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

〒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
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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！

２０１３年を迎えて
アイコー・アイコー神奈川

湖 山 和 英
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代表取締役
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つきましては毎年恒例の大展

する方を表彰する色々な制度等

無かったことから初めて行われ

はありましたが「国境を越えた

たそうです。選出も海外で活躍

とをお待ちしております。
事で、各国のメディアでも大き

…」を合い言葉に、社員一丸と

していただける努力をし続け

理念にあります「お客様に満足

私共アイコーグループも経営

するプレス関係者が、海外から

く取り上げられたようです。選

の視点で表彰者を選出したとの

出 さ れ た 方 は 六 十 三 名 お ら れ、

なってまいります。

んなどが選ばれており色々な地

ア聖堂主任彫刻家）外尾悦郎さ

手、彫刻家（サクラダファミリ

ます

撻の程よろしくお願い申し上げ
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多幸を心よりお祈り申し上げま

業の発展と御健康を、そしてご

最後になりましたが皆様の企

有名な方ではゴルフの石川遼選
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¥698,000 (税別）

www.mediacomfort.co.jp

〒
東京都千代田区神田神保町3‑29
TEL 03(3514)1034 FAX 03(3514)1039

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）

〒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）

3.5インチカラー液晶タッチパネルの採用
新開発のAR(オールラウンド)スリッタ搭載
名刺100枚/約45秒のハイスピードカット

DocuColor 5151 P
+PX Print Server U
富士ゼロックス神奈川株式会社

ARスリッタで無限に広がるデザインワーク
《究極高機能・低価格》

豊かな色彩表現を可能にする、12色顔料インク

KIRIKKO ALL ROUND MULTI CARD SLITTER

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。

作
行・制
発
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Printing Revolution 2013
第41回印刷＆ＯＡ機器フェアー
◆富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社・
株式会社ムサシ◆
ワイドフォーマットLED UVプリンター Acuitty LED1600
CTP現像廃液削減装置 XR−2000
ハイブリットワークフロー WORKFLOW XMFRIP
名刺プリンター MP−2100
各種カードプリンター MP−300Duo
UVインクジェット方式CTP Kimosetter 525
am10:00〜pm7:00 am9:00〜pm6:00
菊四裁サイズ熱転写リボン方式CTP Kimosetter 410
A３ノビサイズ熱転写リボン方式CTP Kimosetter 340i
デジタルサイネージ 美映エル
印刷業向け管理システム M−BOOSTER
地 下 大 展 示 場 B 2F
印刷物WEB受注システム Print Order
◆メディアコンフォート株式会社◆
菊四裁対応高速CTP ELEFAX LP−620Xe
名刺カッター きりっ子 MC−01、MCX−AR
インクジェットプリンタ Astrojet M1
◆ダイヤミック株式会社◆
プロジェクター用スクリーンフィルム
「彩美s <SaiVis>」 MRPS
CTP サーマルディジプレートシステム TDP−459
◆株式会社ホリゾン東テクノ◆
自動丁合機 VAC−600H CCDカメラ付
中綴じ折製本機 SPF−200A
小口断裁機 FC−200A
小型自動紙折機 AF−406A
全油圧断裁機 APC−61Ⅱ
自動無線綴 BQ−270V
筋入れ機 CRF−362
◆コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社◆
フルカラーデジタル印刷システム
bizhub PRESS C6000 Color
◆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 X7250+スキャナー
◆株式会社メディアテクノロジージャパン◆
Lab proof SE
◆株式会社ウチダテクノ◆
イトー
至相模原
紙枚数計数機 カウントロン AT、 K2
ヨーカ堂
県厚木南
卓上エアー紙折機 F−480
合同庁舎
帯掛機 テーピットWX
木駅
本厚
会場
◆デュプロ株式会社◆
厚木郵便局
デニーズ
急線
圧着ハガキ作成機
小田
ワイドエクスプレスシーラーEX−4100WI
厚木環状1号線
デジタル印刷仕上加工機
至伊勢原
至小田原
カッタークリーサーDC−645

