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井蛙の見

井戸の中に住み、
外に出たことがない
蛙ほどの見識のこと。
極めて狭い世界観の意。
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優秀賞を受賞！

お世話になっております。イソップ企画(ナンバ

ホームページ・Webサイトの
企画・制作承ります！

辰 まだ間に合います！
年の年賀状印刷、

会社用の年賀状印刷 お任せください！

Webに関するテクノロジー、
デザイン、
システム

毎年のお悩み解消します
● 年末、時間がない！ 暇がない！

制作実例

● オリジナルな年賀状を作りたい！

去る12月1日、大阪府印

プラザビル９F）の永井です。

● 今年は、
オシャレな年賀状が作りたい！

刷工業組合の広報誌『大阪

前号のプレ創刊号（0号）
から早くも2週間が経ち

の印刷』
リニューアルに伴う

ました。師走とはよくいったもので、本当に
「あっ」
と

新ネーミング（タイトル）の

いう間でしたね。
それはさておき、
プレ創刊号を手に

公募に、弊社コピーライター

とっていただいた皆様方から軒並み高評価を頂戴し、

のネーミングが入賞しました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

他社と差をつけるオリジナルな年賀状に仕上げます。
イソップ企画 企画制作室

コピーライター

山村

http://ja-jp.facebook.com/
koichi.yamamura

惜しくも最 優 秀 賞に手は届きませんでしたが、

さあ、
本紙がいわゆる創刊号となります。
月に一度、

次点の優秀賞を受賞。本人曰く、
「ひと足早いクリス

弊紙ならではの役に立つ情報を皆様にお伝えし、

マスプレゼントをいただいて驚いています。
こんな

ステキな関係を構築できれば幸いです。

感じで来春の宣伝会議賞も獲れるといいなぁ」…と、

来年も、何卒よろしくお願い申し上げます。

成功
する

インテグレートに柔軟に対応いたします。

広報誌の新ネーミングの公募で

創刊のご挨拶

topics

Webサイトの企画作成では、予め明確な目標とロード
マップの打ち立て、達成するための戦略を具体化し、
サイト
開発を進めていきます。
また、運用開始後も現状の分析と効果測定を行い、

※今年（卯年）大好評だった年賀状デザインの一例です。

イソップ企画にお任せください。

長期的な支援を致します。

この冬のイチオシ！ 販促・ノベルティグッズ

早くも調子にのった軽口を叩いています。

「節電・エコ暖」

今年のキーワードは

忘年会で失敗しない秘訣
飲酒の嵐から己のカラダを守るためには、
いろいろと備えておくことも大切です。

有名ですね。
あとは、肝臓にいいタウリンとシステインを含む食べ物を優先的に口に入れる
ようにしてはいかがでしょう。
タウリンならイカ、
タコ、
カキ、
ホタテなどの貝類、
システイン
なら枝豆やゴマがオススメです。
そして、近年大活躍中の
「ウコン」
も忘れてはいけません。

着られるブランケット

ハート型湯たんぽ

前向きでも後ろ向きでも着られる
アイデアブランケット！

ハート型がとってもかわいい
ラブリーな湯たんぽ

他にもたくさんの商品があります。下記にアクセスしてごらんください。

http://aesop.shop-pro.jp

イショップ

含まれるクルクミンが肝臓機能を強化し、健胃作用を促してくれます。

ま ご の
手
の ゴ マ

その②

お金持ちなトイレの神様

とてもキレイな女神さまでしたが、仏教ではとても怖い顔をした
男（？）の神様なんです。
その名も
「烏枢沙摩明王（うすさまみょ
うおう」。
ほら、
いかにもでしょ。実はこの神様、金銀財宝をたくさ

師走に突入し、2011年もいよいよ残りわずか。
そして、
その

ん担いでおうちにお越しになるせいで大変歩みが遅く、
ようやく

ゴールの手前に待ち構えるのが毎年恒例の「大掃除」
です。

たどり着いたときには、応接間や玄関、寝室など、居心地の良

掃除といえば、昨年の紅白歌合戦に出場した植村花菜さんの

さそうなところを先に着いた他の神様にとられてしまい、
いつも

『トイレの神様』。
トイレ掃除を背景に、亡き祖母との思い出を唄

最後に残されたトイレに坐すことになるんだとか。
トイレ掃除を

い、大きな感動を呼びました。
その詞に登場するトイレの神様は

毎日すると金運が上がるといわれるのはそのせいなんです。

（AESOP）

カイロポケット付きであたたか！
とってもかわいい
ネックウォーマー

お誘いがかかることも少なくありません。
とはいえ、仕事納めへ近づくにつれ激しさを増す

膜で胃壁を覆うことから、飲む前に摂取するとアルコールが吸収されにくくなる
「牛乳」
は

「イショップ」

くびもと
ぽっかぽか
アニマル

さあ、
忘年会シーズン真っただ中です。
営業の方であれば、
お世話になった様々な方面から

ともかく酔いにくく

販促支援サイト

編集後記

今月の担当：西本

あっという間に12月になってしまいました(>̲<)▼この時
期、楽しみにしているは大阪中ノ島で開催される
「OSAKA
光のルネサンス 2011」
（ 12/14〜）。今年で９年目になる
そうです▼寒い夜に光のイルミネーションが心をHOT
（ホッと）
してくれますよ♪ もちろん、エコに配慮してLED
電球を使用しているとか▼まだ、行かれたことのない方！
今年はぜひ行ってみてくださいね！

検索

カタログ（無料）
も
ご用意しています！
！
お気軽に☎ください！
！

お問い合わせ・質問大歓迎です。
お気軽にお電話ください。

TEL
FAX

『まごの手プレス』
へのご感想も
お待ちしております♪

06-6632-0234
06-6632-0232

E-mail info@aesopnet.co.jp
永井
URL http://www.aesopnet.co.jp/ イソップ企画 検 索

株式会社 イソップ企画
〒556-0016 大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル9F
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