
お問い合わせいただ
いたお客様には、

弊社特製の

フォントスケール下敷
き（Ｑ数表）と

フォント見本帳を

無料贈呈中!!

学会誌制作
まるごと全部

お引き受けします！

詳細は開封してご覧
ください今なら特別

価格でご提
供中!!



一部抜きチェック

発送手配

WEB制作

会員名簿の作成

別刷り作成

広告手配

献本発送

見本誌送付

学会誌制作だけでも
これだけの業務があるのに、
通常の学会事務や総会などの
大会準備・各種手配まで

すべてこなすのは大変ですよね

学会事務局の皆さま、

限られた時間・人数で
アレもコレもできない……

進捗状況確認

原稿整理

用字用語・文献の確認

レイアウト・表組・図表の指定

表記の統一

編集委員会の準備

投稿者への応対

議事内容の記録

論文の受付・保管・連絡業務

関連取材

座談会の依頼・準備

テープ起こし

審査結果の通知

編集委員との連携

執筆依頼

査読依頼・進行管理

面付確認

用紙手配

英文校閲手配

台割作成

印刷所への手配

目次制作

進行管理

校正ゲラの赤字修正確認

著者校正の送付

と、頭
を悩ませていませんか?



編集事務局代行
原稿受付業務
査読依頼

審査状況の管理

編集制作業務

組版・デザイン業務

印刷・製本業務

発送業務
WEB制作

編集事務局の代行
論文の受付・保管
編集委員会への査読依頼
進行管理
原稿整理

用字用語・文献の統一
本文組版
トレース・表組み制作
画像補整・加工
著者校正の送付

広告入稿管理
台割作成
印刷・製本業務
別刷り作成
最終データのPDF納品

おまかせしたいものを選ぶなら、例えば……
学会誌制作こだわりコース

そんなお悩み、
永和印刷は解決します!!

学会誌の制作のすべてをお引き受けします

コスト削減
！

時間短縮！

業務効率
UP！

人材有効活
用！

著者

著者

著者

編集委員編集委員

編集事務局の代行
論文の受付・保管
編集委員会への査読依頼
進行管理
原稿整理

用字用語・文献の統一
本文組版
トレース・表組み制作
画像補整・加工
著者校正の送付

広告入稿管理
台割作成
印刷・製本業務
別刷り作成
最終データのPDF納品

すべての作業をおまかせしたいなら……
学会誌制作まるごとパック

まとめておまかせいただくことで、
従来よりも大幅な時間短縮・コストの削減が実現します!!

永和印刷学会事務局

学会誌制作を委託



※学会事務局様により業務事情が異なりますので、上記の内容でも別途費用が発生する場合がございます。
※上記には郵送等にかかる通信費は含まれておりません（別途実費ご請求）。
※用紙の銘柄は弊社常備品となります。上記以外の用紙をご使用される場合はオプションになります｡

パック内容

原稿受付業務

● 投稿者への応対

● 論文の受付・保管・連絡業務

● 査読依頼・審査状況の管理

● 審査結果の通知

● 執筆依頼・進捗状況確認

編集制作業務

● 原稿整理・レイアウトの指定
● 刊行までの進行管理
● 用字用語・表記の統一
● 文献表記の統一
● 著者校正の送付

DTP組版・校正

● 本文組版
● トレース・表組み制作
● 画像補正・加工
● 赤字修正の確認
● 索引制作
● 表紙・目次制作

印刷関連業務

● 広告入稿管理
● 台割作成
● 面付け校正
● デジタル検版
● 刷版
● 印刷
● 並製本
● 最終データのPDF納品
● 別刷り作成（50部まで）
● 校了データ保管（5年）

用紙代

● 本文　コート（四六判73kg/55kg）
　　　　上　質（四六判73kg/55kg）
● 表紙　コート（四六判180kgまで）
　　　　色上質（特厚口まで）

一括納品の運賃
東京都（離島は除く）
埼玉県、千葉県、神奈川県の一部地域

● 原稿受付業務
　投稿者への応対、論文の受付・保管・連
絡業務、査読依頼・審査状況の管理、審
査結果の通知、執筆依頼・進捗状況確認

● 編集制作業務
　原稿整理・レイアウトの指定、刊行まで
の進行管理、用字用語・文献等の表記の
統一、著者校正の送付

● DTP組版・校正
　本文組版、トレース・表組み制作、画像

補正・加工、赤字修正の確認、索引制
作、表紙・目次制作

● 印刷関連業務
　広告入稿管理、台割作成、面付け校正、
デジタル検版、刷版、印刷、並製本、最
終データの PDF 納品、別刷り作成（50
部まで）、校了データ保管（5年）

● 用紙代
● 発送業務
　会員個別メール便など発送対応

おまかせ内容を選びたい学会事務局様向けプラン

編 集

受付
業務

学会誌制作

まるごと
パック

すべておまかせしたい学会事務局様向けプラン

印刷・製本

ぜ～んぶ おまかせ

例えば「原稿整理から一括納品まで」、「原稿受付業務は事務局で行い、原稿整理と組版から
個別メール便発送までお願いしたい」といったご要望に合わせてお引き受けいたします。

