱりぱりするの

で芳名帳にも採用して新しくリリースしました。カラバリで白

と黄金の2種類をラインナップしています。
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【ゲストブック】結婚式 菊唐草に丸華紋 芳名帳

販売価格(税込)： 3,900 円

こちらも御朱印帳に採用している桃色丸華紋の生地、かわいい

と大変好評なので芳名帳にしてみました。こちらもカラバリ展

開でピンクと紺の2種類があります。

年末が近づいてきました。自社商品のリリースちょっと止まり

そうです、欠品したらしばらく作れないも知れません。毎年の

ことですが神社さん向けなどの御朱印帳の鬼発注がいろいろと

入ってきましたんで。すでに3万冊以上予定が入ってます。

OEMってやつです。

御朱印帳や芳名帳は手作業で作成する製本になるので作れる数

に制限があるんですよねえ～。まあがんばります。

 

※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。
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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・11・04（水）

眠れない夜に・・・

高知製本です。

ただいま夜中の3時頃、眠れないのでブログを更新でもしよう

かなと。たまにあるんですよね、寝たいけど寝れない。若い頃

にはなかったんですが、年をとってそんな日がちょくちょく出

てくるようになりました。老人が早起きなのと原理は一緒なの

か？

それはさておき、めっきり寒くなりました。高知は寒暖の差が

非常に激しい。夜と昼で10～15度くらい差があるのがあた

りまえって感じで、とにかく風邪を引きやすい。僕は18歳で

大学入学をきっかけに名古屋、その後は埼玉で暮らしていたん

ですが、それらの地域ではここまで一日の中で気温差を感じる

ことは事なかったですね。寒い日は一日寒いし、暑い日は暑

い。

高知に戻ってきて約3年。やっとこちらの気候にも慣れてき

た。いろいろと書こうかなと思っていたんですが眠くなってき

ました。寝る。

なんだ。まだ若いじゃん。
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2015・11・12（木）

御朱印帳袋の新作情報

高知製本です。ご無沙汰しております。

さて、新作情報です。最近当社的に熱いのが御朱印帳袋。こち

ら3アイテムリリースしました。

御朱印帳とのセットになっています。

【御朱印帳袋セット】神の菊/木綿

販売価格(税込)： 2,681 円

茶色をベースとした下地に菊模様がうまくマッチングした生地

です。蛇腹と袋のセット！
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【御朱印帳袋セット】遠山しだれ桜　蛇腹

販売価格(税込)： 4,200 円

人気の遠山しだれ桜御朱印帳に御朱印帳袋セットを追加しまし

た。

【御朱印帳袋セット】百花繚乱/白/木綿
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販売価格(税込)： 2,681 円

こちら御朱印ガールの皆様から結構熱い支持を頂いている百花

繚乱御朱印帳。こちらも御朱印帳袋とのセットを追加！

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・11・13（金）

プロに撮影してもらったら

御朱印帳の高知製本です。

さて、実は当社の製品の写真。少しづつ新しいものに入れ替

わっているのは気がついた方、いられるかな？

今回すべての商品をプロに撮影しなおしてもらったんですよ

ね。すごいね。さすがプロです、うまいです。僕がガラケーの

カメラでとるものと全くクウォリティーが違います。たとえば

これとか。

人気のおしどり柄の御朱印帳、僕のガラケーでとったもの。レ

ンズにしみがあるのでちょっとフォトショで加工しています。
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それをプロがとるとこんな感じになります。すげえなこれ。

ほかにも、友禅柄の御朱印帳、僕のガラケーバージョンがこち

ら。

そしてプロ撮影版がこちら。
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さすがその道で飯食っているプロですな。写真で商品のイメー

ジが全然変わります。素敵です。

そもそもネットショップやっていて、商品撮影をガラケーでカ

シャカシャやっている会社なんてうちぐらいのもんでしょう。

普通はちゃんと撮影したりしますもんね。やっと他のショップ

さんと同じようなレベルに並んだってところでしょうか、遅ま

きながら。

まったり進行で店舗運営してますんで、その点は許してくださ

れ。
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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・11・14（土）

蛇腹式「白龍」御朱印帳リリース

御朱印帳直売店、高知製本です。

さて、新作の御朱印帳を作ってみました。いつも連絡が遅くて

すいません。

【御朱印帳】蛇腹白龍

販売価格(税込)： 1,500 円

久々の木綿系の生地で和柄物を作ってみました。最近は金襴系

ばかりたてつづいてましたので。

48ページの奉書、小型の蛇腹式御朱印帳になります。お手頃

価格なので、これから御朱印をはじめて

みたいって方にも是非お勧めです。
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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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2015・11・16（月）

御朱印帳袋セット、在庫薄情報

御朱印帳の製本所直売店、高知製本です。

さて、限定販売の御朱印帳袋セットにそろそろ売り切れが出そ

うです。いつもちょっとしか作ってなくてすいませんねえ。生

地がないもので。あ、これ売れるなあ～って思って追加生産し

ようかなと思っても、そのころには生地屋さんで在庫がなかっ

たりするし。

【御朱印帳袋セット】バラ/木綿

販売価格(税込)： 2,681 円

菊や牡丹等の花柄御朱印帳はよく見かけますが、薔薇ってあん

ましないんじゃない？これっていいんじゃない？って思って

作ってみたものです。
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【御朱印帳袋セット】招き猫/木綿

販売価格(税込)： 2,681 円

やっぱり鉄板の招き猫。このかわいいのかいやらしいのかわか

らない目つきが妙に気に入って作ってみました。

どちらももうすぐ販売終了です、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。

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・11・27（金）

期間限定販売決定！徳川家康御朱印帳

御朱印帳の高知製本です。

朗報です。いい知らせです。goodです。今年一年、徳川家康

の顕彰400周年記念御朱印帳の事業を実はお手伝いさせてい

ただいておりました。今年も残すところあとわずか。どうして

も手に入れたい！というお客様の要望にお応えし、ついに今ま

で一般販売はしていなかった伝説の御朱印帳の販売を開始しま

した。（と、言っても期間限定、一か月のみです。）

【期間限定販売】徳川家康公顕彰400周年記念特別御朱印帳

販売価格(税込)： 1,296 円
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なかなかにこだわりぬいた逸品。中はイラストや家康公の遺

訓、遺言なんかも印刷しており、スペシャル感が満載です。表

紙も様々なバリエーション箔押しになっており高級感ばっちり

！
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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・12・01（火）

好評！徳川家康御朱印帳

御朱印帳の高知製本です。

先日のブログでご紹介しました徳川家康の御朱印帳。結構好評

です。

最近は御朱印ブームとあってか、いろいろなOEMの御朱印帳

生産の問い合わせが多いのですが、こちらの仕事はなかなかお

もしろかったと思います。

さて、12月になりました。来年はどんな年になるのでしょう

か。

 

※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・12・02（水）

OEM制作の御朱印帳

御朱印帳の高知製本です。

自社商品の御朱印帳販売は現在ネット販売を主に、まあ細々と

やっているわけでございますが、OEM生産がかなりの量注文

がありてんてこ舞いな状況になっております。いや。もうたま

らんちや。

そんな中、ふと思ったんですが、こちらの2種類の御朱印帳。
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当社でOEM生産をしているものですが、黒は織田信長関連、

紫のは徳川家康。おお、戦国の3英傑の2名じゃないかとふと

思った次第。これで豊臣秀吉なんかもあった日には感動もので

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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2015・12・15（火）

大好評！徳川家康御朱印帳♪

御朱印帳の製本所直売店、高知製本です。

大好評頂いております！徳川家康顕彰400周年記念メモリア

ル御朱印帳！

当店ではクレジットカード決済を導入していないので、クレカ

決済希望の場合は当社のYahoo!ショップ店から楽天市場店で

ご購入いただければクレジットカードでの決済もいけます。

お客様からもクレカ決済導入要望されるんですがね、どうも怖

くて本店には導入する気はありません。カード情報流出とか責

任持てないもん。楽天さんやYahooさんだとモール側が管理

してくれるので安心ですが。

さて、今年も残りわずか！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。
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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・12・30（水）

今年もありがとうございました。

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。久しぶりにテレビを見ていたら

一年間の総集編みたいな企画番組がこの時期多いですね。見て

て「あれ、これ今年だったっけ？」というニュースが多くて、

時間がたつのを早く感じます。来年はついに40代に私もなる

ので体には気をつけていこうかなと思います。

さて、当社は実は大晦日まで営業していたりします。まあ、僕

と嫁の二人だけですがね。ほかの人はみんなお休みです。夫婦

水入らずで仲良くお仕事しています。嫁の横顔がかわいすぎま

す。なので問い合わせの電話は邪魔なのでかけてこないでくだ

さい。いや、うっとうしい。

何をしているかというと夫婦二人で、たまりにたまった御朱印

帳をしこたま作成しています。製本屋の主なクライアントであ

る印刷会社や出版社の仕事は昨日で終わったので、これらはお

もに神社やお寺さんの案件です。なので本日、子供二人はジジ

ババ（社長と専務）に任せて仕事をしていたんですが、仕事終

わりに迎えに行ってみるとめちゃくちゃごついおもちゃが増え

ていました、なんぞこれ？

上の5歳児が最近は仮面ライダーゴーストにはまっているです

が、その変身ベルトとか剣とかそんなやつらしいです。総額1

万5千円。さすが社長、すげえ財力だなおい。ガキのおもちゃ

のレベルじゃねえだろ？くそ！バンダイめ！と突っ込みどころ

満載です。

私が子供のころこんな高価なおもちゃ買ってもらった記憶がな
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いんだけど。。。と自分の息子に軽くロマンティックジェラ

シーがとまらないながらも、先日のクリスマスプレゼントに5

千円と3千円の仮面ライダーゴーストのおもちゃを散々悩みま

くって、結局3千円のを買った自分の小物っぷりが恥ずかしい

です。

本日も子供二人はジジババに預かってもらいます。大晦日まで

まだ二日もあるのに、このペースだと人生最良の年末になるん

じゃないか息子よ？パパはおもちゃを買ってあげないぞ。だか

らジイジにいっぱい買ってもらいなさい。

まあそんな感じで大晦日まで突っ走ります。電話はいるけどで

ませんのであしからず。居留守万歳！年末なんでご容赦くださ

いませ。

※徳川家康御朱印帳、販売終了間近です！

 

 

※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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2016・01・06（水）

新年のご挨拶

お世話になります、高知製本です。

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。

 

さて、たまった出荷を処理しますか。。。と思いきや、うちの

チビが嘔吐下痢にかかりまして。

ショップの店長（嫁）本日お休み。最近ショップ運営はすべて

任せていたので処理の仕方がよくわからない状況。楽天RMS

とヤマトB2って連携しているらしいけどどうやってやるのだ

？う～ん。。。ぼちぼちやりますか。

 

※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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2016・01・14（木）

新しい和紙、墨書きのテスト

御朱印帳の高知製本です。

今、とある新しい御朱印帳の企画をしており、そちらに採用す

るべく高級土佐和紙をいろいろと検証しております。

写真じゃ全然わかりませんな。。。まあ、しかも僕のカメラは

携帯カメラだし。しかもガラケーだし。。。

 

何種類かの和紙をいろいろと試しているんですが、気に入った

ものが1つ。

墨が浸透していく際にちょっとおもしろい現象が起こって、見

てて気持ちいい。

けど、お値段くそ高けえなこれ。びっくりした。

 

※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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2016・01・15（金）

御朱印帳を検品する！の巻き

御朱印帳の製本所直売店、高知製本です。

さて、年初からいろいろと御朱印帳を納品しております。

OEMです、最近は各1000冊ぐらいのロットが一番多いです

かね。うちにとっても数もちょうどいい感じです。

どわ～っと中身を検品中。当社の隣にある喫茶店ともだちの美

人看板娘もなぜか手伝いに来てくれました。やっぱり若い子は
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目がいいですね。細かいところにまで目が行き届いています。

※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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2016・01・18（月）

