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
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印刷機
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事務機

安心して利用いただける
サービスを…モットーに！

先日ニュースで感情を認識す

ト自身が状況を認識して考え行

の道を選んでいるだけでロボッ

いるプログラムをベースに最善

指示に対してどれだけスピー

ボット自身が考えて判断してい

と対戦して勝つなど、まるでロ

その中でも将棋ロボットが人間

操作ができるようにもなりまし

今やスマートフォンでの簡単な

家庭で使われているのは当たり

ました。お掃除ロボットなどが

もロボットは身近なものになり

持ち続け、夢を現実にするよう、

を夢見ていますし、今後も夢を

私はいつかアトムに会えること

せんし夢物語かもしれませんが、

現実にはアトムは誕生していま

・

：
・
・
URL: www.mediacomfort.co.jp

作
行・制
発

社長のつぶやき
るロボット発売の報道を見まし

ディーに、正確に動くかという

るのかと思わせるようなことも

動しているわけではありません。

ことが重要視されていましたし、

あります。産業用ロボットのよ

今までのロボットといえば

た。

ロボットにはそれ以上のことを

私は子供のころからロボット

た。対して商業用などの高価な

うに特殊で高価なものだけでな

に憧れて育ってきました。アト

ロボットでは困難な状況化で作

感情を認識するロボットと聞

期待していませんでした。

ム・ドラえもん・ガンダムなど、

業をこなすロボットが脚光を浴

く、一般家庭向けロボットなど

姿や役割は大きく違いますが自

びるようになってきました。そ

安価で身近なものも増えてきま

分が大人になったら現実になる

れは介護の現場や、通常では人

くと今までのロボットの概念を

のかとわくわくしていたのを強

間が入れないような環境下での

した。家庭用ロボットでも以前

く記憶しています。成長するに

活躍が期待されています。そう

覆されたと同時に画期的であり、

つれ、ロボットの姿は現実的に

いったロボットが次々に開発さ

よ り 精 密 に、 ま た 小 型 に な り、

なり、社会の工場見学で初めて

私は非常に興味をそそられまし

産業用ロボットを見たときは別

れ、様々な現場で活躍すること

前 で す し、 こ こ 五、六 年 は 更 に

社会の一員として関わっていけ

・

〒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）

PR-C201

再転写式カードプリンタ

カラーオンデマンドプリンター

解像度 600dpi

業 界 初

一台で、今すぐ
ビジネスチャンスを広げられる。

◆業界最高品質レベルの600dpiで高品質プリント
◆両面カラー印刷および非接触・接触・磁気カードまで
ワンパスでプリントとエンコード可能(別途オプション)
◆1時間145枚の高速出力(片面フルカラー)
◆カード厚み 0.25mm〜1.0mmまでの厚み対応

DocuColor 5656 P
+PX560 Print Server
富士ゼロックス神奈川株式会社

た。

の衝撃を受けました。正確に速

年前に書かれた手塚治虫

に大きな期待を持っています。
約

く作業する姿は圧巻で、人間に

先生の作品「鉄腕アトム」では

は絶対まねは出来ない領域だと

２００３年には主人公のアトム

進化したロボットが普及してき

たらと思います。

が生まれたことになっています。

思いましたし、未来の世界の一

年近く経ち、当時より

たと思います。しかしロボット

れから

部を垣間見た気がしました。そ

60
の判断とは、すでに与えられて
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印刷業・プリントショップにおすすめ
アイコーカスタム仕様の
一台で製版から印刷までこなします。端物印刷・封筒印刷に最適
・操作は簡単､洗浄いらずでとにかく楽!

仕事の処理は速いし、汚れ
る心配もなく、片付けは
簡単。印刷にかかる費用は
当然安い！ しかも仕上りは
軽オフセット印刷なみ！
グッド・オールマイティー
です。

・速乾インクを使用して､とにかく乾きが早い!
・マスター４２円/版にて､価格がとにかく安い!

ハガキ・封筒・賞状・
チラシなど何でも印刷
できます。この機種であ
れば、初期投資費用が
少なくて済みます。

《周辺機器》

封筒フィーダーUF-01

リソグラフ ME935
リソグラフ MD6650

印刷を止めずに封筒を補充。
連続して大量の封筒を給送できる
うえ、印刷中の補充も可能です。
長4から角0まで様々なサイズの封
筒に対応。

2本の内蔵ドラムで高速・低コストで
プリントするデジタル孔版印刷機。
600dpi×600dpiの高解像度で、文
字や線画もきめ細かに再現できま
す。

リソグラフ用

導入のお考えがあり
ましたなら、下記に
ご連絡下さい。
御待ちしております。

《周辺機器》

小型スプレー装置

TOHO TB-30型スタンド式移動型

リソグラフの排紙台に取付けたセン
サーで、排紙に連動して2つのノズ
ルから粉を吐出し印刷物の裏移り
を軽減します。

600dpiの高解像度で細かいラインや小さい文字まで高精細
に実現します。ハガキ・封筒・レザック用紙へも高品質に印刷。
色用紙・インクも
豊富に揃えました。
また、他のメーカーの
用紙も印刷可能です。

