バリアブル印刷用 高速組版システム

【フォームマジック4】

お客様お一人のために、高品質印刷物を1部ずつ。
One To One 顧客サービスの夢を実現するバリアブル印刷ソフト。

〒243‐0025 神奈川県厚木市上落合463‐3
Tel.046-228-2255 / Fax.046-228-4401
株式会社

株式会社
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安心して利用いただける
サービスを…モットーに！

作
行・制
発

2011年を迎えて
アイコー・アイコー神奈川

湖 山 和 英

います（税制優遇の恩恵でしょう

商 品がヒットした一年 だったと思

す。それを反映するようにＥＣＯ

代表取締役
新年明けましておめでとうござ
平素より皆様には格別のお引き

います。

策 商品（ＥＣＯ商品・カーボンオ

が）また今後、このような環境対

フセット 商 品・リ サ イ クル 商 品・

つきましては毎年恒例の大展示

いただける努力をし続け…」を合

社 東京都千代田区三崎町2-4-1
〒101_0061 † 03(3514)1034

本

立て を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま
昨年、日本は決断の質をより迫

が増えていくでしょうし、消費者

グリーン商品・脱化石燃料商品等）

す。
られた年だったような気がします。

のでしょうか？

ニーズも 向かっていくのではない

トヨタのリコール問題から始まり、
沖縄の基地問題、尖閣諸島問題や

思います。ぜひ皆様も心がけして

る環境を悪くしたい人はいないと

自分の住んでい
北朝鮮への対応など、日本国内だ
けではなく世界からも注目されて

私共アイコーグループとしても

みてはいかがでしょうか？

いる問題にどのように対処しベス
トの答えを導き出すか、真価が問

環境対策商品をより一層ご紹介し

われたような気がします。特に東
アジア諸国との問題はデリケート

利は当たり 前になってきています

て行きたいと思います。安くて便
緯や今の状況を考えると難しい問

商品紹介をして行きたいと考えて

が、も う一歩踏み込んでの提 案や

な部分が多分にあり、今までの経

誇れる答えを今後出して欲しいも

談事がございましたら弊社へご連

おりますので皆様のご希望やご相

題だと思われますが日本人として
のです。このような諸問題が出て

会を二月三日㈭～四日㈮に厚木市

絡頂けますようお願い申し上げま
の礎はあそこから始まったのだと

文 化 会 館 に おいて 開 催 致 し ま す。

ていて、当 時の日 本 人の 行 動 力・

いる中、ＮＨＫの『 竜馬 伝 』を見

思いました。現代は情報が溢れて・

どうぞ皆様お誘い合せの上ご来場

す。

すべてが複雑化していて、当時と

下さることをお待ちしております。

決断力に改めて感服し、近代日本

幕末の志士のように皆がより良い

い言 葉に、社 員一丸 となってまい

念にあります「お客様に満足して

私共アイコーグループも経営理

の比較には難しいとは思いますが、
世の中に向けて信念を込めて行動
する……混沌とした世の中だから
私共のアイコーグループでも昨

こそぜひ見習って行きたいです。
年も大変厳しい状況下でありまし

ります。

の発展と御健康を、そしてご多幸

最後になりましたが皆様の企業

たが皆様のご協力によりまして無
事過ごす事が出来ました。本当に

うぞ本年もご指導・ご鞭撻の程よ

を心よりお祈り申し上げます。ど

ありがとうございした。
記録的な猛暑や今まで経験した

ろしくお願い申し上げます。

事のない集中豪雨など本当に地球
が悲鳴をあげている気がしていま

¥698,000 (税別）

本体標準価格 ¥328,000 (税別） 本体標準価格
専用スタンド（オプション）¥50,000 (税別） スタンド（標準）

横浜営業部
〒221‑0825 横浜市神奈川区反町4 ‑ 37 ‑ 3
日伸ビル横浜反町２F
TEL 045‑324‑1349 FAX 045‑324‑3326

プロフェッショナルの高い要求に応える
クオリティとスピード。
キヤノン独自の先進技術が、
大判プリンタの可能性を広げる。

世界最速オフィスプリンターで、
ビジネスにスピードを。

このDMは、Form Magic4を使用して作成しました。

〒221‐0841 神奈川県横浜市神奈川区松本町5‐36‐10
Tel.045-323-3534 / Fax.045-323-3524

株式会社 ア イ コ ー

プリンターの新領域をひらく

豊かな色彩表現を可能にする、12色顔料インク

環境負荷も製版コストも最小に
インクジェット・プレートセッタ
A3Wから菊半サイズまで対応

アイコーだより
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第39回印刷 ＆ＯＡ機器フェアー
◆富士フィルムグラフィックシステムズ株式会社・
株式会社ムサシ◆
カラーオンデマンド 700 Digital Color Press