日経新聞MJに掲載されました。

おはようございます、高知製本です。

本日18日発売のマーケティング専門新聞、日経新聞MJに当

社が掲載されました。竹内謙礼先生の顧客をキャッチというコ

ラムになります。どうも僕の顔写真も載っているみたい

で。。。おっちゃんが超笑顔で載っているはずです。笑

興味のある方は是非ご覧ください。駅とかで売っていると思い

ます。

では！！今日もみなさん頑張りましょう！

 

※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

・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

219

2016・01・19（火）

正絹極上金襴、ついにリリース！！

おはようございます、高知製本です。

ついに絹を使用した御朱印帳を作りました。正絹金襴を表紙に

採用した最高級モデル！詳しくは商品ページにて！

 

【御朱印帳】正絹極上金襴/蛇腹3種

販売価格(税込)： 3,480～3,980 円

最高位正絹極上金襴と土佐和紙を使用した御朱印帳です。

※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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2016・01・22（金）

続・日経新聞MJ掲載の件

おはようございます、高知製本です。

先日、日経新聞MJというマーケティング専門の新聞に掲載さ

れました。

失敗の豆本って。。。。汗

しかし、こうして見ると我ながら太ったなあと実感。最初にみ

たときに、「誰やこのおっさん？」と思ったら自分でした。お

おう。。たまらんちや。高知にUターンして早3年、せっか

く海が近くなったというのに唯一の趣味であるサーフィンも一

回も行けてませんが、なんとかかんとか頑張っております。

 

※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

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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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2016・01・23（土）

御朱印帳の大復活祭！開催します！！

御朱印帳の製本所直売店、高知製本です。

ついに！限定大復活祭を開始します！って、いきなり言われて

もわけわからんですよね。

当店の終息モデルの御朱印帳達を数量限定で再販売開始するお

祭りです♪

当店の会員様100名突破記念の謝恩価格！（会員様には限定

の割引企画もあり！合言葉が必要です♪）

皆様のお越しをお待ちしております。あ、忘れてた、会場はこ

ちらです。

※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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2016・01・25（月）

オーダーメイドの御朱印帳

おはようございます、高知製本です。

ごく稀に、御朱印帳のオーダーメイドの問い合わせがありま

す。おもしろそうな内容だったら興味がわいて作ったりするん

ですが、最近はちょっと忙しくてお断りする事もたまにあった

り。長めの納期をもらって作ったりといろいろです。こちらな

んかおもしろいです。

どどん！！特大御朱印帳。当社が販売している源氏物語御朱印

帳と比べてみる。

なるほど、くそでけえなこれ！！！！！！！！！！！！

これはかなりパンチが利いた御朱印が頂けそうです。

 

※御朱印帳大復活祭！高知製本ショップ本店で絶賛実施中で

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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2016・01・30（土）

生地のハギレサンプルを同梱してみる。

おはようございます、高知製本です。

なんか、自宅で嫁（高知製本ショップ店長）が金襴生地をチョ

キチョキしてたので盗撮。

当店の限定金襴御朱印帳を購入したお客様に生地サンプルとし

て配布するつもりだとか。ほう、なるほど。いろいろとアイデ

アを考えるねえ、勉強になります。確かに切れっぱしの小さく
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なった金襴は他にもう使えないので廃棄していたんですが、コ

ストがかからずに販促できるって事ですね。やっぱり三人集ま

れば文殊の知恵ということわざもありますが、人それぞれ物事

の着眼点が違ってておもしろいもんです。

僕なんかは威勢よく、最後の切れっぱしは「おりゃあ～！」っ

て言って捨ててましたけど。。。うん、反省してます。すいま

せん。

 

※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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2016・02・09（火）

春の新作御朱印帳リリース！

御朱印帳の製本所直売店、高知製本です。

春です！（気が早いです）高知はすでに春の陽気が漂い始めま

した。

そんな中、ちょっと春らしい、あわいかわいい御朱印帳をいく

つかリリースしました。

どどん！
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蛇腹式御朱印帳にビニールカバーつけてみました。

こちらはYahoo!ショップか楽天店で販売しています。ちぇけ

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。

※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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2016・02・13（土）

嬉しい来客

御朱印帳の製本所直売店、高知製本です。

いや～、今日は嬉しい来客がありました。当社は8時半からの

営業なのですが、8時くらいに工場について鍵あけて中には

いった瞬間に「こんにちは、納経帳買いたいんですけど。」と

男性のお客様。

うちは工場なので商品をディスプレイとかしてなく、男らしく

どん！と積んであるだけなのですが、その中からいろいろと選

んでいたところ、

「実は、3年前に1冊買ったんですよね。」

ん？3年前って、うちが製造小売りをやり始めたころじゃない

か。しかもまだ全然売れなかった時代。。。初年度はほんの数

冊程度しか売れなかった苦い時代。。（苦笑）泣きそうな感じ

で山のように積み上がった在庫を茫然と見つめていた時代じゃ

ないか。

「もしかして、宮崎県のM さんですか？」　「はい、M で

す。」

おお～！！！

なぜ覚えてたかというと、当店で一番最初に購入されたお客さ

んだったんです。びっくり。うちの納経帳で廻っている最中の

ようで、竹林寺に行く前にふらっと寄ってみたんだそうです。

どこに行ってもいい紙だね、とか書きやすいとか評判がいいら

しい。ありがたい。

お遍路さんは通常納経帳に重ね印といって、2周目、3周目と

遍路を繰り返す場合は、すでに納経を頂いている納経帳にハン
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コだけおしてもらうのが主流。何周も遍路をまわっている方の

納経帳を見るとハンコでページが真っ赤になっていたりしま

す。ただ、Mさんは重ね印が嫌いで1周するごとに納経帳を

変えているらしいのでうちの納経帳を柄違いで4冊も購入して

言ってくれました。

一期一会で商品を買って頂くのもありがたいもんですが、リ

ピートして何冊も買ってもらえるってのは生産者冥利に尽きま

すね。気に入ってもらえたようで嬉しい限りです。

※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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2016・02・23（火）

商品開発中。。。

おはようございます、高知製本です。

年度末に突入しそうです、そろそろ製本業界はガチやばい時期

に入ってきます。一ヶ月間休みなし、朝残業夜残業って感じに

なったりもします。毎年の事ですが、そろそろ体がしんどいっ

す。取引先の印刷会社さんも、なんかナチュラルハイって感じ

なのか、会話していてもお互い中身がよくわからなくなってき

たりします。

さて、そんな中。新作をいろいろと試行錯誤しています。
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様々なクロスに箔を打ち込んでテストしているところ。

カラフルでなかなかよい感じですね。クロスの種類によっては

金箔が素直に入ってくれなかったりします。いろいろ試すのは

おもしろいはおもしろいのですが、なかなかイライラしたりも

します。。。入りが悪い時はいろいろと対応策があるのでそれ

を実践、ケースバイケースなので社長に聞きながら試し打ちを

しまくっております。やっぱ経験がものをいうわ。

※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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2016・02・28（日）

<<緊急連絡>>サーバー物理障害のお知らせ

お世話になります、高知製本です。

お客様にはご不便をおかけしておりますが、現在弊社のサー

バー障害により、

サイト表示やお買いもの、メールでのお問い合わせや回答がで

きない状況に

なっております。

 

復旧予定は3月7日頃となり、長時間を有します。ご不明な点

やご連絡など、

お急ぎの方は直接お電話でお問い合わせください。

もういやだ、このサーバー会社。まったく信用ができない。近

いうちにサイトの

引っ越しを検討します。お客様にはご迷惑をおかけしますがよ

ろしくお願いいたします。

 

高知製本

ＴＥＬ　088-831-1023
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2016・03・09（水）

サーバー復旧予定に関して

どうも、高知製本です。

当社の契約しているサーバー会社の物理障害により、現在サイ

ト閲覧等ができない状況になっていますが、復旧予定が3月

14日頃になる見こみです。

お客様にはご不便をおかけしますが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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2016・03・18（金）

サーバー移転のお知らせ

お世話になります、高知製本です。

いやいや。大変。すでに一カ月くらいホームページの表示や

メールが使えない状況が続いています。レンタルサーバー会

社ってたくさんあるし、今まで個人的に使用した会社もいくつ

かあったけど、ここまでひどい会社にあたったのは初めてで

す。四年間契約しているんですが、最近運営会社が変わったん

ですよね事業売却しちゃったみたいで、先行き大丈夫かな？と

は思っていたんですが大丈夫じゃなかったですね。まったく大

丈夫じゃなかったね。サーバー落ちるのってどんなに長くても

せいぜい1日ぐらい、一か月って。。。お金払っている意味な

いじゃん。この損害、補償してもらいたいですよね。

ってことで、近日お引っ越しをしようと考えています。いろい

ろと検討しましたが、法人利用で評判がよいKDDIのCPIに

しよかなと。ちょっと高いんですが。。。サポート体制もしっ

かりしているし、なんと稼働率保証100％ですって！24時間

サーバーが落ちないってこと、落ちたら稼働率に合わせて返金

するみたい。正直返金なんかはいらないので安定して動いてく

れればいいですよね。それだけ自信があるみたいで、今まで散

々サーバーに泣かされてきたうちとしてはありがたい。

しかしお高い。なかなか値が張るねえ～。いろんなレンタル

サーバー会社を比較検討してみたが最高値。けど気に入ったか

らここにしよう。

 

上記理由からメール等の利用ができません。お急ぎの方はお電
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話でお問い合わせください。

高知製本：088-831-1023
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2016・03・26（土）

繁忙期っすなあ。。。

おはようございます、高知製本です。

現在サーバー移転の為にいろいろやってます。なのでお客さん

との連絡がこのブログか、FBかツイッターでしか

できてない状況なのですが、まあぼちぼちやっていきます。

 

さて、年度内最終納めがいくつもたまってます。繁忙期半分経

過しました。

死なない程度に頑張ります。
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2016・04・15（金）

お引越し継続中

ども、高知製本です。

サーバーの引っ越し、ぼちぼちやってます。なにぶん初めての

ことなのでよくわからない中やっていますが、いろんな方にサ

ポートしてもらいながらえっちらおっちらと作業しています。

新しいサイトは現在テストサーバー内で構築しているのでまだ

皆様にお見せすることはできないんですが、やっと半分ぐらい

終了しました。昨日はドメイン移管ってのを行いました。うち

がとっているkochiseihon.comってドメイン、こちらの管理

とかも新しい会社に任せるようにしたのでその作業です。

で、ホームページのデータを置いているサーバーも移動するわ

けなので、DNSってやつも新しいサーバーに紐づけないとい

けないわけらしく、その申請を行いました。よく意味がわから

なくて何回もサポートに聞いて、うっとうしかったと思います

が、以前のクソサーバー会社と違いきちんと対応してくれまし

た。

さっそくメールが使えるようになりました。（やっとだ。。。

長かった）ただまだDNSが完全に新しいサーバーに紐づいて

はいないから2週間程度はメールの取りこぼしとかもでるみた

いです。まあ、この二か月間は取りこぼしどころかそもそも送

受信できなかったので問題ないっすよ。って感じです。

ホームページはまだ構築中なので、サーバーには「リニューア

ルのお知らせ」って簡単なhtmlを配置しています。もう少々

お待ちください。

やっぱ安かろう悪かろうじゃだめですね。今回のサーバー会社
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さんとは長いおつきあいになりそうです。
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2016・05・07（土）

続・サイトのお引っ越し　SSL編

お世話になります、高知製本です。久しぶりのブログの更新で

す。

さて、ホームページとオンラインショップのお引っ越しです

が、いろいろと時間がかかりまして、皆様にはご不便をおかけ

しております。実は以前のサイトのデータを新しく引っ越しす

るだけのつもりだったのですが、前のサーバー会社において

あったデータが破損して修復不能だったり。なのでいっその事

リニューアルで新しくしようぜ！って事になったんですが、新

しく導入してみたCMSに致命的なバグがあったりで、いろい

ろと対応する事が増えて、業務の合間にやっているもんですか

ら思ったよりも時間がかかっています。

あとね、SSLってやつ。これがよくわからん。

今回新しくするので、暗号化通信ってのも導入したんですね。

うちの場合オンラインショップも運営している関係上やはりな

いといけないだろうって事で、新しいサーバー会社と契約する

ときに導入してみました。結構お高い。。。う～ん、頑張って

いっぱい売れてくれないとなかなかコスト面で厳しいって感じ

です。

そんなsslですが、コモンネームの設定ってのがあって、まあ

よくわからん人間が説明してもまったく意味不明になると思う

のでやめておきますが、そんなこんなであたふたしています。

まったりとお待ちくださいませ。
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2016・05・14（土）