1 月 10 日・11 日
厚木市文化会館
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Oﬃce

◆キヤノンマーケティングジャパン株式会社◆
オールインワン広幅複合機 Plotwave300（モノクロ）
◆エプソン販売株式会社◆
A4インクジェット複合機 PX−B700F
A3ノビインクジェット複合機 PX−1700F
プロジジェクター EB−1776W、 EB−1945W
◆富士ゼロックス神奈川株式会社◆
プロダクションカラー Color C75Press+Server U
DTP用カラー複合機 DocuColor5151P+Server L2
DTP用カラー複合機 DocuColor1450GA+Server
カラー複合機ApeusPort-VI C5575
◆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 COREFIDO B841dn
◆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
◆株式会社山櫻◆
CARD MATE Digica
インクジェットプリンター YJ−G650
封筒印刷用スタータキット YL5000−YA
◆株式会社ミマキエンジニアリング◆
プリンタ&カッター CJV30−130
卓上UVプリンタ UJF−F3042HG
＋BBQシステム
（函形の周りを全て印刷）
＋Kebabaシステム
（円柱形を360°
に回転印刷）
◆長野日本無線株式会社◆
NameLiner 880Pro， 760Neo
A3ワイドオートカッター CT628Exa
◆株式会社フジ医療器◆
マッサージチェアー SKS−5500
◆ダイワボウ情報システム株式会社◆
超高速モバイルインターネット WiMAX
Acer PC(デスクトップ＆ノート)
OA系防災グッズ
◆ストラパック株式会社◆
帯掛機 OB−360
紙枚数計数機 NK−1000T
緩衝材製造機 Air Pouch Express3、
エアークッション製造機 MINI Pak'R（ミニーパッカー）
◆桜井株式会社◆
カラーIDカードプリンター グラシスID−150
◆三協エアテック株式会社◆
移動式高度清浄加湿機 SAT−22MK
◆エフ・ネットシステム株式会社◆
ビジネスフォン
ネットワークカメラ
◆株式会社アイコー◆
臭素系洗浄剤 TD−3250、
TA−1000
電子看板
ipad他

※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。

ずっと使ってほしいから,大きな保証をあなたに
ἅỴἧỵὊἛἉἼὊἌỊ ᾄ࠰᧓Ν̬ᚰ

使いやすさも性能
も更に高めながら、
世界最小を実現。

高画質で、ビジネス
にさらなる表現力を。
高性能を世界最小に
凝縮したＡ３カラー
ＬＥＤプリンタ。

プリンターの新領域をひらく

世界最速オフィスプリンターで、
ビジネスにスピードを。

＊赤太丸は新製品です。

結束速度毎分30回の高速タイプ

新型

帯掛機 テーピットWX
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REFID
Oシ

５年 リーズは
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５年 Oシリーズは
無償 間
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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

神奈川営業部
〒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

東京都荒川区西尾久4_25_3
TEL 03
（5901）
2171

富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社
本 社 〒106‑0031 東京都港区西麻布2‑26‑30
富士フイルム西麻布ビル TEL 03‑6419‑0300
http://ﬀgs.fujiﬁlm.co.jp
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長寿命・低消費電力のLED光源
を搭載したUVワイドフォーマット
インクジェットシステム

フ ァ ミ リ ー

第 66 号

「iPhone, iPad」通信モデル、取次サービスのご案内
電話、
メールだけでないメリットをビジネスで生かすための法人契約
ショップへ出向かなくても、
ソフトバンクモバイルの「iPhone, iPad」を購入できます。
詳細は担当営業までお気軽にお問い合わせください。
（個人契約も可能）
法人契約とは会社名（法人名義）で携帯を申し
込む事です。法人で申し込む事で様々なメリッ
トがあります。

