
共立アイコムにお任せください！
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わたしたちは日 々お 客 様 の 課 題 解 決 を C H A L L E N G Eと捉 えて 行 動しています
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共立アイコムは、1954年の創業以来、66年にわたり、お
客様の販売促進や課題解決のお手伝いをしてきました。
お客様や市場のニーズに合わせて、事業を拡大し、現在は
「デザイン・DTP」、「Web・ICT」、「印刷」の3つの事業
を中心としています。特にデザインDTP業務においては、
総勢43名のクリエイティブスタッフを有し、年間1,400社
以上、10,000件以上の制作を行っており、充実した制作
体制と豊富な経験により、多種多様なお客様のご要望や
課題に応えています。デザインDTPに関するご要望や
課題は、共立アイコムが解決します！

2020.7.14

デザインDTP業務を
見直してみませんか？

デザインDTP業務の　　　  を実現します！

号外
005

課題
解決

・販売促進等に効果の出るデザインにしてほしい
・大ボリュームのページ案件等、制作期間が足りない
・打ち間違いや修正漏れ等、ミスが多い
・わかりやすく、見やすい紙面にしたい
・HPや動画、印刷等、他の案件と一括して頼みたい

デザインDTPにおける要望や課題

・マーケティング分析に基づく効果的なデザインを提案
・総勢43名の多種多様な専門職を有する充実の制作体制
・自動組版等の機能を駆使し、短納期、低コストを実現
・校正専門者の社内校正やデジタル検査機による徹底した校正・確認体制
・わかりやすいデザイン設計ができる「UCDA認定取得者」が3名在籍
・Web制作から動画制作、印刷までワンストップで対応可能

共立アイコムの強みが解決！

▶▶▶ その他、Web制作、システム開発、印刷、イベント企画運営、採用プロモーション等のご相談も承ります。

総勢43名のクリエイティブスタッフ
クリエイティブマネージャー ・・・・・・・・

クリエイティブディレクター ・・・・・・・・

デザイナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

DTPオペレーター ・・・・・・・・・・・・・・・

画像処理オペレーター ・・・・・・・・・・・・

カメラマン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

校正者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イラストレーター※ ・・・・・・・・・・・・・・・

UCDA認定取得者※ ・・・・・・・・・・・・・・・
※イラストレーター、UCDA認定取得者は兼任

1名
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11名
16名

3名
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製品カタログ展示会ポスター グルメガイドブック UCD認証パンフレット

年間取引社数
1,400社以上

年間制作実績
10,000件以上

デザイン
DTP業務

日頃より東海ガスをご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社は、都市ガスを始め弊社及びTOKAIグループ各社の商品やサービスをお客様にご利用いただき、
又、有益かつ高品質なサービスをご享受いただくために、お客様の氏名・住所・電話番号等の個人情
報をお預かりさせていただいております。従いまして、個人情報を大切に保護することは、弊社にとっ
て重要な責務であると認識しております。
つきましては、以下に掲げた「個人情報保護ポリシー」に従って、安全且つ適切に管理し、目的に沿っ
て正しく利用してまいりますので、ご理解・ご協力のほどどうぞ宜しくお願い申し上げます。
今後とも、弊社並びにTOKAIグループに末永いご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

「お客さま情報の取扱い」に関するお知らせ

〒426‒0037　静岡県藤枝市青木２丁目29番１号
代表 TEL：054‒647‒7151　FAX：054‒643‒4143
都市ガス TEL：054‒643‒4111　FAX：054‒643‒8169
LPガス TEL：054‒641‒8711　FAX：054‒643‒5730

藤枝本部

〒427‒0019
静岡県島田市道悦２丁目22番30号
LPガス TEL：0547‒36‒3131
 FAX：0547‒36‒4100

島田支店

〒370-2601
群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田479-3
TEL：0274-64-9400
FAX：0274-64-9401

