印刷物から

vol. 4

SDGｓの取組みで、紙の展示会へ行き調査を行いました。
間伐材を使用した紙や小豆殻や繊維を混ぜた用紙など、

取り組んで 面白いものを取り入れることができました。
また、プラスチックから紙へ！ということもあり、
みませんか？ クリアファイルの代わりに紙ファイルも対応可能です。

2022.1

取り扱い材料から貢献します

Kami haneru

こと
る
な
く
紙媒体を使っていただくことで、活気に溢れ、はね上がり、良

京都紙商事株式会社様にて

地域の活動に参画しています
びわ湖わんにゃんマルシェ活動に参画し、
譲渡会や地域と野良猫対策、ペットの防災対
策など人と動物が共生しハッピーライフの

▲FSC森林認証紙 小豆殻CoC、しこくてんれいCoC 抹茶

実現に取り組んでいます。

◀kome-kami

ヨシ紙▶

このほかにも

やす地域共生社会推進に参画し、高齢者
と地元商店、企業のサービスをつなぎ、
「見

▲ 紙 Net 封筒（緩衝材）

バナナ繊維 20％入ペーパー

守り」と「商助」のサポートを行っています。

クラフトビールペーパー

高齢者の日々の暮ら
しにあるお困りごと解

紙ファイル▶

決に取り組んでいます。

奥野印刷
（株）

奥野印刷株式会社は、企業理念でもある「工夫と信頼で幸せを創り出す」のもと、印刷をはじめ印刷以外でも

SDGs宣言

メディアに関わることを通して、国連が提唱する持続可能な開発目標に賛同します。関わる地域でハブ的役割を
行い、地域の課題解決に貢献することで持続可能な社会の実現に努めてまいります。

2021.７.１

奥野印刷株式会社
代表取締役

奥野印刷 を
便利にお使いください！

事務員さんの

つぶやき

奥野

孝史

BIGサイズ カレンダー
A3サイズ 4 枚分の大きなカレンダー！
月ごとにデザインを色々考えて楽しく作成しています━
インパクトもあり、
お客様にも好評です！

折り、ミシン、冊子などの加工だけでもOK！！
紙の加工もご相談ください！
総会資料や会議資料など、
「プリントしてホッチキスしておいて！」
「冊子にしたいのですが…」の要望もお応え
いたします！

行動規範

工夫と信頼で幸せを創り出す
感謝・勤勉・工夫・倹約・互助

信

創立

昭和22年（1947年）
昭和38年

初代 奥野 勇次が野洲町小南で大誠堂として印刷業を
創業（謄写印刷）
タイプ印刷・オフセット印刷 手掛ける

昭和54年 ２月（1979年）本社移転：滋賀県野洲郡野洲町市三宅694-14
昭和61年10月（1986年）奥野 哲司 代表取締役 就任
平成25年 ２月（2013年）奥野 孝史 代表取締役社長 就任

74年

頼で幸せを創り

す

会社概要

和歌山県

と

出

創立

工夫

企業理念

玄関入って
すぐのところに
かざってま〜す！

田辺市

〒520‑2362 滋賀県野洲市市三宅694‑14
TEL 077‑588‑2800／FAX 077‑588‑1955

イメージキャラクター

E-mail：p-okuno@fuga.ocn.ne.jp

http://okuno-print.net/

販促

ポスター / チラシ
パンフレット
挨拶状・招待状
会社案内 /DM/ 名刺
新聞 / フリーペーパー
年賀状 / 暑中・寒中ハガキ
etc...

保管 イ チ オ シ 商 品

サイズやデザインを
自由にレイアウト
できます。

名刺

カタログ冊子
記念誌
歴史書 / 賞状
イベント・大会プログラム
アルバム
etc...

ポスター /POP

シンプルなデザインからリッチ感あふれる名刺まで対応いたします。

こんなのが
できます！

イベントごとの印刷

イベントに関わるパンフレット、看板、のぼり、
チケットなど一式ご用意できます！

1枚から印刷可能です。
サイズも色々えらべます。

地域の活動報告や
学校関係の新聞も！

チラシ（ポスティング・折込）
様々なデザインで印刷できます。
ポスティングや折込の手配までおまかせください。

ショップカード / 案内カード

会社案内パンフレット

お店の顔として欠かせないショップカード。
様々なサイズと折加工もできます。
QR コードを載せて、さまざまな情報を伝えることができます。 撮影からでも対応いたします。

チラシ

広報 / 新聞

箔加工

自分史

箔加工により、商品の価値を
アップします。

残しておきたい自分の人生を
冊子にします。
自伝や残しておきたい
伝えたいことを本に！

PTAや団体の広報をつくりたい！社内報をつくりたい方！

シール / ステッカー / マグネット
屋内・屋外でも材質豊富で用途に合わせて作成できます！

薬 袋
カタログ / 冊子 / 記念誌 / ハードフォトブック

パンフレット / リーフレット / プログラム

商品カタログや文集の制作いたします。紙や表紙の加工等ご相談ください。デジタルデータ作成だけでも OK!

様々なサイズ・折り方によって幅広い用途で活用できます。

のぼり

チケット

小型から特大までつくれます！様々なデザインで作成できます。

カード類（紙・プラスチック）
診察券や会員証など。
プラスチックカードの素材でも対応します。
角丸加工もおまかせください。

挨拶状 / 招待状
役員交代、新会社設立、記念式典、結婚式などの挨拶状、招待状！宛名印刷もおまかせ下さい。

メモ帳

問診票 / アンケート

小ロット対応。サイズやデザイン自由です。

小ロットでの印刷も大歓迎です。

クリアファイル

看板

オリジナルクリアファイルを作成できます。フルカラー印刷、箔押しなども可能です。

封 筒

スタンプカード/ クーポン券 / チケット

一般的なビジネス封筒など用途に合わせてつくらせていただきます！

リピートのお客様へ特典を付けたい方へ。小ロット印刷も可能です。

パウチ加工もできます。耐水性で長期間、丈夫に保つことができます。

地域限定、顧客様限定など、
限られた方へ広告してみては
いかがでしょうか？

管理

伝票
シール / ステッカー
マグネット
封筒
カード / 診察券
スタンプカード /etc...

メニュー

年賀状 / 喪中 / 暑中 / 寒中 / クリスマスカード
各種、豊富なデザインを取り揃えております。

も
加工 ！
な
色々 きます
で

毎年10月より年賀状の
ご注文を承っております！

ノベルティー・その他
タペストリー / 看板 / カレンダー

伝 票
複写伝票、
単票つくりたい方！
納品書・請求書など多種多様な伝票つくれます！

DM / フライヤー（ポスティング・郵送）
チラシとは違い、
小さなサイズや厚みのある広告物です。
ポスティング、
郵送の手配までいたします。

屋外、屋内の看板も承ります！

箸袋 / クリアファイル / カルタ
ポケットティッシュ DM
ライト / うちわ / ボールペン / etc...

何なりとご
何なりとご 相
相 談ください！
談ください！

テイクアウトのお手伝いいたします！
パッケージでご対応
例えば…

のれん・包装紙・帯
チラシ・割引チケット
DM・新聞折込の手配 など
わずらわしい別々の発注は大変です。
弊社にワンストップサービスで
お任せください！

のれん
包装紙
（帯）