新作御朱印帳、どん！！6モデル♪

お世話になります、高知製本です。

久しぶりに和綴じ式御朱印帳の新作をリリースです！どどん！

と一気に6モデル追加しました。まだ商品登録作業が追いつい

ていないのでYahooショッピング店でのみとなりますが是非

ご検討ください。

高知製本ショップYahoo!ショップ店
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2016・05・28（土）

ホームページ引っ越し、一部完了

おはようございます。高知製本です。

いやいやいや。長かったですね、4年間契約していたtok2

proという会社のサーバーが物理障害により、サイトの表示が

一切できなくなったのが今年の2月、今が5月。正直レンタル

サーバー会社でこんな事あるのか？ってびっくりしましたが、

実に3ヶ月間も企業ページが表示されないという事態が続きま

した。お客さんも困ったのか、うちのフェイスブックとか

WIXのページなどからコンタクトを取ってきた人も多くて、

ほんと御迷惑をおかけしました。

3月半ばにやっと復旧したと思ったらデータ破損、サポートの

回答はのんびりだし、そもそも外部からインストールした

CMSはサポート対象外とか言われて。（まあそれは理解でき

るんですが、壊したのおまえだろ？って感じで釈然としませ

ん）嫌気がさして他の会社にサーバーを引っ越したのが3月下

旬くらいかな、KDDIのサーバーに変えて、お値段はかなり

高額でびっくりしましたが、すべてにおいてさすがにしっかり

している会社です、大手ってやっぱりリスクヘッジがしっかり

してますよね。小さい会社だとトラブル時に対応がなかなかで

きないもんですから。

また、コーポレートページは僕の知人が「カッコいいのを作っ

てあげるよ！」って言ってくれたのでお任せして待っていたん

ですが、待てども待てども全然仕上がらず。。。2カ月たって

も完成の目途すら立たず。。。しびれを切らしてもう自分で作

りました。データはバックアップが合ったんで一日で仕上げて
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やったぜこのやろう。

高知製本の新しいページはこちら

あとはオンラインショップです。こちらはまだもうしばらく時

間がかかりそうなので、もう少々お待ちください。当社製品の

ご購入を検討の方は現在ですとYahoo店や楽天市場店で購入

する事が出来ますよ。

 

※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♪（休店中）

 ・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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2016・05・30（月）

高知製本ショップ　再オープンしました！！

お世話になります、高知製本です。

やっと完成しました！高知製本ショップ、再オープンです！！

御朱印帳や芳名帳の自社企画販売、高知製本ショップリニュー

アルオープン！

 

契約していたレンタルサーバーの不具合から約3カ月。。。

やっとです、長かったなあ。

また、会員の皆様へのご連絡ですが、データ損傷により、会員

情報の引き継ぎができていない状況です。

ご迷惑をおかけしますが、再度のご登録をお願いいたします。

また、今までの保有ポイントに関しては、

こちらでバックアップがありますので、次回のご注文からお値

引きさせていただきます。

ご自分のポイント保有残高をお知りになりたい場合はお気軽に

ご連絡ください。

 

今後とも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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2016・05・31（火）

高知製本ショップ　ちょっと不具合。。。

お世話になります、高知製本です。

いやいや、昨日やっと再オープンしました！リニューアルオー

プンです！と言っておきながら、システムのバグを発見しまし

た。内容は、お客様から注文が入ったときや、問い合わせが

入ったときに自動でメールがこちらに届いて確認できるのです

が、それが文字化けするという物。なので中身が一切確認でき

ないんですよね。おう、これ致命的。

ちょっとプログラムを修正しますので、もうしばしお待ち

を。。。。すいません。

 

 

※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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2016・06・01（水）

高知製本ショップ　仕切り直しリニューアルオー

プン！

お世話になります、高知製本です。

すいません、システムのバグでいったん在庫をすべて０にして

おりましたが、

やっとシステムのほうがうまく稼働しましたんで、再度オープ

ンのご連絡です。

 

 

御朱印帳や芳名帳、豆本にエンディングノートを自社企画で販

売しております。

企画製造から販売までをワンストップで自社でやっていますの

で、オリジナリティーの高いおもしろい

商品がたくさん、現在１７０アイテム近くがラインナップして

ます。

今後もよろしくお願いいたします。

 

※また、会員の皆様へのご連絡ですが、データ損傷により、会

員情報の引き継ぎができていない状況です。

ご迷惑をおかけしますが、再度のご登録をお願いいたします。

また、今までの保有ポイントに関しては、

こちらでバックアップがありますので、次回のご注文からお値
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引きさせていただきます。

ご自分のポイント保有残高をお知りになりたい場合はお気軽に

ご連絡ください。

 

※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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2016・06・02（木）

新作「古事記」御朱印帳シリーズ♪ヤマタノオロ

チVSスサノオ

お世話になります、高知製本です。

ついに出しました！古事記シリーズ3部作と怒り仁王の計4種

類のオリジナル御朱印帳。高知の経営革新計画にのっとり、

えっちらおっちらと作り上げておりました。やっとでき

た。。。1年近くかかりました、長かったぜい。

（クリックで拡大？たぶん拡大できる。）

【高知製本完全オリジナル】110Pヤマタノオロチ御朱印帳

超絶！豪傑！スサノオVSヤマタノオロチ。草なぎの剣を手に

入れよ！

 

表紙はこんな感じ、金襴生地をデザインし、型から起こして作

り上げました。これはヤマタノオロチVSスサノオをモチーフ

にしてるんですよ、カッコいい。当店のお客様で、スサノオを

御祭神にしている神社さんを巡るという方もいて、ほうほうな

るほど。そんな巡り方もあるんだな～と。ページ数は100

ページだと足りないかなと思ったので10ページ追加しておき

ました。

中身の紙は当然我らが土佐和紙を採用、ちょっと裏話ですが、
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和紙って寝かせておいたほうが質が良くなるってご存知でした

？漉きたての和紙よりも何年か寝かせておいたほうが実は質が

良くなるんですと、ただ和紙屋もそんな寝かせてなんかおけず

注文あったらすぐ出荷って感じなので寝かせた和紙ってのはな

かなか市場にないんですよ。そこまでこだわっている業者もい

ないし。

うちは1年近く前から実は大量に仕入れた御朱印帳に採用して

いる土佐和紙を自社で寝かせていたりします。保管コストがか

かり工場が狭くなるんですが、せっかく教えてもらったんだか

ら試してみようかなと思いまして。

そんなこんなでいろいろやってます。今後もよろしくお願いい

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
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 ・激安、1冊からの出版のカタチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2016・06・03（金）

ジャグラ四国地協総会

お世話になります、高知製本です。

さて、繁忙期も過ぎてだいぶ時間ができるようになりました。

今年は3月の年度末が終わった瞬間からぱったりと仕事が止ま

ることも多く、例年よりは暇な感じでした。通常はGWぐら

いまでは年度末の残り火的な仕事がいろいろあるんですけど

ね。（汗）あまり暇すぎると不安になってしまう今日この頃。

しっかりと新規の仕事を獲得して会社を回さなくてはいけな

い、負けるもんか！！がんばるぞ！ただまあホームページが壊

れたり、オンラインショップがぶっ壊れたりでその対応でいろ

いろと忙しかった感じはあります。やっと直ってほっとしてま

す。

そんな5月某日。高知でジャグラ四国地協総会が行われる事に

なり、会員であるうちも参加しました。製本会社なのに、印刷

会社の業界団体に加盟しているってのは、取引先であるお隣の

伸光堂の会長に脅されて誘われて入会したからなんですね。こ

この会長はもう80歳近いですが、現在四国地協の会長を務め

ているパワフルな人です。

ジャグラってのはまあ、印刷会社の業界団体です、ジャパング

ラフィックサービスの略、元気な爺さん（社長連中）がいっぱ

いいます。後は世代交代をした若い連中もいます、若社長とか

若旦那ってやつですな。場所は高知の料亭濱長、料亭なんか初

めていったけど、なんか江戸時代に戻ったみたいな感じ。い

や、まあ江戸時代知らないけど。時代劇で見るような感じって

事です。
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高知のみならず、こういった高級料亭ってのは接待需要の減少

とともに経営が苦しくなって多くが近年廃業していったそうで

す。高知も多くの料亭が営業をやめたようですが、そんな中、

こちらの濱長さんは高知の経営革新企業にも選ばれ、頑張って

いるようです。

ジャグラの総会はいろいろあって30分ほど押して無事終了。

さて、飲みです。高知の飲み会は豪快です。

「菊の～花～、きっくの～はな～」と土佐芸者が大量のおちょ

こを裏返して持ってきます。１つづつ開けていき、中に菊の花

が入っていた人間が罰ゲーム。ひっくりかえったおちょこの数

だけ日本酒を注がれ飲まなくてはいけません。大学生かよ。

「さて、どれだろう。」

この後、見事菊の花をひきあててしまい、おちょこ10 個

分。。。おおう。マジか。飲み干した後にも油断は禁物、ある

言葉を言わないと再度注がれてしまいます。ほんま大学生みた

いだな。

そうこうしているうちに、しばてん踊りとかいう踊りが始まり

ました。ここでも選ばれてしまいまして壇上に上がって踊りを

披露。よくわかりませんが、周りより1テンポ遅れております

わたくし。
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2次会はどこかしらで行ったようなのですが、私は実は、嫁が

誕生日だったのでコソッと逃げるように帰りました。嫁は現在

当社のオンラインショップ関連をすべて対応してくれていま

す、不慣れな仕事ながら結構やりがいを感じているみたいで

しっかりと対応してくれています。ありがたい事です。ありが

たいついでに以前から欲しがっていたマリメッコの生地をプレ

ゼントしたらすごい喜んでいました。北欧風が好きなんですっ

て。

そんなこんなで高知の夜は更けていきます。

 

 

※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。

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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2016・06・04（土）

京都粟田神社様の新作御朱印帳

お世話になります、高知製本です。

さて、最近はいろんな神社さんの新しい御朱印帳の企画をお手

伝いさせていただいております。京都の粟田神社様、こちらな

んかはどえりゃあ渋いっす。（わたくし、たまに名古屋弁にな

ります、8年住んでましたのでいまだ抜けません。あと嫁も名

古屋だし。あまり気にせんといてください。）

粟田神社さんでは刀が有名。「三日月宗近」「一期一振」と言

われるその刀は近年ゲーム化されていたりもして、若年層にも

偉い人気だとか。そんな刀を模した青い御朱印帳がなかなか

カッコいいんですが、今回は趣を変えて刀をあえて外し、淡い

グリーンの上品な単色クロスに金箔をどん！と打ち込む新作と

なりました。
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どん！とまさにうちこみます。でけえっす。大判なのでなかな

かの迫力がありまっせ！

これ、表の瓜がね。でかいんすよ。ほんと超でかい。

箔押し機で押し込むんだけど、ほぼほぼ機械の中に全部入れ込

まなくてはいけないので危険な作業になります。箔押しって通

常はロゴなんかを1点打ち込むのが主流で、ここまで前面に打

ち込むのはなかなか技術というかノウハウがいるんですね。表

紙の一部だけを箔押しとかならそこまで危険ではないんですけ

ど、版がこれだけでかいと危険も伴います。なので、ゆっくり

ゆっくり通していきます。だって、手がなくなったら嫌だも

ん。機械の中に手が入った状態で機械が下りてくると、漫画の

ようにぺっちゃんこになるんです。リアルトムとジェリーっ

す。
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これっす。魔の箔押し機。

箔押し機はメーカー製造もほとんど今なくて（簡単な卓上程度

のものなら今でも新機種いろいろ出ているみたいです）すでに

機械を持っているところは大事に修理やメンテナンスしながら

使用しているはずです、うちもそうです。機械が壊れたらでき

なくなるのかもしれませんね、ロストテクノロジーってやつで

す。

この本物の箔押しは結構危険で、圧力が2tほどかかるんです

が、手を入れたままプレスが降りてくると指がなくなるんす。

うちの会社でも4人が指をつぶしてます。涙が出るぐらいこ

じゃんと痛いらしいです。大阪ではうちの社長の知り合いが4

本指を全部飛ばしたらしいです、もうずいぶん昔の話らしいで

すが。

なので、自動箔押し機なんだけど、危険がないように手動で1

つづつ打ち込みます。自動で動かすのは非常に怖いんすよ。

 