下仁田支店

〒426‒0037
静岡県藤枝市青木2‒8‒28
TEL：054‒646‒2711
FAX：054‒646‒2715

ショールーム

東海ガス 個人情報保護ポリシー

東海ガス株式会社（以下「当社」といいます）は、お
客様の個人情報を慎重に取り扱うと共に、次の取り組
みを推進いたします。

第１条．安全対策
　当社は、個人情報につき外部からの不正なアクセス、
紛失・破壊・改ざん・漏えいなどへの危険防止に対す
る合理的かつ適切な安全対策を行ってまいります。ま
た、社員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、お客
様個人に関する情報を取り扱っている部門あるいは部
署単位で管理責任者を置き、その管理責任者は適切な
管理を行います。

第２条．利用目的
　お客様より取得する個人情報は、次の利用目的のた
めにのみ利用させていただきます。
⑴当社及びTOKAIグループ各社の各種商品の販売及
びサービスのご提供
⑵当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサー
ビス、キャンペーン、イベント等のご案内
⑶当社及びTOKAIグループ各社のご優待特典及び会
員サービス等のご案内やご提供
⑷当社及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサー
ビス等のお客様サポート
⑸当社及びTOKAIグループ各社のお客様からのご相
談・お問い合わせへの対応
⑹当社及びTOKAIグループ各社の新商品・新サー
ビスの提供を目的とした開発、並びに当社及び
TOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品
質改善等のための調査・分析
尚、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく
場合には、その都度、その利用目的を明確にし、お客
様から事前の同意をいただきます。

第３条．共同利用
⑴グループ間での共同利用
当社及びTOKAIグループ各社は、お客様から取得
する個人情報を以下のとおり共同利用させていただ
きます。尚、当社は、お客様からのお求めに応じて、
お客様の個人情報の共同利用を停止いたします。
ａ.当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及びTOKAIグルー
プ各社とします。
ｂ.利用目的
共同利用する目的は、第２条に記載した利用目的
と同じです。

ｃ.共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
❶氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等
のお客様の属性に関する情報
❷ご購入・ご契約時又はサービス提供の際に取得
するお客様やお客様のご家族に関するすべての
個人情報
❸キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客
様の個人情報、又は、その他お客様からいただ
いたすべての個人情報

ｄ.管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得し
た、それぞれの当社及びTOKAIグループ各社と
します。

⑵ガス事業における共同利用
当社は、平成29年４月１日のガス小売事業全面自
由化に伴い、新たな共同利用関係を開始することと
し、お客様から取得する個人情報を、ガス小売事業
者、一般ガス導管事業者との間で以下のとおり共同
利用させていただきます。
ａ.当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、お客様へのガス供給に
関わるガス小売事業者、一般ガス導管事業者とし
ます。
ｂ.利用目的
当社のガス供給サービスのご提供に関する下記の
目的。
❶託送供給契約の締結、変更又は解約のため
❷小売供給契約（最終保障供給に関する契約を含
む）の廃止取次及び供給者切替に伴う消費機器
等の保安に関する情報の提供のため。
❸供給地点に関する情報の確認のため
❹ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、
ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約
に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため
❺消費機器調査の結果の通知のため 
ｃ.共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
❶お客様基本情報：氏名・住所・電話番号・電子
メールアドレス及び小売供給契約の契約番号等
❷供給地点に関する情報：供給地点特定番号、計
器情報、負荷計測器有無、検針情報、供給圧力、
託送契約異動情報、建物情報等
❸供給地点における消費機器等の保安に関する情
報：小売事業者（最終保障供給の場合は一般ガス
導管事業者）が実施した消費機器の調査結果等

ｄ.管理責任者
❶お客様基本情報：お客様とガス供給契約を締結
するガス小売事業者（但し、最終保障供給の場
合は、供給地点を供給区域とする一般ガス導管
事業者）。
❷供給地点に関する情報：供給地点を供給区域と
する一般ガス導管事業者（一般ガス導管事業者
が行う特定ガス導管事業の供給地点を含む）
❸供給地点における消費機器等の保安に関する情
報：お客様とガス供給契約を締結するガス小売
事業者（但し、最終保障供給の場合は、供給地
点を供給区域とする一般ガス導管事業者）

第４条．第三者への提供
　当社は、お客様より取得した個人情報を適切に管理
し、第２条に記載した利用目的に基づく場合を除き、
正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切
いたしません。また、個人情報の利用目的を達成する
ために当社が業務を委託し、個人情報を当該業務委託
先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けて
おります。

