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印刷物のご相談・お見積もり無料で承ります。詳しくはお近くの営業所までお問合せください。

佐賀県伊万里市大坪町乙4161-1
TEL 0955-23-5808 FAX 0955-23-1436

本　社 福岡県福岡市博多区山王一丁目14-4
TEL 092-475-6271 FAX 092-475-6274

福　岡
営業所

東京都新宿区高田馬場1-28-4 工新別館ビル6F
TEL 03-6302-1501 FAX 03-6302-1502

東　京
営業所

今回の紙 マットコート（菊版48.5kg）

インキののりや発色が良く、細かい部分まで鮮明に印刷
できます。また、光の反射が少ないため、明るい場所で長
時間読んでも目が疲れにくいという特徴があります。

印刷業界とともに歩んで半世紀

株式会社 三光     年のあゆみ501971
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伊万里市に三光印刷として創業
オフセット印刷導入
福祉事業団の協力にて工場建設・移転
活字印刷を全廃して
オフセット印刷機へ移行
法人化し三光印刷㈱
4色印刷機導入
福岡営業所開設

創業期

▶2021年に導入した印刷機「AccurioPress」

▶グッドデザイン賞を
   受賞した九大ノートの商品20
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第二創業期
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東京営業所開設
水なし印刷開始
情報誌muchu! 発行開始
Pマーク取得
FSC森林認証取得
松尾光社長就任
大学ノート販売、
グッドデザイン2017受賞
大学ノート第2弾販売、
グッドデザイン2020受賞
創業50周年を迎える
AccurioPress導入
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創業50周年を迎えてのごあいさつ
おかげさまで本年をもちまして創立50周年という記念すべき節目の年を迎えることができました。 情勢が目まぐるしく変化するこの時代に
半世紀という長い歴史を歩んでこられたのは、ひとえに関係各位のご支援ご厚情の賜物です。ここに改めまして心よりの感謝を申し上げます。 
これからも引き続き、情報加工に携われるこの環境を自社の責任、そして喜びと捉え、社員一同お客様に貢献していければと思います。
今後とも変わらぬご愛顧ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

松尾 光代表取締役社長
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工場を拡張し企画事業を始める
将来の事業多様化を見据え
㈱三光に変更
本社工場移転

変革期
▶2008年に発行を開始した

　情報誌muchu!（創刊号（左） 最新号（右））

三光と、九州大学の学生がコラボレーション。

三光の印刷技術に、学生ならではの発想が

加わった学生のための新しいノートです。

2017年に第1弾、2020年に第2弾の商品開発を行い、

双方ともにグッドデザイン賞を受賞しました。

情報誌muchu!の▶
　マスコットキャラ　
　「まりんちゅ」　

▶1979年 当時の業務風景 

▶1990年 当時の社員
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企画／デザイン／WEB制作／動画撮影・編集／印刷

編集後記Editor's Note大瀧詠一さんのアルバム「A  LO N G  
VACATION」です。伝説のバンド「はっぴい
えんど」解散後、ソロとして1981年にリリース
されミリオンセラーとなりました。10曲入で、
どの曲もCMやドラマの挿入歌などに使われ
ています。中でも「君は天然色」は40年経った
今でもCMで流れています。確実に日本の音楽
史に刻まれる名盤です！

スマホアプリ特集
オススメのアプリをご紹介します！

60歳でギャラリーを始めた川﨑さんの
アートへの考え方、向き合い方、生き方に
ついての本です。自分のやりたいことを
仕事にした生き方、真似したいポイントが
満載のおしゃれ等、女性あこがれのライフ
スタイルが綴られています。
一度だけの人生を楽しまなければと思わせ
られる一冊でした。

川﨑 淳与
『60で人生のやり残しに
気づいたから80代の今が最高と言える』

おすすめ社員
西口 めぐみさん

現在、福岡営業所では次年度案件獲得に向けての企画提案書作成
に取り組んでおります。既存のモノに対しては何が現状課題か、
伸ばすべき評価されるポイントは、また今後の取り組みに対しては
何に注力しているか、などをヒヤリングさせていただいた上で企画・
デザインの提案を構築していきます。
様々な視点から改善点を見出して内容に落とし込み、それらが
一通りのストーリーとして紡がれたとき、一つの企画提案書が
完成します。これからもお客様の痒い所に手が届くような提案を
継続できるよう熟慮・実践をしていきたいと思います。

弊社には、コモリ社製の最新の印刷機械があります。その優れた
機能の１つに、KPコネクトがあります。KPコネクトとは、生産性
における様々な情報を一目で把握できる優れた機能です。まさ
しく「生産性の見える化」。見える化することで、自社で発生して
いる問題が浮かび上がるため、改善への近道を直ぐにみつける
ことができます。ＫＰコネクトで機械と人を有効活用することに
より弊社の生産性はまだまだ高まります。お客様に喜ばれる
ためにも品質向上、生産性を高める努力は永遠のテーマです。