POD印刷物専用 多目的光沢加工機 DC−10
名刺・葉書プリンター MP−300， MP−2100
菊四裁対応プレートセッター Kimosetter 410
3Ｄプリンター+3Ｄカメラ
バリアブル印刷用ソフト Form Magic4
am10:00〜pm7:00 am9:00〜pm6:00
電子看板 デジタルサイネージ 美映エル
◆メディアコンフォート株式会社◆
エレファックス ＬＰ620Xe
インクジェット
・プレートセッター iJESTA JP−1R
地下 大 展 示 場 B 2 F
きりっ子 ＭＣ−01， ミニ
宛名プリンター DA70S
マスターマインド フィルムプリンター
◆ダイヤミック株式会社◆
フレキシブルCTP−SDP Eco1630mono(ダミー）
サーマルディジプレター TDP−459
キャノン複合機
◆株式会社ホリゾン東テクノ◆
自動丁合機エアーロータ給紙タイプ VAC−100
中綴じ折製本機 SPF−200A
小口断裁機 FC−200A
四六判半裁全自動クロス折機 AFC−566FKT
自動紙折機 PF−40
コンピュータ制御 全油圧断裁機 APC−61Ⅱ
無線綴機 BQ−270C
すじ押機 CRS−36
◆リョービイマジクス株式会社◆
2色用A3判縦通しオフセット印刷機 3302CA
◆理想科学工業株式会社◆
両面＆2色用デジタル印刷機 RISOGRAPH MD6650W
高速カラープリンター ORPHIS X9050+フィニッシャー
◆コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社◆
デジタル印刷システム bizhub PRESS C6000
◆株式会社メディアテクノロジージャパン◆
イトー
至相模原
AVANAS MultiStudio Oﬃce Package
ヨーカ堂
県厚木南
ワークフローRIP TrueFlow
合同庁舎
◆株式会社ウチダテクノ◆
木駅
本厚
会場
厚木郵便局
紙枚数計数機 カウントロン2200， カウントロンAT
デニーズ
急線
帯掛機 テーピットWⅡ+スタンドアローン
小田
ベルトサクション式エアー給紙紙折機 F-2500
厚木環状1号線
紙揃機イオンジョガー IJ-3A
至伊勢原
至小田原
◆三菱重工印刷紙工機械販売株式会社◆
厚木
東名高速道路
ＩＣ
オフセット印刷機 ダイヤモンド
（パネル展示）

2 月 3 日・4 日

厚木市文化会館

出品予定機種

ＯＡ

印刷

至平塚

厚木市恩名1-9-20 †046-225-2588
＊赤太丸G文字は新製品です。
※都合により、出品機種の変更もございますのでご了承下さい。

至新宿

Ｒ２４６・１２９

旧
Ｒ
２４
６
東京電力
厚木営業所

小田原厚木道路

◆キヤノンマーケティングジャパン株式会社◆
大判インクジェットプリンター imagePROGRAF IPF−655
カラー複合機 ImageRUNNER ADANCE C5051F
◆シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社◆
液晶テレビ アクオス クアトロン３D LC46LV3
液晶テレビ アクオス クアトロン LC52LX3
Blue−lay レコーダー BDHDW65
◆パナソニックCCソリューションズ株式会社◆
ひかり電話対応ビジネスホン La Rulier
ネットワークカメラ BB−HCM715
◆エプソン販売株式会社◆
ホワイトインク軟包装プルーフ PX−W8000
PS対応カラーページプリンター LP−S9000PS
◆富士ゼロックス神奈川株式会社◆
DocuColor 5151P+Server U
DocuColor 1450GA
DocuCentre−IV C2270 PFS
リング製本機 E Karo40
◆株式会社沖電気カスタマアドテック◆
PS対応プリンター MICROLINE Pro 930PS−X
A3カラープリンター C810dn コアフィード
◆日本オフィスラミネーター株式会社◆
ロール式ラミネーター RSL−382S
小型熱圧着ハガキラミパウチ機 ハガメールシーラー
◆株式会社山櫻◆
ホログラム金箔対応CardMate Digica rev.5
インクジェットプリンター YJ−G650
インターテクノ PROSCUT（名刺カッター）
◆ミマキエンジニアリング◆
UV硬化インクジェットプリンター UJF3042
◆長野日本無線株式会社◆
NameLiner 880Pro， 760Neo， 1018elio
A3ワイドオートカッター CT650Exa
◆株式会社フジ医療器◆
マッサージチェアー SKS−4500
◆ダイワボウ情報システム◆
NEC 3Dプロジェクタ NP216J−3D
WiMax
Acer PC デスクトップ， ノート
◆桜井 株式会社◆
カラーIDカードプリンター グラシスID−150
◆株式会社ティオ◆
OILバーディー
◆株式会社 ユニバーサルレーザーシステムズ◆
レーザー彫刻機 VLS−2.30
◆三協エアテック株式会社◆
移動式高度清浄加湿機 SAT−22MK
◆株式会社アイコー◆
カシオ NSシリーズ

