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オリジナルBOX
ティッシュのご案内

販促に !

商材提供コーナー ちょっと変わった形の
ラベルを見つけました。

スタッフブログ

ハロウィンテントボックス
☆季節限定物 ☆地域限定物

※ここに掲載させていただいた商品は、弊社で製造したものではございませんのでご了承ください。　

「ステラおばさんのクッキー」にて購入しました。
デザインも形状もとてもかわいいです。 リボンと解くと中身が
ぱっと見えて、プレゼントにしたら喜ばれそうです。〈渡辺〉

　こんにちは! この頃はすっかり寒くなって、朝も中々起きられない時期となってきましたね…。
さて、今回は、いつもより盛りだくさんの内容でお送りします。今月号より、弊社をもっと身近に感じて頂けるよう、「お便り募集
中 !」のコーナーを設けました。ご意見ご感想など、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  株式会社コマガタ 社員一同

お店で見つけたおもしろパッケージ【限定パッケージ】編

みなさんの声、お待ちしてます☆

　以前もご紹介させて頂いた「オリジナルBOXティッシュ」。
今回はその用途をご提案させて頂きます !

　近所のイオンに行ったら、変わった形のラベルを
発見 !
Ｖ字カットの入った形で着物のようなデザイン。ピン
クと青でコントラストがきいて、パッと目に入りました。
アイキャッチがきいてますね～。
ただし私の場合、日本酒は好みのメーカーのものし
か買いませんので、目に入ったものを買おうとは思
いませんでした。
　でも、こうした狙いはいいですね。「おもしろいラ
ベルだから話のネタに買おうか」という人もいると思
います。
　また、最近の日本酒は大抵のメーカーのものはお
いしいです（パック酒などは別にして）。
ですから、ラベルや
ボトルで差別化をする
のも立派な販促方法
ですよね（もちろん美
味しいことが大前提
ですけど）。
              〈駒形和〉

　上記以外にも、これからのシーズンは、福袋や福引き景品なんかにも使える
商材かと思います。お値段もキューブタイプなら１ケース（50 個入）で
14,630 円（税送料込）と意外とお手軽にお求め頂けます。この機会に、是
非お求めください☆

居間、寝室、化粧台、オフィス…「人居るところにティッシュあり。」といってもいいくらい、
生活の必需品になっているティッシュ。常に誰かの目に付くところに、あなたの会社名、
アピールポイント、連絡先を置いておくことが出来ます。チラシや DM はすぐに捨てられ
てしまいますが、BOXティッシュなら中身が無くなるまでの間、販促効果が持続します !

年末年始の挨拶回りに !
今年も残すところ約２ヶ月。「年末年始のご挨拶、何を配ろう…。」と、お考えの方 ! 名
入れタオル ?カレンダー??…今年は確実に皆に使ってもらえるBOXティッシュはいかが
でしょうか。6 面をお好きなデザインにすることが出来ますので、オリジナリティーをふんだ
んに盛り込めます !

詳しくは、HP「オリジナルBOXティッシュ」http://www.komagata.co.jp/original-box-tissue.html
もしくは、弊社営業までお問い合せください。

パッと見ただけで、ハロウィンを連想させる色づかい。
おまけに、女子が大好きなハートの窓がカワイイです。
おいしそうなにおいにつられて、つい手にとってしまいそうで
す。 〈桑原〉

☆発見者より一言

じゃがりこ【ずんだ】

「ずんだ」という名称はどうやら東北地方だけの呼び名みた
いですが、ずんだが入ったじゃがりこです。枝豆の味わい、
じゃがりこに合うんですね。おいしいです。〈遠藤〉

いつものじゃがりこをそのまま大きくしたパッケージが目立ち
ますね ! 開けたら大量のじゃがりこがそのまま入っていたら嬉
しいですが…湿気ってしまうので、個包装になっているのが
助かります。それに、配りやすいのもいいですね。〈谷川〉

☆発見者より一言

ハート形の窓 ▼

両脇にハート形の窓
が付いていて中身が
見えます。

▲開け口
ふっくらと膨らんでい
て、まるでテントの様
な形です。
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コマガタ制作スタッフコマガタ制作スタッフ オモシロ写真館オモシロ写真館

最後まで読んでくださりありがとうございました。次号発行予定は11月15日です。

■主要営業品目
企画、デザイン、撮影／オフセット印刷紙器（ダンボールケース、包装紙、ファッションバッグ）
パンフレット、カタログ／高級ラベル、シール、ステッカー／ホームページ作成・運用／ 各種包装資材／ 看板制作

■お問い合わせはこちらからどうぞ
info@komagata.co.jpTEL 025-375-8333 FAX 025-375-8335

〈参考HP〉Photoback ～あなたの写真が本になる
　　　　　 http://www.photoback.jp/about/bunko/index.aspx

コマガタの秋コマガタの秋コマガタの秋♪誰かさ
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Q ご飯のお友は何ですか ?