［キーワークス］各部署で積極的に取り組んでいる事や、それぞれの気付きなど仕事上でのキーワードを掲載していくコーナーです。KeyWorks

福岡営業所 ／ 所長 兼 営業部 課長　渡辺 啓史

企画提案書
本社生産部 ／ 製造課 係長　西 克臣

ＫＰコネクト（GL437機）

今はスマホでも簡単に動画編集が出来、配信も可能です。分から
ないことがあればYouTubeで検索し、動画を見て知る事が出来る
ため本当に便利になりました。ここ数年で動画の重要性がかなり
上がってきています。紙面上では情報量が文字・画像のみと制限が
ありますが、動画では映像・音・文字といった表現で、チラシ・パンフ
レットの何倍もの情報を伝えられるためビジネスには欠かせない
ツールとなっています。当社でも私が動画撮影・編集を行なって
いるミニ四駆の組み立て動画をYouTubeで配信しています。是非
ご覧ください。

本社生産部 ／ 制作課　吉原 公史

今後の動画の重要性

『ラストスパート』
お蔭様で師走らしい慌ただしさを迎えております本社工場で
す。より良いものをスピーディーにと一同取り組んではおります
が、年末年始休暇に伴い変則的なスケジュールにご協力いただ
きありがとうございます。さて、今年もあとわずかとなりました
が皆様にとって今年はどのような1年でしたでしょうか？私自身
は『今まで当たり前と思っていた事が、当たり前でなくなった』な
ど思うことが公私共に多くあったまさに激動の1年となりまし
た。とはいえ12月が終わったわけではありませんのでラストス
パートしっかり2021年を終えようと思います。
今年もスリーレイをご愛読いただきありがとうございました。皆
様にとって良い年を迎えられる事を心よりお祈り申し上げます。

生産部統括部長 兼 開発室長　山口 大司

PHOTO2cards
iPhone
価格：無料 
開発：Brand&Nobel
       Markenverwertungsgesellschaft mbH

わずか2ステップで、簡単オシャレにグリー
ティングカードが完成。非常にお手軽にカー
ドが作れるデザインアプリ。好きなテンプ
レートに自分の好きな写真を当てはめられ
ます。細かな調整はできませんが、その分手
間も少ないのがいいところ。また、ポスト
カードへの印刷が可能なので、相手に直接
手紙を送ってもOKです。
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❶ 入社年月日
❷ 仕事のやりがい
❸ 自分を一言で表すと？
❹ マイブーム
❺ 今後の目標
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同僚からの
コメント

大瀧 詠一
『A LONG VACATION』

おすすめ社員
浦川 勝実さん

セミナー特設サイト

TEL.050-3816-5280　Mobile:080-3967-1319（担当：浦川）
Webでの申し込み
https://sanko-webcreate.net/seminar_contact/

お問い合わせ又はお電話にてお申込み

参加
無料

リアル会場 & ZOOMでのオンライン

セミナー開催のご案内 先着
10社限定

12月17日金 14:00～16:00時 間日時

講師
WEBアドバイザー
池田 善則（株式会社 三光  専務取締役）

会場 株式会社 三光 佐賀県伊万里市大坪町乙4161-1

こんなお悩みをお持ちの方、必見です!!

オンラインでの参加は簡単です!! 事前にZOOM会議室のURLを
メールにてお送りしますので、それをクリックするだけ。
事前にZOOM会議室のURLを
メールにてお送りしますので、それをクリックするだけ。

ホームページのアクセスを増やしたい!!
ホームページからお客様を獲得したい!!
ホームページを活用して売り上げをのばしたい!!

現状のホームページを
効果が出やすくなる様に
改善する方法を教えます。

現状のホームページを
効果が出やすくなる様に
改善する方法を教えます。

貴社のサイトを無料で診断いたします!!

❶ 2000年4月1日 入社
❷ 携わった商品を街で見かけた時や、
　 お客様から感謝のお言葉を頂いた時。
❸ going my way、ミーハー。
❹ 学生時代に聴いていた
　 懐メロを聴くこと。
❺ 感謝の気持ちを忘れず、ニーズに
　 合った商品をお届け出来る様日々鍛錬。

本社生産部／製造課 主任　中村 真人

動画は
こちらの
QRコード
から！

衛生委
員会

だより

Vol.01

第40期

衛生委員会が
始動しました!!

棚の上を整理して
落下の可能性を回避

感染対策として
パーティションを新たに設置

　いつも大変お世話になっております。今回より、このコー
ナーを担当させていただきます本社営業部の河﨑です。
　弊社も第40期を迎え、新メンバーによる衛生委員会
が発足し始動いたしました。今年度は月ごとにテーマを決
めて活動していくこととなっており、11月は感染症対策
（コロナ・インフルエンザ）・安全パトロールを行いました。
感染症対策に関しましては、11月17日・19日にインフルエ
ンザのワクチン接種を集団接種し、コロナ対策としまして
は日頃からのマスクの着用・検温の実施に加え、新たに
パーティションの設置を行いました。安全パトロールに関

しては、各部署の危険個所のチェックから改善、衛生面の
チェックなど社員が快適に過ごせる環境づくりに取り組
みました。これから毎月弊社の取り組みの紹介をしていき
たいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

改善内容の一例