さまざな業界で活躍中の
ウチダ テーピットW II帯掛機

紙テープもフィルムテープも
これ１台でＯＫです

〒144‑0033 東京都大田区東糀谷四丁目6番32号
TEL. 03-3744-2950 FAX. 03-3744-2963

東京都荒川区西尾久4_25_3
TEL 03
（5901）
2171

ワイドフォーマットUVインクジェットプリントシステム
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カシオ NSシリーズ登場！
！

オフィスや店舗・工場が狙われています！
！

自主機械警備システム

STEP3

保証と補償

高品質商品による保証、
安心の保証制度。

侵入を未然に防ぐための
『抑止』。
被害を最小限に抑えるための
『威嚇・撃退』、
建物の中に入らせる前に撃退する
『外周警備』
に重点を置いています。
そして、
万が一の時の
『保証と補償』。

①目

まもり

音と光で威嚇・撃退！

警備中

抑止（予防） 威嚇・撃退

「入らせない」
が基本

侵 入 防 止４原 則

STEP1 STEP2

犯罪防止４原則を守っている建物は︑侵入犯が
﹁侵入しにくい﹂と判断し︑侵入をあきらめます︒

「侵入されたらどうするか？」
よりも
「侵入されないためにどうするか？」
に重
点をおき、
侵入されにくい環境、
犯罪対象からはずさせる環境作りのお手
伝いを心がけております。
『 狙わせない』
『 侵入させない』
それが自主機械警備システムの基本理念です。

せめ

セキュリティの最も進んだカタチ
セキュリティの最も進んだカタチ

攻撃 る守備︒

ご心配なく、
セキュリティハウスにお任せ下さい。
セキュリティハウスは日本最大の防犯・防災・防護のプロ集団です。

警報音等の
大きな音を
嫌がる。

③光

明るく
照らされる
のを嫌がる。

④ 時間

侵入に 5 分以上
かかるのを
嫌がる。

スキルレスで１台３種の高付加価値を提供！！
多目的光沢加工機

ドライコート、トナー光沢、金箔加工などの光沢加工を 1 台で処理します。
ドライコート加工

Dry Coat

透明リボンで用紙全面に透明インクを転写
仕上げ断裁不要、裏セパ不要な新しい光沢加工
トナー光沢加工

Powered by DELL Windows® 7 搭載

Powered by DELL Windows® 7 搭載

画面タッチの直感操作と、独自の業務
アプリケーションを融合。使いやすさ
を追求したビジネスコンセプトPC。

幅広いシーンで活用できる、即戦力
としてのビジネスツールへ。

◎ご商売を支えるカシオアプリケーション

基幹業務支援や販売促進支援をはじめ、
カシオ独自のアプリケー
ションで中小企業のビジネスを応援します。
基幹業務
支援

EX・EX-Slimシリーズ
CR販売管理
SR会計・給与・書式など

カシオOﬃceWEBサービス

販売促進
企業PRサイトサービス
支援
ショッピングカートサービスなど

ビジネス専用機【楽一】の機能もそのまま使えるパソコンです。

カシオ情報機器株式会社

http://w3.cjnet.co.jp/

スモールオフイスに最適なサーバーの登場！！

Snow Leopard Server 搭載 MacMini
ストア、クリニック、オフィス、教室、デザインスタジオなど、
あらゆるスモールビジネスやグループに最適です。
個人のホームサーバーとしてもおすすめです。
CPU
メモリ

2.66GHz Intel Core 2 Duo
2GB (2 x 1GB) 1066MHz DDR3
最大 8GB までサポート
HD容量 1TB(500GB×2個 7200rpm SATA）