特長
①富士フイルムグループの技術を結集させ、独自設計のLED
光源ユニット、
高精度・高速ヘッド、
高感度UVインクを採用。
②新開発のFDMX社製プリントヘッドを搭載し、独自のFast
Accurate Marking技術により、
クラス最高20m²/時の高
生産性を実現。
③シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック・ライトシアン・ライトマゼンタ・
ホワイト・クリアの8色インクを標準搭載され、
インクの硬化速
度を制御するIntelligent Curing Control技術を採用。
④カラー印刷をしながら、
クリアインクなどを使った印刷を行う
多層同時印刷が可能。
⑤高度な画像処理技術を駆使して、
出力したい色に対して任
意の色差チャートを自動作成できる「特定色合わせソフト」
を標準搭載。
⑥LED光源を搭載していることにより、一般的なメタルハライド
の光源と比べて、
長寿命かつ低消費電力を実現。
⑦ロールタイプに加え、
最大13mmの厚さの基材に対応。

●業務効率UP
高速通信！
！
●通信費のコスト削減
●セキュリティ対策（情報漏洩のリスクを回避）
●社員の携帯電話を一括して管理
法人専用管理画面から請求情報の参照やプ
ラン・オプション変更

ビジネスでのiPad活用例
●営業ツール、プレゼン
●資料の電子化
●スケジュール確認
●情報収集
●電子地図の利用
●社内システムとの連携
メリット
●セキュリティレベルが高い
●盗難、紛失、データ漏洩対策

富士フィルム株式会社 http://www.fujifilm.co.jp/
環境に配慮した次世代洗剤 臭素系洗浄剤TA-1000、
TD-3250
1.塩素系洗浄剤と同等の優れた洗浄力
2.不燃性です。
3.環境にやさしい洗浄剤です。
①大気中の寿命が１０日〜２０日と短い。
②オゾン破壊係数は塩素系洗浄剤とほぼ同等と推測。
4.塩素系洗浄剤と同等の速乾性があります。
5.臭素系洗浄剤の洗浄は一部の高活性金属（AL、
Mg等）
を
除いて多くの金属に対し安定です。

日東化学産業株式会社

スマホではじめるハンズフリー通話
極うす軽量でらくらく長電話

通

話

●持ち運びが楽！ ●アプリ次第で
●起動が速い！ いつでもどこでも
Web閲覧
メールチェック
コミュニケーションツール
カメラ、音声録音
電子文書、動画、音楽
ワープロ、表計算、
プレゼンテーション
スケジュール管理
etc.
タブレットを仕事で
使ってみませんか？

衝撃に強く丈夫

LBT-MPHS07

iPhone/iPad/PCで
地デジTVが見られる

ソフトレザーカバー

SOFT LEATHER
COVER
ゴムのような弾力性と、
プラ
スチックのような硬さを併せ
持つTPU素材を使用したパ
ンバーです。iPhone
への衝撃や傷を和
らげます。

MPシリーズでご好評いただいている「高
速性・高品位・堅牢性」をそのまま名刺専用
機として凝縮。席札等のバリアブル印字に
も対応します。

「濃度・速度・印圧」の微細な調節が可能で、
ケント紙や再生紙など表面の粗い用紙や
厚みのある用紙への印刷もきれいに印字
できます。

mail order@aikoh-jp.cpm

長 年 培ったノウ ハ ウを 凝 縮し、平 均±
0.3mm以下の高い印字位置精度を実現。
プレ印刷台紙にも安心してご利用いただ
けます。

シガーチャージャー
AVA-PA10CWH

超コンパクトボディ

A4サイズのスペースがあれば設置可能な
超コンパクトボディ。重さも約9kgと、小型
軽量化と稼働時の静寂性を実現しました。

http://www.musashinet.co.jp/
湿し水濾過装置

オイルバーディ

◯厚手の用紙の筋入れと折り加工がワンパスで可能。デジタ
ル印刷の折り曲げ時のひび割れを防ぎ、美しくし上がりま
す。
◯くるみ製本表紙、雁垂れ製本表紙など、製本用途に応じた
筋入れを行うことで、角の出るシャープな製本が可能。
◯1シートに10本の筋入れが可能で、上または下からの筋が選
択できる。紙折りには２つの折ナイフユニットを採用し、
正確な折りを約束します。

株式会社

名刺・はがき・封筒プリントシステム

http://www.horizon.co.jp
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

美 映エル

オフセット印刷機用簡易型油分（廃インク）
ろ過装置

油分取りが主な標準
タイプ

ミハエル

ダブル型

046 228 4401

ソフトバンパーPS-A12UB

CRF-362

信頼の印字位置精度

シングル型

ＦＡＸ

エアーフレーム

筋入れ折り機

小さくてもプロフェッショナル！

来る1月10日〜11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・メールでお願い
致します。

A I R FRAAME

筋入れと折りの機能を統合した製品

SYSTEM CREATION COMPANY

皆様にお願い!!