第５条．開示等の求め
　お客様が、お客様の個人情報の開示を希望される場
合には、お申し出をされた方がお客様ご本人であるこ
とを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない
限り、合理的な期間内に開示に応じることといたしま
す。
　お客様が、お客様の個人情報の訂正・追加・削除・
利用停止等を希望される場合には、お申し出をされた
方がお客様ご本人であることを当社にて確認した上
で、お客様の個人情報について事実関係等を確認し、
適切な対応をいたします。
　尚、当社では、お客様からお電話で各種のお申し込
み、お問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円
滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさ
せていただくことがございます。

第６条．本ポリシーの改定
　お客様の個人情報の取り扱いにつきましては、従う
べき法令の変更などに合わせて、上記各項目の内容を
適宜見直し、改善してまいります。

以上

お客様の個人情報の開示を希望される場合の手続きにつきましては、
当社ホームページ（http://www.tokaigas.co.jp）でご確認いただくか、
または下記の当社各事業所にお問い合わせ下さい。
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fuwafuwaffle （ふわふわっふる）
定番から季節限定フレーバーまで、種類豊富に
取り揃えたワッフル専門店。その日の温度や湿度
によって、生地の焼き方や配分を変えるのは、いつ
でもふわふわなワッフルを楽しんでほしいから。
「今日はどれにしよう？」と悩む時間も、どこか
楽しい時間に。

◆ 住所：焼津市栄町2丁目3-15
◆ TEL : 080-2162-1084
◆ 営業時間：10:00～19:00（生地無くなり次第終了）
◆ 定休日：木曜日  ◆ 予算：平均1つ150円～180円 
◆ 席数：テーブル2席、カウンター2席（禁煙）
◆ 駐車場：商店街の停車帯をご利用下さい。
◆ URL : http://fuwafuwaffle.blogspot.com/
◆  MAP：　 M

雅正庵
賑わいを見せる店内は、学生からご年配の方まで
様々なお客様でいっぱい。静岡産の抹茶をふんだん
に使った和洋スイーツはどれも絶品。中でも不動
の人気を誇るのは、開店当時から愛される鞠福
パフェ。新メニューも次々に出るので、何度訪れて
も楽しめます。

◆ 住所：焼津市西小川6丁目5-1
◆ TEL: 054-620-7800  ◆ 営業時間:10:00～19:00 
（平　日）カフェ11:00～17:00（L.O.16:00）
（土日祝）カフェ11:00～18:00（L.O.17:00）
  ※ランチ14:00まで
◆ 席数：テーブル32席、テラス8席　◆ 定休日：無休
◆ 駐車場：18台　◆ URL : http://www.oyaizu.co.jp/
◆ 予算：平均 600～900円
◆ MAP：　 J

Cheese Pige （チーズピゲ）
すべてが手作りの素敵なクッキーチーズサンド
は、大切な人、自分へのプレゼントのために作ら
れました。「お客様の日常にHAPPYなひとときを
届けたい」と、チーズが好きな女性たちが始めた
チーズピゲは、店内から包装まで可愛らしさに
溢れています。ぜひ一度お試しあれ。

◆ 住所：焼津市西小川2丁目4-9
◆ TEL : 054-639-5518
◆ 営業時間：10:00～19:00（商品無くなり次第終了）
◆ 定休日：月曜日（祝日の場合、火曜休み）
◆ 予算：平均 320～480円/個   ◆ 駐車場：30台
◆ 席数：8席（店内テーブル2、テラス4名席+2名席）
◆ URL : http://cheesepige.jp
◆  MAP：　 L

あとりえMOMO
最高級のスイーツをお届け。使用するフルーツは、
日本各地から一番おいしい産地を厳選。原料に
は、安心安全の国内産小麦や焼津産鶏卵、高級低
水分バターを使用。バターの甘い香り漂う店内
で、ケーキを選ぶ幸せな時間。自分へのご褒美や、
大切な人のお祝いに。

◆ 住所：焼津市吉永1937-1
◆ TEL: 054-622-2262
◆ 営業時間：10:00～19:00
◆ 定休日：年中無休（臨時休業あり）
◆ 駐車場：5台
◆ URL : https://www.ateliermomo.com/
◆ 予算：平均 400円～
◆  MAP：　 K