 

※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♪
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 ・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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2016・06・06（月）

古事記シリーズ！天岩戸御朱印帳！

お世話になります、高知製本の中の人です。

弟のはちゃめちゃっぷりに、嘆き悲しみ、ちょっぴりすねる。

そんなかわいい姉が欲しかったです。

さて！以前ブログで弟（スサノオ）の新作御朱印帳をご紹介さ

せていただきました。直近のブログで触れさせていただいた粟

田神社様も御祭神がスサノオ神ですね、荒ぶる剛腕といった神

様です。今回ご紹介するのはそんなやんちゃな弟に、「もう、

やだ！」と言ってお隠れになってしまうかわいい姉の御朱印帳

です。かわいいと言っては不敬かもしれません、日本の神様で

すから。けどかわいい。

【高知製本完全オリジナル】110P天岩戸御朱印帳

女神、まさに女神。日本はここから始まった！

どんなに日本の神話に疎い方でも必ず知っていると思います。

（たぶん）

そんなアマテラス神がお隠れになった天岩戸を題材に御朱印帳

に仕立て上げました。日本全国に天照大神を御祭神としている

神社は数千とも数万社ともいわれていますが、それらの神社を

巡る際に、ぜひ皆さまのお伴とさせていただけると職人冥利に
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つきるというものです。びば！

表紙の裏には、3種の神器の1つである八咫鏡を織り込んでお

ります。以前紹介したスサノVSヤマタノオロチ御朱印帳は裏

に草なぎの剣を織り込みましたが、こちらは鏡っす。

最初、表も裏も同じ柄での構成を考えていたんですが、もっと

凝ってみたらどうだろう？ということで、こちらは当店の常連

のお客様から頂いたアイデアでした。おお！いいじゃん！ナイ

スアイデアじゃん！と思って即採用させていただきました。う

ちは小さな会社なので無駄にこういった時のフットワークは軽

いです（笑）いや、良いことだと思いますよ。

よろしくお願いいたします。
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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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2016・06・07（火）

なにやら届きましたぞ・・・

お世話になります、高知製本です。

いつものヤマト運輸の兄ちゃんが「うい～す。お届け物で～

す。」

と言って置いていった荷物。楽天ブックスからのお届け。

 

うん？そんな買い物した覚えないんだけど？と思って中を開け

てみると

このような本が入っていました。
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依頼人は、当店の常連のお客様。たぶんもう10冊近く当社の

商品をご購入いただいている方です。そうか、もっと勉強し

ろってことだな。お客さんからこのような本をプレゼントされ

るショップってのもなかなかないですよね？愛だろ？これって

たぶん愛の鞭だろ？

ありがたく参考にさせていただきます！自社販売を開始して、

いろんな方と知り合う機会が増えて結構面白いです。うちみた

いな工場に最近はちらほら一般の方が来社されます。「ネット

で買うのは嫌なんで、実際に見て買いたい。」ってことらしい
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です。

そして、どんどんマニアック路線に突っ走っております。

 

 

※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

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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

272

2016・06・08（水）

88遍路オーダーメイド納経帳！

お世話になります、高知製本です。

いやね。もうね。びっくり。世の中にはいろいろなこだわりを

持っている方もいて、当社が販売している既製品の御朱印帳で

は満足できず、オーダーメイドで御朱印帖の作成を頼まれる方

もいらっしゃいます。まあ、多くはないですが、年に4～5人

ぐらいはいらっしゃいます。そんなこの世に1冊だけ、オー

ダーメイドのとある納経帖を作成したんですが、これがなかな

かいい感じ♪
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どどん！仁王ぜよ！

この納経帖はなんと200ページもの。当社が最近リリースし

た怒り仁王の生地を使用してオリジナルを作りたい！ってお客

さんがいて。そういったお客さんてたいてい電話してくるんで

すけど、最近我々の断り無しに嫁が「いいですよ！おもしろい

ですね。作りましょう！」って受けちゃうもんだから大変。

オーダーメイドってなかなか大変なんですよ。けど、「え～、

めんどくさい。嫌だ。」っていうと嫁から激烈雷が落ちてくる

ので素直に従うわけですよ。（嫁さんも昔はかわいかったのに
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なあ。。。）

まあそんなこんなで1冊だけ作ってみました。さて、せっかく

作ったんだから、年にそうそう数もない珍しい注文なのでうち

の蛇腹御朱印帳と比較してみましょう。ブログのネタにでもし

てみましょう。有効活用してみましょう。

うお。あついなこりゃ。分厚いぜよ。ピンクのほうが蛇腹御朱

印帳で奉書48ページもの。一番一般的なものですね。うちで

も一番発注がある御朱印帳のタイプがこちらになります。で、

右側が今回作った土佐和紙で200ページのオーダーメイド品。
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パッと見でも子供と大人ぐらいの差がありますぜ。

こらたまるか、ぶっといぜよ。

当社では超マニアックシリーズとして、「最強200ページ御

朱印帳」ってシリーズがあり現在4種類のラインナップをそろ

えてます。たぶんそれ見たんでしょうね、このお客様も。

かなりの大きさがありますが、中身の和紙が上質な土佐和紙を

採用しているので、持ってみると驚くぐらいに軽く感じると思

います。実際、当社に来店して購入していく方もちらほらいる

んでが、実際に持ってみてみなさん結構びっくりしてます。
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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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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2016・06・10（金）

初めてチラシを作製しました！御朱印帳満載です

♪

お世話になります、高知製本です。

(本日のブログは画像がてんこ盛りですぜ、旦那。)

さて、実はチラシを制作したんですよチラシ。うちの商品は御

朱印帳や芳名帳というちょっとニッチな商品ばかりなので、ば

～っとばらまくわけではなく、当社の商品を購入されたお客様

に、商品を送るときに同梱するって事をしてみようかなと思い

まして。というのも、「カタログとかないんですか？」って問

い合わせをいただくことも多く、今商品数が200近くあるの

で、確かにそんなものもあった方が便利かなあと思いまして

作ってみた次第でございます。
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こんな感じで全紙に2丁かけて印刷。地元高知の印刷屋さんに

依頼、印刷会社は当社のお客さんなのですが、さんざん値切っ

て、値切り倒して差し上げましたでございます。まあ、そうで

す、こちらも普段から製本賃を値切られたりするわけです。く

そ～！っと枕を涙で濡らす夜もあるわけです。駆け引きってや

つです、That's　商売人！

「こんなんじゃ値があわんぜよ！紙代も出んちや！」

とか印刷屋さんがいろいろ言ってましたが、お互いさまですよ

社長。また次回もよろしくお願いします（はあと）
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さて、そんなこんなで2丁かかったこのチラシ。こちらをうち

のドイツ育ちのはねっかえり娘、ポーラーちゃんにぶっこみま

す。断裁機です。今回のチラシはA3寸法を2回折ってA5に

するデザインもの。なのでまずはA3の仕上がり寸法にじゃん

じゃんかと切っていくわけです。
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じゃん！これがA3に切り落としたチラシの片面。商品ライン

ナップの一部を載せていまっせ～。
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今度はそのチラシを折り機に突っ込みます。この子もドイツ育

ちのスタールちゃんです。結構気分屋さんで、ここ最近はおめ

かし（修理）に7桁万円ほどかかりました。機械のオーバー

ホールってやつですね、金のかかる子供です。。。たまらんち

や。ほんま機械のメンテナンスとかに非常にコストがかかりま

す。もっと儲けないと今後やってけなくなるなあ。。。弱音を

吐かず頑張ろう！
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1回折って出てくるところをこちらで再度ナイフで落とし2回

折り！部品を変えた折り機はここ最近非常に調子がいいです。

最近は梅雨なので湿気で調子が悪いときもありますが、まあ許

せる範囲かな。
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そうすると、このようにずらずら～っと2回折られたチラシが

仕上がってくるわけです。あとはこれをしばって保管しておい

て、必用な時に使用すると。



高知製本のブログ

284

じゃん！表紙がこんな感じになります。



高知製本のブログ

285

裏面がこんな感じ。で中に商品ラインナップやいろいろと書い

てます。

こんな感じでチラシを折ったりするのも製本屋の仕事。みなさ

んの身近な場面でいろんなパターンで織られているチラシを見

たときにでも我々の事を思い出してもらえるとちょっと嬉しい

ですね。

さっそく本日出荷分のお客様から配布していきたいと思いま

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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2016・06・13（月）

御朱印帳のギフトラッピング開始

お世話になります、高知製本です。

さて、実はこんなことを始めてみました。

（写真をパシャ！下に敷いているのは合本でよく使うバックラ

ムっていう製本用のビニール生地）

いわゆるギフトラッピングってやつです。たまにうちはラッピ

ングやってないのに、「ラッピングしてくれ！プレゼントした

いんや。」って無茶ぶりしてくるお客さんがいて、まあ、たま

にやるぐらいならいっか。ってことで暇なときは見様見真似で

対応していたんですが、今までやったのは余った雲竜紙とかで

ぐるぐるに巻いてそれっぽくして出荷って感じです。

なので、今後公式に対応できるような体制にしてみました。包

装紙仕入れて、リボン仕入れて、梱包の順番とか考えて、一口

にラッピングって言ってもいろいろと考えなくてはいけないこ
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と＆用意する部材があるもんですね。まずは楽天とYahoo店

でやってみます。Amazon はまだ出品したばっかりなので

Amazonのシステムがよくわかってないので保留です。ラッ

ピング用紙は赤と緑の2種類を用意し、リボンもこんな感じで

つけています。ラッピングって意外に難しいんですよね。上手

な巻き方があって、ちなみに私はできませんから一切やるつも

りはないです、嫁がやります。店長です。

こんな時に経験が物を言う。嫁さんは昔パルコのショップ店長

でした。ラッピングのことや、クレーマーのことや変なお客さ

ん（こんな人がいた）ってのをいろいろと熱く語る時があっ

て、そういうのはたまに聞くと面白かったりします。

嫁さんの話を聞く限りだと、リアル店舗ってのはやっぱり万引

き被害とか結構あるんですね。現在はネットショップオンリー

なのでその感覚がよくわかりませんが、高額商品を取り扱うブ

ランドだったらしく、一発万引き被害くらうとかなり痛かった

らしいです。

ちょっとづつ、うちもなんかお店っぽくなってきましたね。

ちっちゃい工場のくせに。（いやん。）そんなこんなで機械油

まみれになりながら、今日もモノづくりに励んでおりまっせ。

油と汗にまみれて、なんか「男」って感じだろ？

 

※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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2016・06・16（木）

高知製本ショップ本店のポイント制度に関して

お世話になります、高知製本です。

当社のネットショップ、「高知製本ショップ」は我々職人の

おっちゃんが慣れないパソコンでカタカタ頑張って打ち込みな

がらショップを運営しているのですが、楽天やYahoo!、最近

はAmazonへも出品しており、少しづつお客様の認知も拡大

しているようです。

そんな高知製本ショップですが、独自ドメインで運営する本

店ってのがあります。kochiseihon.comってやつです。いっ

ちば～ん最初にオープンした店舗であり、当社の本丸ともいえ

るショップページです。そんな本店はリニューアルオープンし

て新しいサーバーで高いセキュリティーを保ったセキュアな運

営をしております。（すんません、セキュアってカッコいいか

ら言ってみたかっただけです。）

ただちょっと不満があるのが、以前は購入したお客さんにポイ

ント付与ってのをやっていたんですね。やっぱポイントつくと

嬉しいじゃん。楽しいじゃん。ってことで、独断と偏見で結構

なポイント付与率で購入者にポイントを付与していたんです

が、それが新しい店ではできないんです。

新しい店の方はプログラム的にポイントをつけるプログラムを

書けないので（難しい模様。）ポイント制度を作ることができ

ませんでした。レンタルサーバーとショップのphp側の設定

の相性的なものもあるんですが、外注しているプログラマーに

いろいろ説明を受けたんですが、そもそも何を言っているのか

よくわかりませんでした（汗）。まあ、結果的には「技術的に
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出来ない」って回答でした。