Mirror Coat

トナーにのみ効果をもたらす光沢リボンで
手軽に部分光沢の迫力を実現
箔転写加工

マルタッチを活かした使いやすさ オフィスＰＣのシチュエーションを
で業霧効率化を支援。
変えるタブレットＰＣ登場。

②音

株式会社セキュリティハウス・センター URL http://www.securityhouse.net

DC-10

NSシリーズはオフィスで使うPCの活用スタイルやシチュ
エーションを変えることを目指したコンセプトPCです。

人目に
つくのを
嫌がる。

「予防」こそが重要です
安全は、

POD 印刷物専用

第 62 号

Foil Coat

金箔リボンをトナー部分のみに転写
型も版も使わない新しい箔押し加工を実現

製造元：ダイニック株式会社・株式会社ユウコス

株式会社ムサシ

http://www.musashinet.co.jp アップルジャパン株式会社

http://www.apple.com/jp/

5年間無償保証のCOREFIDOシリーズに、
コンパクトかつ高性能なA4LEDプリンタ登場。

カラーLEDプリンタ
◎コンパクトながら自動両面印刷に標準対応
◎高さわずか24.2cm 。世界最薄＊2LEDプリンタ

http://www.oca.co.jp
Á231_0015
神奈川県横浜市中区尾上町5_67 スルガビル7F
TEL：045_662_3611
FAX：045_662_5033

DocuColor 5151 P
+PX Print Server U
富士ゼロックス神奈川株式会社
〒220‑0012
横浜市西区みなとみらい4‑4‑2
横浜ブルーアベニュー13F
電話 045‑681‑1101（代）

「アイコーだより」は Macintosh（イラストレーター、フォトショップ、インデザイン）で作成しました。印刷は DocuColor 4055 P を使用しました。
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厚木興業有限会社様

第二会田ビル
4F

昨年12月、本厚木の駅前にあります第二会田ビル様で
本厚木１号機となるデジタルサイネージ（電子看板）を導

ネットカフェ

入されました。基本となる機能は展示会等でもご覧いた
だいております美映エルですが、今回は外を歩いている人

3F
〒243-0018
神奈川県厚木市中町 3-4-22

に見てもらうという意図のもと、46インチの高輝度モニ
タを2台利用し、両サイドの柱に埋め込む形を取りまし
た。屋外対応の専用BOXの制作やコンテンツ作りをマク

1F

会田
アイダ
パーキング

ロペⅡ

き、かなり大 規模な設置工事を行っての稼 働となりまし

B1F
厚木

パーキング
102 台

た。デジタルサイネージのメリットを生かし、時間帯や曜

●
ファミリーマート

厚木市中町
中町
4-1-1

ミロード

4-1-1

●公園
北口

本厚木駅から徒歩１分

●交番

新館

P

シスシントー様、施行をアオキホーム様にご協力いただ

スピーディーに対応できるようにしています。
本厚木にお越しの際はぜひ一度ご覧いただき、ビル内テ

ミロード
本館

ナントのお店もご利用いただければと思います。

小田急 本厚木駅

◀小田原

日で流れる宣伝広告をプログラムし、内容の変更などにも

町田▶

担当

法令により18才未満・お子様連れの方のご入場は禁止されています。

堀川

皆様にお願い!!
来る2月3日〜4日は展示会の開
催のため業務は縮小します。電話
が非常に繋がらない恐れがありま
すので、
大変ご迷惑をおかけ致しま
すが御協力をお願いします。
ご注文・ご用命に関してはなるべ
くＦＡＸでお願い致します。

ＦＡＸ番号

º¢§–™™•–¢¢º¡
新登場

昼も夜も映像は
とても綺麗です。

アドビシステムズ株式会社
http://www.adobe.com/jp/

湿し水濾過装置

オイルバーディ

SYSTEM CREATION COMPANY−
価値創造企業

湿し水の油分と紙粉、ゴミをキャッチ

■ 印刷業総合業務統合システム

湿し水に油分が混入してお困りではありませんか？
本装置を循環タンクに設置すると混入油分を見事
にキャッチします。

■ デジタルサイネージキット

オフセット印刷機用簡易型油分（廃インク）
ろ過装置

ダブル型

シングル型
油分取りが主な標準
タイプ

油分取りフィルター、
紙粉取りフィルタが
セットの強力タイプ

封筒・名刺・はがき専用カラープリントシステム

美 映エル
ミハエル

■ 多目的光沢加工機

=<&*)
神静支店
http://www.musashinet.co.jp/

グラフィックス
2009年10月1日 DICとザ・インクテックの国内印刷インキ
事業を継承する「DICグラフィック株式会社」が設立しました。

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿8F
Tel 03-5360-4558 Fax 03-5360-4569
http://www.njrc.jp/