辛いもの好きなので「ゆず胡
椒」とか･･。
王道ですが、明太子おいしいで
す。

〈遠藤〉

「たらこ」です。
たらこがあれば、おかずはいらな
い ! ってくらい好きです。
あと、明太子も好きです。

「鮭フレーク」です。
炊きたてのご飯にのせて食べる
と、ご飯がとってもすすみます！
おにぎりの中にいれても美味し    
　いですよね。 〈谷川〉

小さい頃から必ず我が家に常備して
ある『のりたま』です。
学生のときは毎朝時間がなくて、の
りたまご飯をかっこんでましたッ!!
今も飽きずに大好きです☆

〈渡辺〉

〈桑原〉

秋といえば栗やさつまいもを使った
お菓子もたくさん店頭に並びます
よね。こんな商品がありました!!

パッケージも、和風のもの多
いですね。かぼちゃはハロ
ウィンを意識したものが多い
ようです。
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Q ご飯のお友は何ですか ?

辛いもの好きなので「ゆず胡 「たらこ」です。

すっかり秋らしくなってきました。
秋といえば食欲の秋!新潟の秋と言えば新米!!ですが、新米を何
で食べたいか、コマガタ従業員に聞いてみました。

「新潟限定 たま飯しょうゆ 卵かけご飯専用醤油 しょうゆ 
甘み １５０ｍl」
最近、たまごかけご飯専用のしょうゆを買いました。
普通のものよりあまり主張しすぎず、ほどよく絡む感じがします。
秋は全然関係ないですけど。 〈駒形崇〉

Photobackという
フォトブックの制作販売

編集者のつぶやき

　個人で記念にアルバムを作るというと数万円単位からとい
うお値段だった記憶があります。プリンタを買い、デジカメか
ら自宅のプリンタを利用しお手製のアルバムを作る楽しさもあ
りますが、本屋さんに売られているような綺麗な写真集みた
いに出来たら!と考えたことありませんか?
　そんな願いを叶えてくれるオンラインサービスがあります。
自分の撮った写真を印刷、製本。もちろん編集長は自分です!
しかも、本の帯まで作ることが出来るそうです。本格的ですね。
編集といっても、オンラインで直感的に操作ができるので専
門知識不要です。また、何といっても手軽に製本、注文も
出来てしまう iPhone アプリからのサービスがあることも大き
なポイントですね。どんなときに写真を撮るかというところをう
まく考えたサービス展開。写真を撮るということが好きな世代
もちゃんと意識している心遣いもみえます。写真部
(http://www.photoback.jp/photoclub/index.aspx) とい
うコミュニティのようなサービスもあり、ユーザーの作品も公
開されています。最近はサービスの提供だけでなく、共有す
る場を同時に提供しているところが多いですね。いいサービ
スには人の存在が必要ですし、そのコミュニティから新しい
アイディアも生まれることがありますから軽視できない大事な
部分かと思います。HP の内容もとても見やすくわかりやす
い優しい配色なので、「難しいのはちょっと」という方もすん
なり利用出来るのではないでしょうか。お値段も冊数もお手
軽で注文出来、サービスも素敵なので是非のぞいてみてくだ
さい。注文後 40 日以内なら同じデータで増刷注文が可能
という親切サービスなので、とりあえず1冊から!も可能です。
　印刷、製本への一般的なイメージを払拭し、利用への敷
居を低くした素敵なメモリアル
サービス。このようなサービス
があると、写真を撮ることがま
すます楽しくなりそうですね♪
〈遠藤〉

テンプレートや書体も何種類か選べ
るので、作るのが楽しそう! 

▲

渡辺撮影
「なし狩り」
秋のフルーツ・梨を狩ってきました。
みずみずしくて、とっても甘い !
おいしかったです。

遠藤撮影
「風車」
富山県黒部市はオランダ・スネーク市と
姉妹都市にあるため、オランダの風車が
置いてあるんですね。丁度、コスモスが
いい位置にいたので撮りました。
黒部渓谷にも行きましたがこの旅で、ます
ます一眼レフが欲しくなりました！

今回のテーマは…「秋といえば…?!」

●プライバシーに関して
　お客様より頂いた個人情報・企業情報は、適切に管理し、自社の業
　務のみに使用を致します。お客様から同意を頂いた場合、および法令
　に基づき公的機関から法的義務を伴う要請を受けた場合を除き、ご提
　供頂いたお客様の個人情報・企業情報を第三者に提供、開示等致
　しません。

　　　　　 http://www.photoback.jp/about/bunko/index.aspx

つもコマガタ通信をご愛読頂き、ありがとうございます。
今月号より、皆様から「お店で見つけたおもしろパッ

ケージ」「オモシロ写真館」への情報を随時、募集したいと
思います !!
受付は、メール〈mail_info@komagata.co.jp〉にて、社
名またはお名前（紙面に載せても良いもの）、ご住所、お
電話番号、メールアドレスを本文にご記入の上、ご応募お
願い致します。添付画像は JPEG データ（2MB）まで、
コメントの文字量はお任せします。
ご採用させて頂いた方にはコマガタオリジナルメモ帳 5セット
をどーんと差し上げます !

い
お便り募集中！お便り募集中！お便り募集中！