ここだけがちょっと不満だな～と思っているところです。その

他はデザイン、見易さ、スマホなどへの対応なども格段に良く

なって満足しているんですけど。いろいろとちょっと悩むとこ

ろです。どういう仕組みにしようかなあ。ポイント値引きはも

うやめて、ケーズデンキさんみたいに現金値引き！って感じに

しようかなとも思っています。

「ケーズデンキは、ポイント還元ではなく現金値引き！」って

ドリフがＣＭしてますよね。って、今はもうやってないのかな

？

 

※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

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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2016・06・17（金）

楽天スーパーセールの準備

お世話になります、高知製本です。

さて、今週は18日より楽天のスーパーセールがある模様で

す。うちは基本セールとかしない主義なのであまり参加してい

る感がないのですが（汗）、楽天の店舗担当営業（ＥＣＣと言

います）からお願い（提案？）されて、一応商材を1つ毎回

セールの時に出品しています。

それが「アウトレット御朱印帳、1000円ポッキリ！」ってや

つです。

こんなやつ。

うちは神社やお寺などの御朱印帳をいつも数千冊単位で作って

いるんですけど、やっぱりどうしても中には不良っぽいのが出

てくるんですよね。機械でちゃっちゃかやれる製本ではないの

で、人の経験やちょっとした気遣いや気温や湿度、紙のロット
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にもよっていろいろと変わるものです。中身の和紙でいえば、

ちょっと斜めになっちゃったとか、ちょっと汚れちゃったと

か。基本的に和紙なので原価が高価です、もったいないなあ

～って思ってたんですがそれを安く提供するアウトレット商品

にしようと企画して販売しております。それが税込み540円、

でら安。

このぽっきりはさらに2冊セットで1000円ぽっきりまで安く

してます、しかも、送料無料！！（メール便限定）もうね、儲

けよりも原価回収できればいいって具合のレベル。このエコの

時代、そのまま捨てるってのももったいないし、せっかくだっ

たら安くご提供して使っていただければ我々も職人冥利に尽き

るというものです。

表紙に関しては余りのクロスとかを使用して作ってます。うち

も50年製本業やってるんで、余ったクロスが積みあがるほど

大量にあったりもします。。。（もっと考えて仕入れろよって

突っ込みはやめてください。泣きます。）

まあ、そんな感じでもともと表だって出荷できないものなの

で、割り切って購入していただけるお客様限定！訳アリっすよ

！って感じの商品なんですが、文句言ってくる人も中にはいる

んですよね、ちょっと分析してみたんですが0.2%ぐらいの割

合ですけど、悲しいクレームをくらいます。「綺麗な柄が欲し

い！」とか「何色がいい！」とか、「○○日までに到着してく

れ！」とかですね。

いや、だからそんな期待しちゃダメだってば！！！期待値高す

ぎ（汗）

まあ、確かに購入したお客様が結構良いレビューを書いてくれ

ているので、ちょっと期待するお気持ちもわかるのですが。そ
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もそもＢ品なのでね、堪忍しておくれやす。

（ちなみに、これのことです。）

 

※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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2016・06・25（土）

テレビにでました♪

お世話になります、高知製本です。

 

「お！昨日テレビ出ちゃあせんかったかえ！！」

？？？なんのことだろう。お客さんやら、息子の小学校の先生

やらにいろいろと言われました。

「なんか、本持って話しよったね。」

 

ああ。なるほど。

実は、合同記者発表っていうのに参加したんですね。テレビ局

や新聞やさんとか呼んで、新商品のリリース案内をするやつ。

我々のような弱小零細企業なんかは単独でリリース会見なんか

起こせないですから、高知の10社が合同で、高知商工会議所

が主催して行いました。それに急きょうちも参加した次第で

す。うちの新作、古事記シリーズ御朱印帳のリリース発表をし

ました。

詳細はまた後日ご連絡します。今日は今からうるさい印刷会社

のチラシ折を大至急やらんといかんので。

「いかんちや！いかんちや！すぐ折ってくれないかんちや！今

日納めんといかんがやき！」

わかりましたよ。折りますよ。

 

※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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2016・06・27（月）

合同記者発表

お世話になります、高知製本です。

先日、商工会議所主催の合同記者発表なるものに参加させてい

ただきました。我々イワシのような小さな会社は単独でリリー

ス会見なんて行えません。そんな小さな会社でも、良い商品や

サービスを持っている会社はたくさんあり、そういった小規模

事業者を支援するために何年かに一度行われている企画のよう

です。イワシだって群れて泳げばでっかいど！ってことです。

用意している様子。当日は主要なテレビ局や新聞社の方が多く

いらっしゃいました。
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うちが出したのはこれ。御朱印帳古事記シリーズです！

ブースはこんな感じ。でら質素（笑）うちの場合は本を並べた

だけで簡易的なものでしたが、他社さんだとがっつり展開して

たり、垂れ幕用意していたり、試飲コーナー作ったりかなり力

を入れていました。

さっそく地元のテレビに取り上げられたようで、「本持って話

してましたね！」っていろんな方に話しかけられました。日経

新聞にものってま～す。どちらも僕が話している絵が取り上げ

られたようです。わしが男前やき？違うか！
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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。
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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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2016・06・29（水）

SSL対応ってのをしてみました。

お世話になります、高知製本です。

今回ホームページをリニューアルしたんですが、SSLっての

に初めて対応してみました！

サーバーとかに詳しくない、私のような人のために簡単に説明

しますと、SSLってのは情報を暗号化して通信できるとかい

う技術で、あんまりよくわかってないのですが、個人情報をお

客さんが入力してもそれが外に漏れないってものらしいです。

セキュリティーばっちり！セキュアな環境ってことのようで

す。

問い合わせとかする際に、フォームにカタカタと必要情報を打

ち込みますよね？で、送信って押すときにそのデータがサー

バーに転送されるんですが、そのデータそのものを暗号化する

というもののようです。だからその通信を傍受する側（ハッ

カー側）がデータを盗み取ったとしても暗号化されているので

意味がないようにできるというもの。

そもそも漏れるかどうかっていうのは、外部からの悪意ある攻

撃があった際は個人情報の洩れとかもあるみたいなんですが、

うちみたいな田舎の町工場には必要ないだろうと思って今まで

あまり勉強をしておりませんでした。

今回サイトをすべてリニューアルするにあたり、お客さんも増

えてきたことだし、よくよく勉強してみるとSSL対応したほ

うがよさげだったので導入に踏み切りました。安心してお買い

物をお楽しみください！
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けどね、SSLってお値段クソ高けえっすね！！！（ちょっと

愚痴）

 

 

※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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2016・06・30（木）

高知製本ショップ、ポイント制度復活！！

お世話になります、高知製本です。

当店をまめにチェックされている方はすでにご存じかもしれま

せん。そうです、お買い物ポイント制度を復活させる事ができ

ました！（パチパチ）

以前ブログでも触れましたが、購入した際にポイントを付与す

るプログラムを書くのがなかなか至難の業だったようで、導入

は不可能かと思っていたんですが、当社がお願いしているプロ

グラマーの方がなんとか改版してくれました。ぐっじょぶ！で

らぐっじょぶ。

という事で、今後会員登録をしていただき購入された場合は当

店のポイントもつく事になります。たまったポイントは1ポイ

ント1円で使用できますので是非ご活用ください。

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♪
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 ・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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2016・07・01（金）

読売新聞に社名が載りました♪

お世話になります、高知製本です。

現在、当社のオンラインショップ高知製本ショップで地味に注

目を浴びている商品。それが御朱印帳古事記シリーズ。。。先

日メディア向けに記者発表をさせていただきましたが、読売新

聞にちっちゃくですが掲載されました♪
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ありがたや～。ありがたや～。

 

※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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2016・07・04（月）

頑固な製本親父の昔話

お世話になります、高知製本です。

うちに出入りしている紙業者が「マジ紙売れないっすよ。俺、

昨対で売り上げめっちゃ割れてますよ。印刷屋さん動いてます

？」と半泣きでやってきました。印刷屋や出版社を主な顧客と

している紙問屋やうちのような製本屋はある種一蓮托生ですか

らね。印刷業界の景気に会社の業績が直結するわけで。紙の文

化というのは今後需要が減る事はあっても増えることはないで

しょうから、この業界の景気は回復する兆しがありませんね。

また、ここ最近プライベートでもいろいろとあり、仕事の件で

もいろいろと思う事もあり、昔の事をいろいろと思い出してい

ます。

当社の社長（僕の親父）が戦後の成長期に大阪へと仕事に行

き、いろいろと修行をしながら生き抜いていた時代。高校生ぐ

らいのころ、自宅を掃除していたら昔の写真が出てきて、親父

の肉体の筋骨隆々な写真に度肝を抜きました。昔は娯楽もな

く、バーベルのみが遊び道具だったみたいで、友達と思われる

ような人々と映っている写真もみんなキン肉マン。そういえ

ば、大学時代に僕の友人4人が高知に泊まりがけで遊びに来た

際、

「おまえの親父腕太！丸太みたいじゃん！」

と言っていたな。その頃は親父も50代ぐらいだったけど、20

代の大学生4人相手に腕相撲して、それでも楽勝で勝ってまし

た。どんだけ強いねんて。

子供のころはあまり親父と話しをした記憶がないんですが、も
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ともとうちは商売人の家系なのか、父方の祖父は四国のホテル

王と言われた有名な経営者であり、母方の祖父は昔は呉で戦艦

大和を作っていて戦争末期に学徒出陣、戦後「これからは建築

の時代や！」と、高知に帰ってきて建築会社を起こしてます。

これら爺さんがまた曲者でしてね、、、軍隊では仲間と娯楽に

興じる事もあったようですが、上官と将棋をやったときにも本

気でやって勝つらしく、それでいつも怒られたとか。現代のサ

ラリーマンゴルフと違いますね。「よっ、ナイスショット」と

かおべっか使ってゴルフ接待するような人種ではなかったよう

で、負けるの嫌いなんでしょうね。まあ、そんな協調性のある

人間じゃないから会社を自分でやるわけで、中小企業の社長は

多かれ少なかれそんなクセのある人ばかりです。

あとは家建てて、代金の支払いをしなかった客に対して、若い

大工数人でチェーンソー持って乗り込み、家の力柱を切り落と

してやったとか。悲惨な戦争を実際に経験しているからか、ほ

んまこの世代の人はガイな人が多い。死ぬよりひどい事って

めったにないわけで、それと隣り合わせで生きてきたからで

しょうか。どちらも一代で廃業していますが、まあこの時代の

人の話はおもしろいもんです。

話は戻って、うちの親父は大阪では肉体労働で、冬の寒いとき

に、朝起きたら両隣の奴が死んじょった。とか、スラムな話を

いくつか聞いた事があります。あとは、これはうちの母から聞

いた話ですが、姪っ子が高知の某ヤ○ザやさんの愛人になっ

ちゃったらしく、その叔母に泣きつかれて、その事務所に木刀

持って話し合いに行った事もあるらしい。もう20年以上前の

話ですが、どんだけ戦国無双なんだよって感じですわな。

そんな親父ももう70代で、早く技術継承をきちんとしなきゃ
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いけないなあと常に思っています。まだまだ見習いの立場とし