（左）販売員
  柴田 ありささん

（右）店長
  柴田 絵美さん

店長
三輪 麻子さん

パティシエ
（左）山本 優奈さん （右）永田 菜津美さん

ワッフルのおばちゃん
青島 文乃さん

RECOMMEND RECOMMEND

雅正庵鞠福パフェ850円（税込） タルトケーキ8種（各400～600円）（税込） BBチーズ180円、カスタード160円、わらびもち180円（全て税込）クッキーチーズサンド10種（各320円～480円）（税込）

静岡抹茶ティラミス 
700円（税込）

RECOMMEND RECOMMEND

スイーツを味わいたいなら

07 08

（上）鮪と緑黄色野菜のピッツァ
2,280円（税別）

Mille fiori（ミルフィオーリ）
オレンジの屋根瓦に漆喰の壁、アンティーク調の家具など、イタリアらしい雰囲
気のミルフィオーリ。パスタや窯焼きのピッツァが気軽に楽しめるカジュアル
なコースや、こだわりの食材をふんだんに使用した、記念日におすすめのフル
コースも充実。手打ちパスタや、手作りのドルチェなどアラカルトも種類豊富。

洋食屋 じゃがいも（大井川店）
木の温かみ感じる店内は、ホッとする落ち着いた空間。当日に仕込んだ挽肉の
みを使用するハンバーグは、肉汁が溢れ出す豊かな味。自社栽培の採れたて
新鮮な野菜も自慢の逸品。ハンバーグの種類が豊富な洋食店。１つ１つ丁寧に
つくられた料理が楽しめます。

Buona Giornata（ボナ・ジョルナータ）
本格生パスタとクラフトビールが楽しめるイタリアン。おしゃれな雰囲気を保ちつつ、
気軽に食事ができる空間。創業20年有余。料理をたのしむオーナーが作るメニューは、
子どもから大人までみんなが笑顔になる味。気取らないお店は家族で、デートで、友達
同士で。

国産黒毛和牛ヒレ肉の
低温ロースト
4,300円（税別）

国産黒毛和牛ヒレ肉の
低温ロースト
4,300円（税別）

◆ 住所：焼津市八楠4-38-18
◆ TEL：054-626-5253
◆ 営業時間：11:30～15：00（L.O. 14:00）
　　　　　 17:30～22：00（L.O.  21:00）
◆ 席数：36席（カウンター4・テーブル22・個室最大10）   
◆ URL : http://ristorante-millefiori.com/
◆ 予算：昼 1,500円～ 夜 2,000円～
◆ MAP：　 A

◆ 定休日：水曜日
◆ 駐車場：17台

◆ 住所：焼津市塩津212-7
◆ TEL：054-620-2222
◆ 営業時間：ランチ　11:00～14:00（L.O.）
                ディナー 17:30～21:30（L.O.）
◆ 定休日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
◆ 席数：22席（カウンター4・テーブル18）

◆ 駐車場：7台
◆ 予算：ランチ   1,500円～
　　　  ディナー2,000円～
◆ URL : https://www.buona-g.com
◆  MAP：　 C

オーナー
村松 直哉さん

オーナー
鶴見 和宏さん

料理写真は
ハンバーグランチ
920円（税別）

料理写真は、
和牛ほほ肉と揚げ
ナスのアラビアータ
1,300円（税込）

店長
池田 直人さん
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◆ 席数：35席（テーブル28、個室１:７名）
◆ 定休日：火曜日　◆ 駐車場：10台
◆ 予算：平均ランチ1,000円
　　　　　ディナー1,500円～
◆  MAP：　 B◆ 住所：焼津市上新田603-2

◆ TEL：054-662-0848
◆ 営業時間：ランチ    11：00～14：30（L.O.14：00）
　　　　　 ディナー 17：00～22：00（L.O.21：30）
　　　　　 土日祝　 11：00～22：00（L.O.21：30）