右のメニュ
ーの中から

ご自由にお
選びくださ

い

学会誌制作

こだわり
コース



掲載画像がイメージよりも暗くくすんでし
まってがっかりしたことはありませんか？　
永和印刷では病理写真・内視鏡写真・X 線
写真などを専用ソフトと熟練オペレーターが
補整します。

印刷会社の編集なんて所詮一般的な用字用語
の統一くらいでたいしたことがない？　いえ
いえ、永和印刷の編集スタッフは医学専門用
語や内容にまで対応できます。同時に校正ソ
フトも駆使し、より正確な編集をご提供しま
す。デジタル校正もおまかせください。

校正ゲラは、編集・DTP・校正・営業担当が
繰り返しチェックするので、完成度の高さが
大好評です。

赤字が修正されていないまま本が完成した
ことや、赤字以外の部分が変わってしまった
ことはありませんか？　永和印刷はデジタル
検版ソフトと担当者のアナログ検版のダブル
チェックで事故を徹底的に防止します。

四六全 2 色両面機と菊全 4 色機で、熟練
オペレーターが医療系写真を忠実に再現しま
す。B5判1色・2色刷りの場合、一気に両面
32頁を印刷いたします。

営業担当が直接ご訪問し、入稿から納品まで
徹底的にサポートすることをお約束します。

専用ソフトによる

画像補整力!!

熟練編集スタッフと校正ソフトによる

正確な編集力!!

編集・DTP・校正・営業担当による

四重のチェック!!

デジタル・アナログのダブル検版なので

安心・確実!!

校了紙を忠実に再現する印刷機と熟練の

印刷オペレーター !!

お客様との信頼関係を大事にする

お客様第一主義!!

いいえ !!          
医療系書籍専門の永

和印刷は

他社とココが違います !!

印刷会社なんて
どこも同じ?!

※上記についてはパック内容には含まれませんが、別途費用にて対応が可能ですので、
　お気軽にご相談ください。

オプション　「まるごとパック」に含まれないもの
● 座談会の依頼・準備・テープ起こしなど
● 2色印刷、カラー印刷
● 英文のネイティブチェック
● WEB制作（ホームページの更新、新規ページの追加）
● バックナンバーのデジタル化（冊子体しか残っていない場合はスキャン対応）
● 会員個別発送（メール便など）
● 会員名簿作成
● 封筒・はがき・パンフレット等の印刷
● 献本・見本誌発送
● 少部数の追加印刷（オンデマンド印刷）
● 有料別刷り（50部以上）の作成
● イラストの描き起こし
● 表紙や組版デザイン（リニューアルの場合）
● テキスト入力
● スキャニング
● 色校正やデジタルコンセンサスでの出力
● パック内容に含まれない用紙での印刷
● 索引用語の選択

168 （消費税込）

万円～

特別価格

（Ｂ5/96頁 /1色 /2,000部の場合）

E-mail　gakkai@eiwa-p.com
T E L　03-3813-5001
F A X　03-3813-5005

お問い合わせ先

お問い合わせいただいたお客様には、

弊社特製の

フォントスケール下敷き（Ｑ数表）と
フォント見本帳を
もれなくプレゼント!!

ひさなが こ ざい

（担当 久永・小材）

すぐにお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。



Q&A
よくあるご質問

年間の発行回数に合わせてスケジュールを調整し、
発行を遅らせることなく、スムーズな進行管理をお
約束いたします。また、特集など執筆依頼が必要な
場合は、進捗管理を含め、執筆依頼状の作成から発
行まで、掲載号に間に合うようスケジュールを調整
いたします。

発行スケジュールの管理はおまかせできます
か？Q

A

弊社の編集スタッフは、医師、コメディカル問わ
ず、消化器系、精神系、生活習慣病系、アレルギー
疾患系といった医療系書籍・雑誌の制作に広く携
わっておりますので、安心しておまかせください。
また、執筆者のご所属確認をはじめ、分野や学会特
有の表記などの統一についてもご希望に合わせて対
応いたします。さらに、校正ソフトによるチェック
も行いますので、正確さとスピードでもご満足いた
だいております。

医療系の編集スキルに問題はありませんか？Q

A

弊社は 2013 年に創業 60 年を迎えました。特に
医療系書籍・雑誌の写真の品質、編集・組版の精度
では高い評価をいただいております。品質向上 9
箇条（別紙の弊社パンフレットをご参照ください）
のもとに、編集、DTP、印刷で何度もチェックを
するワークフローを構築し、お客様にご満足いただ
けることを第一にと考えております。

組版・印刷の品質に問題はないでしょうか？Q

A

従来のコストについては、お客様によって異なりま
すが、これまで業者変更などを検討されたことがな
い場合は、まずは弊社にお見積りをご依頼くださ
い。編集業務からお引き受けすることによる全体の
コスト削減効果もありますし、学会事務局の担当者
様の作業時間短縮や外部委託で発生した費用（外注
費）の削減効果といったメリットが考えられます。