て、僕一人でやれる製本って限られているんですよね。難しい

技術のいる手帳や帳簿なんかはまだ一人で最初から最後まで作

りあげることができません。まだまだですな。

他にもいろいろあるんですが、さすがにブログで語るのは厳し

い内容もあるので割愛。（ってか、一応これ製本屋のブログや

し。汗）興味のある人が多ければそのうち気が向いたときに書

きます。最近は印刷業界の業界団体に入らされたってのもあ

り、高知県外の同業他社なんかと話しをする機会もあるんです

が、他の製本屋の親父連中の話もちらほら聞きます。みんな似

たような感じでガイな奴らが多いですな。「ごちゃごちゃ言う

んやったら持って帰れや！もう来るな！」って、客にへっちゃ

らで言っちゃう。頑固おやじってか怖い人多い。あんまり職人

なめんなよって感じ？なんか影響されて僕も最近ちょっとそん

な感じになってきましたが、これって良い事なんでしょうかね

？いや、良くない気がする。まあいいや。

やっぱりなんというか、戦中や戦後の混乱期を生き抜いてきた

人間て、芯が強いと勝手に思います。僕も心を強くもって仕事

をしないといけないなと思う次第。景気が悪くて仕事がないな

ら自分で仕事を作ればいいさ！印刷不況なんかに負けないぜ！

さ、仕事仕事。

 

※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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2016・07・07（木）

写経してみた。

お世話になります、高知製本です。

最近、写経に目覚めまして、高知はよい和紙もあるし、お大師

さんのおひざ元であるのに般若心経すら書けないといけないの

ではないかという勝手な思い違いから、時間を見つけては写経

をするように心がけています。

子供のころ、母親に無理やり覚えさせられて般若心経は空で唱

えることが出来ましたが、実際に書いてみるのは初めての経験

です。
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ちょっといい感じですね。家内安全（合ってるかな？）と祈願

いたしました。

 

※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
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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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2016・07・08（金）

沖縄護国寺様の新作御朱印帳！

お世話になります、高知製本です。

今回ご紹介するのは、じゃじゃん！

なんくるないさ～、シーサー！！

小型の11センチｘ16センチの蛇腹式御朱印帳になります！

対になったシーサーがこじゃんとかっこいい、仕上がり具合も

綺麗でなかなか気に入ってます。沖縄に行く機会がある方はぜ
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ひ護国寺さんの御朱印帳もご検討ください。

カラバリで紺もあるぜよ。

しっかし、携帯のカメラだと箔が光りまくるなあ～。。。まあ

金箔だから光って当然ちゃ当然なんだけど。

ちゃんとしたデジカメ買ってくれよ社長。。。いや、マジで。

ほんまに。

 

※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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2016・07・09（土）

やってやるぜ！禁煙だ！

人間ドックを経験して思った事

折り機絶不調・・・

お世話になります、高知製本です。

いやいや、台風も来ていて雨が長引いています。湿気があると

紙によくなくて、機械の調子も上がりません。

週明け納品予定の3000冊ってのがあるんですが、綺麗にまっ

すぐ折れない。どんなに調整しても曲がってしまう。湿気がす

ごい。

 

さて、どうしよう。頭が痛い。

 

※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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2016・07・14（木）

本日の写経

お世話になります、高知製本です。

さて、本日もお写経しました。

般若心経。テラワイルドっす。

写経には実はお約束がありまして、1列17文字って決まって

いるんですよね。けどなかなかうまく17 文字に収まらな

い。。。最初はお手本を下に敷いてなぞり書きをしていたので

すが、どうも他人に書かされているような気がして、最近は見

本を見ながらフリーダムに写経をしているんですね。

文字は汚いけど、自分で書いた方がなんかやっぱりしっくりく

る。

写経は認知症なんかにも効果があるらしい。昔じいちゃんが毎

日数学の公式を解いていて、なんでそんな事しゆうが？って聞

いた事があるんですけど、ボケんように勉強しゆうがよ。との

事でした。

文字を書くってのはやっぱりいろいろといいことがあるんだと
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思います。最近はパソコンのタイピングばかりですっかり文字

を書かなくなりましたからねえ。。。

 

※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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2016・07・15（金）

大判無地系の御朱印帳大量リリース予定！

お世話になります、高知製本です。

さて、蛇腹御朱印帳の新作をちょっと出そうと思ってます。

どん！

無地系です。大判寸法になります。

蛇腹タイプの無地のシックな御朱印帳はお客様よりたまにリク

エストはあったんですが、あまり気が乗らずに作っていません

でした。（すんません。）けど、問い合わせが立て続いた事も

あり、ちょっとやってみようかな、一肌脱ごうかなという気に

なったので作ってみました。

我々は気が乗らないものは作らないのですが、気が向いたりや

る気になったら止まりません。合計で30色ぐらい作りまし

た。作りすぎだって？やりすぎだって？うん、わしもそう思

う。走り出したら止まらない、土曜の夜の天使なのさ。

近日中に販売開始します。お見逃しなく。
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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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2016・07・16（土）

新作23タイトル一挙リリース！！

お世話になります、高知製本です。

先日のブログでも触れました新作情報です。

無地系のクロスを使用した新作御朱印帳、一挙23タイトルを

どどんとリリースしました。

大判サイズで48ページの蛇腹タイプです。高知製本ショップ

本店とAmazonで販売しております。

 

関係あるようでないような、最近商品の撮影をしている携帯カ

メラがなんか汚いんすよね。ぼやけて写真がとれる。今時なが

らのガラケー使ってます。無料の一番安いようなやつです、わ

たくし携帯を購入するのに今までお金を払ったことがありませ

ん。ポイントで買えるような機種にしか変えないんですよね。

プライベート携帯は。

昔務めていた会社はIT系だったので、IT最前線って感じで

iphone持たされていて、会社のサーバーに繋げるようになっ
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てたので外でもバリバリ仕事が出来ました。その前の会社では

カパって開いてキーボードが出てくる携帯、ウィルコムだっけ

？あれを会社のエクスチェンジにつないでこれまた外でもバリ

バリ仕事ができる感じで使ってました。あれ便利でしたよね、

出先でメール打つのが劇的に早くなった。今の若い方は知らな

いかもしれませんが。

しかし、慣れてくると出先でも管理されているみたいで嫌にな

るものです。基本上司からのメールは1時間以内にレスしない

と怒られるというライトブラック（笑）な環境だったので外で

なかなか羽が伸ばせない。やっぱ営業って外では軽やかに仕事

をさぼりたいじゃないですか。漫画喫茶とか行って安息を得た

いじゃないですか？それがどうも、首に紐つけられているよう

でこころが落ち着かないんですよね。

そんな時代のトラウマからか、スマホ嫌いな私は今でもガラ

ケーラブでございます。けどカメラが壊れてきた。どうしよ。

 

 

※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♪
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 ・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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2016・07・21（木）

写経！写経！！

お世話になります、高知製本です。

さて、夏枯れの印刷業界。結構暇です。そんな中、時間が空い

た時にはこれをしています。

写経！写経！これ、字の汚さはともかく、途中まで墨で書い

て、途中から筆ペンで書いてみたものです。最近の筆ペンって

のは便利ですね、お手軽に写経をする事が出来ます。墨だと用
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意して書くまでの段取りがちょっと時間を食うので、仕事の合

間にちょっと空いた時間では難しかったりします。

本当は一文字づつに仏を感じて心を落ち着けて書く！ってのが

セオリーかとは思うんですが、なかなか子育て真っ最中の自分

としては自分の時間が取れないのが実情。プライベートな時

間って一日に10分もないんですよね現在。パパって結構大

変。

そんなこんなで、最近はいろんな和紙に写経をしております

が、いっそのことうちで商品として写経用の帳面を企画して販

売しようかなと企んでおります。やってみようかなあ。どうし

よう、ちょっと考えている最中です。

なんか明らかに最近字がうまくなってきた気がする。あと脳ト

レにもなるので認知症予防にも写経は利くとか。皆さんもやっ

てみませんか？

 

※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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2016・07・29（金）

新商品開発！

お世話になります、高知製本です。

当社では職人目線で作り上げたマニアックな御朱印帳、芳名帳

などを豊富なラインナップでそろえています。が、しかしなが

ら、他にもいろいろと自社商品を販売したいなあと考えていま

す。だって、いろんな商品があった方がおもしろいじゃん。そ

んなこんなで先日、当社の商品の販売をしていただいていた

31番札所竹林寺の売店さんに寄る機会があり、ちょっと話を

振ってみたんですね。

 

「なんか新商品のアイデアないですか？おもしろいもの出した

いんですよ。」

「え～、製本さん御朱印帳を結構やってるんじゃないの？それ

じゃダメなの？」

「いや、御朱印帳は粛々と今後もやるんだけど、他にもおもし

ろいもん出したいやん。」

「あ～、わかる。あなた性格的に同じ事をやるの無理そうだも

んね。奥さん絶対大変だと思う、私なら嫌。」

 

と、いった具合に軽くディスられてしまいましたがほめ言葉と

して受け取っておいた方がいいですよね。もうね、女性ってほ

んと本音が直球でグサッと来るね。痛いぐらいによく刺さる

わ。とくに高知のおなごはハチキンって言って、胆力のある女

性が多いんですよ。坂本竜馬のお姉さんの乙女とか、男勝りの

大女ってよく言われてますが、あんな感じ。当社の専務もそう
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ですが、「女やからってなめんなよ！」と言って若いころによ

く喧嘩してました。なんで知ってるかって？だって僕のおかん

ですからね。

高知のおなごは怖いですが、さっそく頂いたヒントを元に頑

張って商品企画をし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。

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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2016・08・02（火）

新作の大判御朱印帳って感じ？

お世話になります、高知製本です。

夏っす！暑い！高知は南国でありますのでなかなか半端ない

暑さで身も心も溶けそうです。。。ガリガリ君うまい。

最近は海が近い事もあり、子供を連れて海水浴場に行きます

が、

シュノーケルをするとサンゴやチョウチョウウオ、ハコフグと

か

結構いて、まるで沖縄みたいです。こんな近場で美しい熱帯魚

と

たわむれることができるとは。。。高知最高。

他の子どもが取った魚を水槽に入れて自慢していましたが、

水族館のようなカラフルな魚たちでいっぱいになってました。

すごいにゃあこれは。

そんな夏の暑さに負けないような、激熱な新作を出そうと思っ

ていろいろと

考えています。何かアイデアやご要望がありましたら遠慮なく

ご連絡

ください。商品企画の参考にさせていただきます。

さて、前置きが長くなりましたが、新作のご紹介です。

高知製本製、大判御朱印帳33アイテム

○あとがき○

先日、紙の漉き元が「新しい和紙できたでえ！使ってやあ」と

いって
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見本を送ってくれました。色合いと手触りの感触がものすごく

よかった！

とくに手で触った感じのサラサラ感がなんともいえず、なんと

いうか、

赤ちゃんのお尻みたいで心地よい。（いや、俺、変態じゃな

いっすよ。）

これ、何かの商品に使えないかなあと考えています。

※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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2016・08・04（木）

和綴じ御朱印帳、特価です。

お世話になります、高知製本です。

さて、久々、2年ぶりぐらいかしら。アウトレット和綴じ版の

御朱印帳を作りました。

こんな感じ。うちの和綴じは全てB5寸法に統一して制作をし

ているんですが、たまに小さく切りすぎてしまったりする事が

あります。まあ断裁機使って切るんですが、圧の関係で紙が

滑ってしまう事があるんですよね。B5より小さくなってし

まった紙はもったいないのでずっと保管しておき、このたび

A5の100ページ物のアウトレット和綴じ御朱印帳を作りまし

た。

中身はこんな感じ。もちろん土佐和紙なので品質はバッチリで

す。しかも100ページあります。でら安い。

27冊作ることができました、完売したらまた2年ぐらい作り

ません。（笑）前回も速攻で売り切れたので早めにお買い求め

ください。

和綴じ式御朱印帳（アウトレット）100ページ
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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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2016・08・23（火）

写経用紙リリース！

お世話になります、高知製本です。

連日の猛暑の中、みなさんお元気でしょうか？さて！実は当社

では新しい商品の販売を開始しました。なんと写経用紙です！

いろいろと種類をそろえて販売する事にしました。

どん！っと。土佐和紙の写経用紙！簡易的にくるっと巻き込ん

だ梱包のものです。般若心経の見本付きで無地のものや、薄墨

を印刷したタイプのものなど、いろいろと種類をそろえてま

す。あと、ちょっとしたこだわりがあったりもします。それが
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こちら！