モバイルバッテリー
DE-A01L-4710

ソフトバンパー

地デジチューナー搭載高速無線LANルーター iPad 2012用ソフトレザーカバー
4段階調節タイプ TB-A12PLF2
WN-G300TVGR

Duo

株式会社

電源補充・充電器

SOFT BUMPER

スタンド [4段階調整タイプ]

各種市販カードに最適化したプリンタ

最適な印字品質

Wi-Fi + Cellularモデル

iPhone・iPad関連アクセサリー
for

iPadで地デジ

http://nittou-kk.co.jp/

テザリング

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

■ 多目的光沢加工機

=<&*)
〒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/

神静支店
http://www.musashinet.co.jp/

アイコーだより
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ユーザー紹介
川崎に拠点をおく情報印刷社株式会社様

株式会社

グループ会社紹介

質問事項

①所属部署

②入社月日

し と ぎ し

四戸岸 亜 未

あ

年３月５日

水瓶座

①業務部

②平成

③Ｏ型

④医療事務（整形外科）

⑤３ＤＳとｉＰｈｏｎｅ

み

⑥車の運転ナビ無しでも大丈夫

⑦友達と女子会をする事

⑧韓流ドラマが好き

24

③血液型・星座

④アイコーに

入る前の職業は？

⑤今︑
一番欲しいものは？

⑥特技

⑦趣味

い
う

藤 圭 祐

と
け い す け

日

17

伊

水瓶座

ｍｉｎｉ

年７月

24

①東部営業部

②平成

③ＡＢ型

④学生

⑤ｉＰａｄ

⑥サッカー

⑦スノボー

⑧トム・クルーズ

⑨屋久杉を見たこと

押田奈美子

毎日幸せです。

総務事務

⑨友達と飲みに行っている時は

至横浜

⑧好きな芸能人は？

至横浜西口

頑張りますので、ご指導のほ

R１

⑩お客様のお役に立てるように

ガーデン下

反町駅

市営地下鉄
三沢下町駅

GS

⑩元気がとりえなので、お電話

コスモス
島田橋

東急東横線

至東京

生年月日 昭和㊙年8月20日
入社月日 平成21年5月1日
職種内容
経理・営業事務・庶務
趣
味
読書
メッセージ
早いもので入社して3年半がす
ぎました老化をヒシヒシと感じる
この頃です。

どよろしくお願い致します。

Tel 045（323）3534
Fax 045（323）3524

で顔が見えなくてもその元気

郁雄

さをお伝えできたらいいなと

大伍

生年月日 昭和48年3月11日
入社月日 平成16年1月16日
職種内容 営業 担当地区
㈪・㈭ 戸塚区〜川崎市
㈫・㈮ 神奈川区〜横須賀市
趣
味
マラソン
メッセージ
お客様に相応しい物をご案内
出来るように心掛けてます。

思っています。何かご用の際

営業部

〒221‑0841
横浜市神奈川区松本町5 36 10

創

はどんな些細な事でもお問い

田村

合わせ下さい。

営業部主任

生年月日 昭和55年12月12日
職種内容 営業 担当地区
港北区・都筑区・緑区・麻生区・
高津区・幸区・他
趣
味
車（ドライブ・イベント鑑賞）
メッセージ
早いもので入社して12年がた
ちました。今後ともよろしくお願
い致します。

⑨人生の中で一番

明男

幸せに感じたことは？

斉藤

⑩自己PRどうぞ！

常務取締役

の

入 社 歴 38年
職種内容
マネージメントを遣らせて頂い
てます。
趣
味
ボールを使うものならほとんど。
年でだめかも
メッセージ
明るく元気で仕事しよう