デートで行くなら

01 02

徳川三代将軍家光公が静岡（駿府）に浅間神社を造営した際、
全国各地から集められた漆工や大工、指物師、彫刻師などの
多くが造営後も静岡（駿府）に定住しました。
明治時代以降、彼らの手により始まった家具造りは鏡台から
茶箪笥などの大型な物へと移り変わり、現在のような総合家具
産地へと発展しました。
弊社はそんな家具造りの地として伝統ある「静岡」に於いて長年
培われた技術をベースに、日本の生活スタイルに合う商品開発
を進めています。
時代が移り変わっても色あせることなくお使いいただける家具、
日本人としての感性と、実際の生活の中で初めて活かされる機
能性の両立した家具を造ることが弊社の使命だと考えています。

When Tokugawa Iemitsu, the third shogun of the 

Tokugawa dynasty ordered the construction of the 

Sengen Shrine, many Japanese lacquer craftsmen, 

carpenters, furniture makers, and engravers, who 

were recruited from all over Japan for the project, 

settled down in Shizuoka prefecture (called ‘Sunpu’ at 

that time ) even after the shrine was completed.

After the Meiji era, the furniture-making profession 

established by these craftsmen and their descendants 

shifted from smaller furniture such as dressers to 

larger items such as cupboards. Today, Shizuoka 

prefecture has developed into one of the largest 

wide-ranging furniture-manufacturing areas in Japan. 

Matsunaga Furniture has been engaged in developing 

a rich variety of products that complement the 

Japanese lifestyle based on the techniques that we 

have acquired and nurtured over a long period of time 

in ‘Shizuoka,’ a region steeped in the tradition of 

furniture making. 

We consider it our mission to manufacture furniture 

that can be used over the ages without losing their 

appeal even with the changes in time and can serve 

both Japanese sensitivity and total functionality in 

actual day-to-day living.

Matsunaga Furniture
藤枝市にある弊社工場において、各担当による材料選別・加工・
工程管理・検品を行っております。
各商品・各パーツごとに仕入の段階から行われる厳しい材料
選択。手加工のみならず大型機械を使用し長年の経験に基づ
いた加工技術。加工部・塗装部・組み立て包装部にわたり各部
ごとに行われる厳しい検品。
全てはお客様に安心して商品をお使い頂けるよう製造段階から
包装段階まで細心の注意をはらっております。

Specially trained responsible personnel perform 

material selection, manufacturing, process control, 

and �nished product inspection at the Matsunaga 

Furniture factory in Fujieda City.

We select the stock materials used for each product 

and each part very meticulously. Our manufacturing 

techniques are based on  long experience in making 

hand-tooled  furniture as well as ueing heavy-duty 

machines. We also perform exhaustive quality 

inspections of our products at each stage from 

manufactur ing  and coat ing  to  assembly  and 

packaging.

We exercise utmost caution in our work from the 

manufacturing stage to the packaging stage so that 

our customers can use our products with the greatest 

ease and comfort.

Made In Japan

NO STYLE STANDARD

www.matsunagakagu.co.jp

photo :ギャラリーシェルフ：WN photo :ギャラリーシェルフ：WH

photo :スライドキャビネットWH（組み立て：右）+ギャラリーシェルフＷN
　　　 （写真の間口2700㎜　高さ1180㎜）

補助脚使用時

photo :スライドキャビネットＷＮ（組み立て：左）+ギャラリーシェルフＷN
　　　 （写真の間口2700㎜　高さ1180㎜）

photo :スライドキャビネットWN（組み立て：左）　（写真の間口2400mm）

photo :スライドキャビネットWH（組み立て：右）　（写真の間口2400mm）

エディス
スライドキャビネット
（ーWN・ーWH）
w1800～3400-d400-h450（ｈ180）
¥180,000（税抜き）
※赤外線リモコンリピーター付属（P37参照）
詳細/P60-Ⓒ

エディス
ギャラリーシェルフ
（ーWN・ーWH）
w700-d330-h1000
¥102,000（税抜き）
詳細/P60-Ⓓ

引出し 扉内部
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※素材表記についてはP6をご参照下さい。※素材表記についてはP6をご参照下さい。

photo :スライドキャビネットWH（組み立て：右）+ギャラリーシェルフ：WH

間口を2700㎜以上に広げる場合、ある
いは部屋のコーナーにL字に並べる場
合は必ず写真のように補助脚（付属品）
を上の箱の中心に来るように置いてご
使用ください。

赤外線リモコンリピーター本体
※赤外線リモコンリピーター使用例（P37参照）