和紙をまとめる際、折ってコンパクトにたたむとどうしても折

り目が出てしまいます。写経をやる側の自分としてもそれがど

うも嫌だったので、折れ目が出ないように工夫してみました。
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これ、ちょっと珍しいでしょう？片側だけに段ボールのある方

段ボールってやつです。これを巻いて緩衝材にする事により、

和紙に折れ目が出ないように工夫されているのです！えへん！
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商品到着したらこんな感じで重しでもして放置してみてくださ

い、だいたいもとにもどりますゆえ。
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たっぷり50枚入ってます。他にも筆ペンとセットにしたお得

な商品や、まとめ買い用のパックもご用意しております。

さあ！レッツ写経！！結構おもしろいものですよ。

 

 

※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

341

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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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2016・08・25（木）

山形熊野大社様の新作御朱印帳

お世話になります、高知製本です。

さて、今回は東北にある神社さんの御朱印帳のお話し。先日、

熊野大社様の御朱印帳を作成しました。

これね、生地が山形の特産品の変わった生地のようでして、画

像だけではよくわからないと思うんですが、リバーシブルで表

も裏も使用できるという特殊な生地。最初問い合わせがあった

ときは、通常の木綿生地だろうから普通に作成できると思った

んですが、構造が普通の生地と違い、表裏が完璧にくっついて

いないという変わった仕様のものでした。なので、ふわふわ浮

いているんですよね。へ～、おもしろい。

そんなふわふわな生地を小切にして、いろいろと製本に向けて

の処理をしているところがこちら。この手の御朱印帳は非常に

手間がかかる部類に入ってくるので時間も結構かかります。ま

あ、御朱印帳そのものが手のかかる製本なのでしょうがないと

いえばしょうがないのですが、そんな御朱印帳の中でも心が折
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れる部類に入るぐらい手間がかかります。。。もうね、わたく

し、ぽっきり逝きかけております。

そんな心を励ましつつ、完成した仕上がりはこんな感じになり

ます。リバーシブルなので、裏表紙は色目が逆になっていま

す。（一番上の青のものだと、線の部分が青、他が白という具

合に逆になるんです。）

現在は頒布されておりません。追加分は現在生産中なのでもう

しばらくお時間かかります。

心が折れないようになんとか頑張る所存でありますので、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。
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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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2016・08・29（月）

新しく写経帳面をリリース！♪

お世話になります、高知製本です。

さて！新作情報になります。最近マイブームになっている写

経。写経帳面を新たにリリースしました！

こんな感じ。こじゃんと渋い！梵字をどどん！大日如来！



高知製本のブログ

346

中には見本になる般若心経の印刷がされています。見本を下に

敷いてなぞってよし、見本を見ながら書いてもよし、お好きな

感じで写経していただけます。
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大きさは当社の納経帖と比較してこんな感じ。結構でかいで

す。これよりもさらにでかいものもあり、大きさは2種類リ

リースしています。こちらの写経帳面は当社の和綴じ御朱印帳

と同じ和紙の漉き元が透いている土佐和紙になります。うちの

紙は非常にお客様に好評なので、こちらの和紙もいい感じで

きっと気に入ってもらえると思います！
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筆ペンセットとかも用意しました。筆ペンといえばやっぱり呉

竹さん。呉竹のなかでも僕が気に入っている筆ペンを2種類、

お高いのとお安いのを用意しました。

 

 

 

※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
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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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2016・08・31（水）

鏡村の稲刈り体験

お世話になります、高知製本です。今回のブログは製本まった

く関係ありません、あしからず。

先週は久々に土日を休ませていただきました、息子の稲刈り体

験イベントに参加です。夏休みも終了間近、今年の夏は通常は

冬に流行するというマイコプラズマに息子、娘、嫁と3人立て

続けに感染してほぼ1カ月間プライベートでどこにも行けない

ような状態でした。少しぐらいはどこかに連れて行ってやらね

ばという親心です。ほんとは嫁と娘も行く予定だったんです

が、この夏3回目の夏風邪を娘がひいてしまったので僕と息子

だけの参加です。

ちなみに僕はね、最近人間ドックを機会に青汁を飲み始めたの

で抵抗力がついているのか感染しませんでした。あれ、くそま

ずいっすね。自分がまさに青虫になった気分がします。葉っぱ

おいしい♪みたいな。人間に生まれてよかったと実感しまし

た。

さて、地元高知の鏡村が今回のイベント場所。鏡川って坂本龍

馬も子供のころによく泳いでいた川なので歴史ファンには周知

の川かもしれませんが、平成の高知の子供たちも御多分に漏れ

ず鏡川で遊んでいます。バシャバシャ、キャッキャ言って遊ん

でます。まあ家から車で15分程度の近い場所なのですが、鏡

川の下流よりさらに上へ上がっていった山奥。そちらで稲狩り

のイベントがあり、お百姓さんの仕事を体験させるのも子供の

経験的にいいかなと思って参加をしてみました。夏休みの思い

出作り＆夏休みの宿題作りってのもあるかなと思って参加した
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次第です、参加者は全部で8家族ぐらいかな。年齢的に近い子

供を持った家族連れで一緒に稲刈りをしました。

結論から言えば、非常に有意義というか楽しいイベントでし

た。段々畑を上り、その勾配の急さ加減がすごくてハアハア息

が上がります。目的の畑でバシャバシャと稲を刈っていくんで

すが、一生懸命やっている背中を見るとなんか親の知らないう

ちに少しづつ大きくなっていってるんだなあと実感します。ま

あすぐに飽きて、大人たちが稲刈り＆天日干しをしている間子

供たちはみんなでイモリ取ったりして遊んでましたが。

稲刈りと天日干しまで終了したら、近くの畑で今度は野菜をと

ります。ピーマン、ゴーヤ、ナス、すいか、リュウキュウ、ほ

おずきとかいろいろありました。リュウキュウって、県外の人

はあまり食べないみたいですね。僕も最近まで知りませんでし

たが、沖縄から入った野菜みたいでりゅうきゅうって言うみた

いです。

りゅうきゅうのレシピ、こんなんあります。酢の物をよくうち

では作ってました。

昼ごはんを食べて、今度は川で遊びます。いや、マジくそ冷た

い。川の水は冷たいですがね、鏡川の支流っていうんですか

ね、ほぼ源流に近い場所なので水の温度が半端なく寒いです。

けど子供たちはキャッキャ言いながら遊んでいます。すごいな

あ、若いって素晴らしい。

アウトドアはもともと好きでシーカヤックやサーフィンをよく

やっていたんですが、子供が生まれてからというもの、ほとん

ど行けてません。体力もすこぶる落ちているでしょうし、もう

ショートは乗れないだろうなあと思ってます。（ロングボード

ならなんとかいけるかな。もう少し仕事に余裕ができたら復活
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したいと考えています。）

なので、体力がほとんどなくてもやれる写経とか。御朱印巡り

とか、最近はアウトドアマンぽくないような趣味に走っていま

す。あ、当社も写経用紙の販売を開始したんですよ、もちろん

土佐和紙使ってます。ネットで写経用紙を買って写経するのも

めんどくさいなと思いはじめ、どうせなら自分で納得いくもの

を作ってみようかなと、そして販売してみようかなと思って企

画しました。

これは写経、帳面にしてみた。土佐和紙30枚。般若心経見本

付き。
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こちらはお得な50枚パック！コンパクトに折りたたんでゆう

メールで出荷できるようにしてみた。

ネットショップってのは実店舗とちがい、発送作業ってのがあ

るので、どの発送業者のどの発送手段を使うのか、コストはど

うなのか、どの商品なら規格内で送ることができるのかってい

うところまで頭をひねらなくてはいけません。いろんなパター

ンがあるので、1つ1つ勉強四ながらやっております。

※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。
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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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2016・09・01（木）

新聞の取材

お世話になります、高知製本です。

昨日はとある新聞社さんが当社に取材に来られました。（こう

いう場合って、相手の社名を公表していいものなの？よくわか

らんからまだ伏せておきます。）てっきり先日僕が参加した合

同プレスリリースにいて、その伝手で来られたのかと思ってい

たんですが、全然違う経由でうちの事を知った模様。ほう、世

の中いろんなところでつながりがあるようなものですな。おも

しろい。

最近はメディアの取材にもちょっと慣れてきて、いろいろと商

品化に至った経由だったり、苦労だったりの話を一通りして写

真を撮影したいということで当社製品の写真をバシャバシャと

撮ることになりました。いいカメラ使ってんな～。やっぱりプ

ロの機材は一味違います。間違ってもガラケーのカメラで撮影

という感じではありません。世の中にはガラケーのカメラで

取った写真を商品写真にしてオンラインショップを運営してい

る痛い会社もあるようです。デジカメぐらい用意しろと説教し

てやりたいですね。ってか、まあうちの事なんですけどね。

商品を持った人物写真もほしいということで、最初は僕が自社

の納経帳を持ってポーズをとっていたんですが、つい先日頭を

丸刈りのボーズにしたばかりで会う人みんなにどうしのたの？

怖いよ。と言われるようなルックスになっておりましてです

ね。まあ、ボーズがポーズをとっていたわけですよ。

「う～ん、絵的にどうだろ？」

というぐさっとくる一言ことで、急きょモデルが嫁さんに変
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更。こっちのほうが絵になるって？

いや、泣いてなんかなってば。

 

※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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2016・09・07（水）

御朱印帳大量出荷♪

お世話になります、高知製本です。

少し肌寒い日も出てきました、真夏に比べると過ごしやすく

なってきましたね。まだまだ残暑は厳しいでしょうが、お出か

けが気持ち良い気候が近づいています。そんなこんなで、気候

が良くなると人は外に出掛けるので、この時期はそこそこ御朱

印帳の仕事が忙しいです。

どん！っと出荷。こちらは京都方面へ届きます。
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どどん！っと出荷。こっちは東北。

どちらも出荷前の最終検品作業中。主に神社やお寺さんで頒布

されているものになります。最近は会社から帰っても、自宅の

作業場で夜中までやったり、朝早くから作業したりします。疲

れたなあ。今朝は6時に起きて自宅で御朱印帳を作り始めた途

端、

「パパ～！パパがおらん～涙）」

っと娘が泣き出しましてですね、子守しなくてはいけなくなり

1冊だけ作って会社に出てきました。早起きだな娘よ。パパ仕

事あるんだけど。。。汗

まあ、子供に慕われるのは悪い気がしませんね、かわいい。

 

 

※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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2016・09・09（金）

たまらんちや。。。

お世話になります、高知製本です。

いやたまらん。子供がまた熱出しましてですね、今年の夏はこ

れで5回目。娘、息子、娘、嫁、息子とエンドレスに風邪をひ

いてくれます。たまりませんな。ショップの出荷また俺がやら

んといかんのかな。よくわからんのだけど。

あとね、息子を病院に連れて行ったら、娘と同じ保育園の子が

いてですね、なんとノロウイルス。保育園内で大ブレイク中！

なにさこれ、絶対うつるやん。。。

今年の夏は季節外れのマイコプラズマ肺炎やノロウイルスにや

られててんてこ舞いですわ。

 

※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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2016・09・10（土）

写経用紙、好評いただいております♪

お世話になります、高知製本です。

先月より新しく販売を開始した写経用紙、おかげさまで好評で

す。

製本済みのものとか。
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シンプルにOPPに入れただけのものとか、いろいろあります。

 

ちなみに、この写経用紙は2社の漉き元から仕入れた別の土佐

和紙を使ってます。製本された青い表紙のものは、当社の和綴

じ御朱印帳に採用している土佐和紙と同じ漉き元の紙、OPP

入れの方は当社の芳名帳に採用している漉き元の和紙といった

具合です。

書き比べてみるのもおもしろいかもしれませんね。まったりと

販売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。
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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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2016・09・16（金）