コストはどれくらい削減できますか？Q

A

喜んでお引き受けいたします。ご希望に合わせた
フォーマットでデータ納品いたします。

オンラインジャーナルのみの制作にも対応して
くれますか？Q

A

表記については、投稿規定をもとに整理させていた
だきます。不明点については、入稿データをもと
に、PubMed・医中誌などを中心に検索し、著者
校正時にご提示させていただきます。

文献のチェックはしてくれますか？Q

A

喜んでお引き受けいたします。編集スタッフが出席
することで、より確実かつスムーズな作業・進行管
理につながると考えておりますので、ご検討くださ
い。資料や議事録の作成もお手伝いいたします。

編集委員会の出席なども対応できますか？Q

A

郵送はもちろん、メール（PDF 添付）でも対応可
能です。MS Word の校正機能を利用した原稿整理
にも対応しておりますので、原稿の修正部分をわか
りやすく提示することが可能で、ご好評をいただい
ております。また、ご希望に合わせて各種ご依頼文
も弊社で作成し、送付させていただきます。

執筆者・査読者とのやりとりは郵送になります
か？Q

A

医療系書籍・雑誌の経験豊富なスタッフがそろって
いますので、大まかなイメージや参考となる図をご
提示いただければ、ご希望の形でリライトさせてい
ただきます。組版デザインや装丁などについてもご
相談ください。

図表のリライトやデザインなども可能ですか？Q

A



事前にお申し出いただければ、社内の校正スペース
をご提供いたします。また、印刷の刷りだしの立ち
会いも歓迎いたします。

出張校正・印刷の刷りだしの立ち会いは可能で
すか？Q

A

可能です。会員様へのメール便・第 3 種郵便による
送付にも対応いたします。学会事務局への納品だけ
ではなく、委託倉庫や発送業者への納品も可能です
のでご相談ください。

会員への個別発送なども依頼できますか？Q

A

詳しくは別紙の会社案内をご参照ください。DTP
では、Adobe CS6 にも対応しています。印刷機
は四六全 2 色両面機と菊全 4 色機で多様な印刷物
に対応可能です。

会社概要や所有設備について教えてください。Q

A

お客様のご要望に合わせた形式で対応させていただ
きます。まるごとパックには各論文の最終 PDF 納
品まで含まれておりますし、バックナンバーの電子
化についても、スキャン対応などが可能です（別途
費用がかかります）。

電子化への対応は可能ですか？Q

A

オプションとして対応させていただきますので、ご
相談ください。

英文のネイティブチェックについては対応可能
でしょうか？Q

A

既製品への刷り込みの他に定形外や窓付など特殊な
形にも対応いたします。Excel データをご提供い
ただければ宛名ラベルの印刷もお引き受けいたしま
すのでご相談ください。

発送のための封筒の製作や宛名ラベルの作成も
可能ですか？Q

A

投稿規定や校正等に関するお問い合わせについては
丁寧に応対させていただきます。また、投稿原稿の
受付や審査結果の通知を弊社からご連絡することも
可能です。なお、審査に関する内容や掲載の可否に
ついては、編集委員会からの通達がない限り、お答
えいたしませんので、ご安心ください。

投稿者の問い合わせに応じてくれますか？Q

A

お預かりした原稿は、掲載後６カ月まで保管いたし
ます。その後は、審査の結果不掲載となった論文を
含め、ご返却または個人情報等がもれないよう、弊
社で責任を持って廃棄させていただきます。

投稿原稿は保管してくれますか？Q

A

可能です。既存データをご提供いただき、お客様の
運営状況に合わせた名簿の作成をご提案させていた
だきます。

会員名簿の整理、印刷への対応は可能でしょう
か？Q

A

既存サイトを利用する場合、お客様の契約状況によ
りますので、まずはご相談ください。新規制作・保
守・更新についても対応いたします。

ホームページの保守、更新も引き受けてもらえ
ますか？Q

A

広告代理店をご利用の場合、代理店からの入稿・弊
社からの代理店への出校作業をお引き受けいたしま
す。学会事務局で直接クライアントに対応している
場合については、ご相談ください。

広告の手配もおまかせできますか？Q

A

オプションとなりますが、日程調整をはじめ、会場、
カメラマン、速記者の手配もおまかせください。

座談会などの手配・取材・テープ起こしに対応
できますか？Q

A

上記以外のご質問やより詳しいご説明が必要の場合は、お気軽に
お問い合わせください。弊社担当者よりご連絡させていただきます。



創業60年を迎えた永和印刷の会社案内と
お客様の満足を第一とする品質管理については
同封の資料をご覧ください。

〒112-0005　東京都文京区水道2-4-23
E-mail　gakkai@eiwa-p.com
ＴＥＬ　03-3813-5001
ＦＡＸ　03-3813-5005

（同封の FAXお問い合わせ・お見積り依頼ご送信用紙をご利用ください）

ＵＲＬ　http://www.eiwa-p.com/gakkai/
（学会誌制作　お問い合わせ専用フォームをご利用ください）

お問い合わせ・お見積りのご依頼は、E-mail、TEL、FAX、URLよりお願いいたします。
同封のFAX用紙とホームページのお問い合わせ専用フォームが便利です。

ひさなが こ ざい

（担当 久永・小材）