ダブルノックダウン

どうも、高知製本です。

日曜日、朝起きたら体が動きませんでした。一日中痛くて、月

曜日には会社に行くも仕事にならず病院へ。なんと熱中症だ

と。そんなばかな？と思いましたが、確かに水分が足りないよ

うで点滴をするとちょっと体が動くように。少しづつ動くよう

になってきて、なんとか回復。重いものはまだ持てませんが連

休明けには完全回復していることでしょう。

また、会社に来て朝パソコンを起動させるもうんともすんとも

いわず、パソコンが動きません。なんと主人に忠実なパソコン

なんでしょう、これぞまさにありがた迷惑。そんな忠誠心いら

ない！って感じ。

そんなこんなで、めでたく様々なデータが吹っ飛ぶというアク

シデントに見舞われました。

ただ助かったのが、最近自宅に作業場を設けてそちらにパソコ

ンを2台導入したんですね。そのパソコンにデータをコピーす

るために大事なデータは外付けHDDにバックアップをとった

ばかりだったのでほとんどのデータが無事でした。以前から

バックアップはとっていたんですが、年に1回とかのペースな

のでこれは助かりました。惜しいのはメールのやりとり、pst

ファイルは2年ぐらい前にバックアップしたきりで、最近して

いませんでした。ざっつ後悔。

ということで、この記事は自宅からアップしています。会社の

パソコンはしばらくいらないや、なんかめんどくさいし。
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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

367

2016・09・17（土）

高知新聞掲載（かなりデカい。。。驚）

まいど、高知製本です。

熱中症で意識白濁、体ピキピキでうごけない朦朧とした中、当

社は高知新聞に掲載されていたようです。
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さすがの地元新聞、高知の世帯数とほぼ同数刷られている新聞

ですが、小学校の先生、保育園の先生、ご近所さんやママ友連

中、他と様々なところから新聞見たよ！と反響があったようで

す。（僕は倒れてたのでよく知りません、写ってるの嫁だ

し。）

なかなか美人に撮ってもらっちゅうじゃないか、惚れ直したぜ

よ。けど眉毛が薄くて麻呂みたいやな、我々が若かった頃は眉

毛は細いのが流行っていたんですが、最近は太いのがトレンド

なんですってね。ちゃんと書けよ。

 

※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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2016・09・20（火）

最近の新聞はネットも出るんですね。

押忍！高知製本です。

先日高知新聞に掲載されましたが、ネットでも同じ記事が出て

いるようです。

土佐和紙使った和綴じ御朱印・納経帳が好評　高知製本が商品

化

いやはや。たまげた。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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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2016・09・22（木）

夜中のカブトムシ狩り、幼年狩人。

お世話になります、高知製本です。

今年の8月某日、子供を連れて夜のカブトムシ取りに参加しま

した。この夏、うちの家族は順番に夏風邪というマイコプラズ

マを引き、ほぼ一か月の間ほとんど遊びに連れていくことがで

きないような状況でした。これではいかんと思い、夏休みの後

半、子供達の憧れの的、カブトムシ＆クワガタ取りのイベント

に参加しました。最初はオリエンテーション。ですがそこはさ

すがにちびっこども。うちの子どももそうですが、みんな一か

所にじっとしてられない。「○○ちゃん、ダメよ。ちゃんと

座って！」と、親も注意を促すんですがキリがない状態でいつ

の間にか放置状態。（笑）
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うろうろと徘徊しだす子供達を前に説明する先生も大変そう。

こちらの先生はアマゾンにも5年ほど住んでいたという猛者。

森や昆虫を知り尽くしたスーパーじっちゃんです。採集方法

は、虫が好むライトを山で光らし、白い大きな布を垂らして

寄ってくる虫を待つという古典的なもの。

夜の森に2時間、20家族ぐらいでスタンバイして順次光に飛

んできた虫を捕らえていきます。けど、カナブンとか蛾とか蛾

とか蛾とか。。。そんなのばかり。もう今日は無理かもねえ～

という諦めの中、その瞬間はやってきました。
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「うおおお～！きたああ！！！」という大声とともに、ズザザ

ザザ！！！という音が。

興奮した他の子のお父さんが思いっきり滑り落ちたようで

す。。。興奮しすぎ！子供の運動会でも父兄リレーとかで頑

張って走って絶対転ぶ人っていますよね、気持ちは若いままな

んだけど、我々おっさんは確実に体が弱っているんだから、気

をつけなきゃだめですよ。

そんなこんなの最後の最後、21時解散直前にカブトムシが2

匹飛んできて、なかなかいい思い出になりました。

あ、最近リリースしたばかりの写経用紙、よろしくお願いしま

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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ラジオに出演することになりました。

押忍！高知製本です。

大阪のラジオ局より依頼があり、当社の製品の紹介を兼ねて出

演することになりました。高知では放送されていないラジオ番

組なのですが、これも何かの縁でしょう。近畿圏の方、お時間

ありましたら是非ご視聴くださいませ。

ラジオって、リスナーはどういった人なんだろう？

 

※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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・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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2016・09・23（金）

四神（朱雀、白虎、青龍、玄武）御朱印帳リリー

ス！

お世話になります、高知製本です。

いやはや、またしても自分の趣味に思いっきり走ってしまっ

た。そんな御朱印帳をリリースしました。

霊獣割拠！四神御朱印帳リリース！

以前ご案内した、御朱印帳古事記シリーズもほぼ自分の趣味の

延長で作ったものでしたが、今回もそんな感じ。東西南北を守

る霊獣を各1冊づつにフューチャーしてみました。古事記シ

リーズは和綴じの大きなものでしたが、今回の四神は蛇腹式。

大判にしてみたので、結構迫力があります。

青龍。青の記事に金箔で箔押ししたゴージャスドラゴン。
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玄武は緑のクロスに緑の箔でエイ！！

スタンダードバージョンとスピンオフバージョンの2種類、い

ろんな色を試してみながら制作しました。どれもかっこいい！

ほれぼれしそうです。

 

 

 

※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♪



高知製本のブログ

376

・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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2016・09・24（土）

TV番組出演依頼

まいど、高知製本です。

先日、とある制作会社からテレビ出演の依頼があったんです

よ。けどね、「なんじゃそりゃ？」っていう感じの企画で思わ

ず電話で話しながら笑ってしまいました。（失礼絵）担当D

といろいろ話をして、「まあ気が向いたらね～」って返答して

いたんですが、一週間ほど経ってから、

「企画がポシャった、すいません。」とわざわざ連絡がありま

した。

びっくり。こちらはすっかり忘れていたんですがその話生きて

たんだ。。。危うくテレビデビューしそうになった。しかも全

国放送ですよ？

つい先日、高知新聞に載る際に、「う～ん、絵的にどうだろう

？」と藤村君ばりのセリフでダメだしをされて結局写真は嫁が

使われたので、どうも私のルックスはメディアに載るには相性

がよろしくないようなのでね。

危ない危ない。。。

 

※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
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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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ラジオ関西「川浪ナミヲの情報アサイチ」出演！

お世話になります、高知製本です。

さて、当社は実は今度ラジオに出演します。関西のラジオ番組

なので行くことはできないのですが、電話出演することになり

ました。よくラジオ聞くと電話で中継してたりしますよね、あ

んな感じだと思います。

 

日時：10月7日（金）

放送局：ラジオ関西

番組名：川浪ナミヲの情報アサイチ！

出演コーナー：日本名物案内　（8時40分頃）

「高知県高知市の名物、納経帳・御朱印帳って？」

 

といった内容。朝早いっす、当社8時30分からなので出社し

てすぐって感じです。お時間が合う方はぜひお聞きください。

たぶん僕が喋ると思います、最初嫁に喋らせようとしたんです

が、「絶対やだ！」ということでＮＧを食らいました。

ふっふ。照れ屋さんだな。
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どうしよう、緊張してきた（はやくも？）

 

 

※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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2016・09・25（日）

鏡川のアメゴ掴みどり！
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2016・09・26（月）

新人研修

お世話になります、高知製本です。

先日、新人さんの研修を行いました。当社の仕事は手作業だっ

たり、機械を触ったりという事が多く、しかもそれなりに熟練

しないと難しい＆危険な作業が多いので、まず優先順位は「安

全を確保する。」ってところです。

気を抜いたら、絞め機で指をつぶしたり、箔押しで指をつぶし

たり、断裁で腕を飛ばしたり、中綴じで自分の指を綴じちゃっ

たり、ミシンで自分の手を縫ってしまったりします。（これ

ら、全部やったことある人知っています。どんだけ～。）なの

で、まずは安全。危険を感じたら本は不良になってもいいので

手は出さない！どうしても人間って物を追っかけてしまう習性

があるので、無意識にやってしまいがちなのですが、それは

NGです。意識しないと絶対追わえてしまうんですよね。

和気あいあいとやってます。僕も仲間に入りたかったんです

が、最近女性の輪に入っていけませんので無言でシャッターを
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切ります。盗撮ではありません、ブログ用です。ここ最近は忙

しくてなかなかブログも書いていないので、よいネタかなと思

いましてですね。

しかし女性が増えるのはいいことですね、職場が華やかになり

ます、あとね、なんかいい匂いがするんです。フレグランスっ

ていうの？よくわかりませんがね。ちなみに最初に言っておき

ますけど、俺変態じゃないですよ。

おっさんばっかりってのはなかなかおもしろくないからねえ

～。これは生き物のサガというやつです！

 

※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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2016・09・28（水）

買い替え需要ってか。

お世話になります、高知製本です。

去年ですが、ついに30年間使用していた業務用クーラーを新

しいものに買い替えました。高いっすねえ～業務用。うちの工

場は広さ70坪と工場の割には狭い部類に入ると思うのです

が、それでも5馬力が2台必要です。3社見積もりして、勉強

してもらってなんとか100万円でした。30年前に買ったとき

は200万円したと親父（社長）が言ってたので昔よりは安く

なっているみたいですが、それでもなかなか高価です

ただ、昔より安くなっているとはいえ、そのぶんデメリットは

あります。このクーラー、今まで30年間使用できたってこと

もあり、耐久性は非常によろしい。昔のは高かったけど、それ

なりに長く使用できていた証拠でもあります。

けど新しいクーラーは同じメーカーの後継機種なんですけど、

大体10年ぐらいしか持たないんですって。おおむね基盤が10

年でいかれてしまうらしい。ソニータイマーみたいだな。（小

売店のおっちゃん曰く）今までのクーラーみたいに、仮に30

年間使用するとしたら2回買い替えが必要、トータル300万

円ほどかかる計算になります。単価としては安くなってはいま

すが、耐用年数がしょぼくなっているわけで、結果的にコスト

高になっているようです。

価格を安く提供するために、廉価な部材を使用したり、構造を

簡略化したり、組み立てを海外で行ったりという企業努力はも

ちろんあるんですがそれらで安く製造すると、やっぱり「安か

ろう、悪かろう」って事になるようで。なんか、製本にも通じ
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るものがあるなあ～と実感しました。

上製本と言われる本も、きちんと糸でかがった作りのものもあ

れば、装丁だけ豪華にして構造は無線の糊だけで作ったり（我

々はよく騙しの製本と言います。）網代で糊だけで綴じたりす

るのもそうですね。図鑑なんかでもそんな作りの本を本屋でよ

く見かけますが、こんなんすぐ壊れるやんと思うわけでして。

先日子供の昆虫図鑑を買いに行ったんですが、最終的に選んだ

のはきちんと糸かがりされた出版社のものを購入しました。製

本やってる人間だからこそのマニアックな選び方ですな、我な

がら。

まあ、確かに素人にはわかりませんから。コストは下がります

が、手間をかけない分すぐ壊れるのも当然の事です。御朱印帳

なんかでも最近は工程を簡略化した製品や部材コストをあまり

かけずに作っているところもありますね、素人目にはわかりま

せんが、我々が見ればまあだいたいわかります。

ただ、それもしょうがないのかなあとも思います。景気が悪

く、給料も上がらない中ではコストを下げる事にどうしても目

が行きます。安いものが正義だ！と思って価格から入る我々消

費者にも一部責任はあるのでしょうが、良いものにはやはりそ

れなりに手間や時間とお金がかかるものですね。給料あがんね

えかな、マジで！

 

※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
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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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