理想用紙は白色に加え、
カラー用紙12色に取り揃えております。
クリーム

ライト
ブルー

ピンク

ライト
ライト
ライト
グリーン ページュ パープル

オレンジ

クリア
ブルー

キャメル

さくら色

若草色

レモン

RISOインクカラー基本色17色
ブライト
レッド

バーガンディー
リソー
マリーンレッド
レッド

ブラウン

イエロー

グリーン

ティール
グリーン

ブルー

ミディアム
リソー
フェデラルブルー
ブルー

パープル

グレー

ライトグレー

ブラック

蛍光
ピンク

レッド

神奈川県厚木市上落合463−3
お問合せ先 ☎ 046‑228‑2255

5色印刷に対応したフラッグシップカラーLEDプリンタ

MICROLINE VINCI C941dn

蛍光
オレンジ

ゴールド

端物印刷・封筒印刷に最適

本体価格 1‚398,000円(税別)

○最大出力解像度True1200dpi
○カラーマネジメントサーバー
Fiery®XF Server Option対応
○日本語モリサワ2書体

特色ホワイト/特色クリアー対応モデル

カスタムカラー50色を用意。

オンデマンド印刷の
後加工はこれ1台

カッター＆クリーサー
アエロカット クアトロ

5年間無償保証プラス
メンテナンス品
5年間無償提供

色再現と用紙対応力に優れたカラーLEDプリンタ

MICROLINE VINCI C931dn

本体価格898‚000円(税別)

○最大出力解像度True1200dpi
○カラーマネジメントサーバー
Fiery®XF Server Option対応
○日本語モリサワ2書体

5年間無償保証プラス
メンテナンス品
5年間無償提供

MICROLINE VINCI C911dn

本体価格 498,000円(税別)

○最大出力解像度True1200dpi メンテナンス品
5年間無償提供
○日本語平成2書体

※特色ホワイト/特色クリアー
には対応していません。

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

・タッチパネルの簡単操作
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

東京支店 ／〒135-0044

東京荒川区西尾久4-25-3
TEL 03-5901-2171

東京都江東区越中島1-1-1
ヤマタネ深川1号館1階
TEL：03-5621-8266（代表）
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いよいよ、
コピー
いよいよ、
コピー
新
時
代
！
いよいよ、
コピー新
新時
時代
代！
！ 導入コスト０円
APC‑450

小型で自動締めできるコンピュータ制御断裁機
30 コース、99 工程をメモリーできるプログラム
断裁や､A3 用紙の A4 への半裁や、A4 くるみ製本
の仕上げ断裁等、頻繁に行う仕事をワンタッチで呼
び出すファンクション機能が付いています。
LED の発光によるカッティングラインで断裁位
置を確認することができます。断裁物のズレを防ぐ
フットプレス機能を標準装備。
「波うち」や「カール」
した用紙を確実に断裁できます。
幅 450mm、厚さ 60mm までが一度に断裁できま
す｡

簡単操作で、
自動給紙／自動筋入れ！デジタル印刷の後加工に最適！

CRA‑36

メニューやショップカード、スタンプ
カード、招待状、グリーティングカード、
ラミネートされた用紙、くるみ製本の表紙
など、厚手の用紙の筋入れ加工が可能で
す。デジタル印刷やコピー紙の折り曲げ時
のひび割れも防ぎます。
製本に使用する厚手の表紙に、筋入れを
行うことで、角の出るシャープな製本が可
能になります。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がで
きます。

株式会社ホリゾン東テクノ
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http://www.horizon.co.jp/

Adobe Creative Cloud 2014
静かにメジャーアップデートされた CC2014
6 月 19 日 Adobe から CC(Creative Cloud)2014 という製品
が発表され、CC から CC2014 に変りました。主要なアプリケー
ションのバージョンが Illustrator では 17→18、Photoshop は
14→15、InDesign は 9→10 にアップして変わり、全てのアプ
リケーションに新機能が追加されました。
特に今回の目玉は、モバイル機能の拡張が強化されました。
「Adobe Sketch」、「Adobe Line」、「Adobe Photoshop Mix」
3 つの iPad 向けモバイルアプリがリリースされたことです。そ
の関連機器として、Adobe 初となるハードウェアである iPad
用ペン「Adobe Ink」とデジタル定規「Adobe Slide」がアメリカ
で発売されました。日本での販売は年末になる予定です。

月々

1（税別）

Adobe Slide

※
ロ の新プリント
導入コストゼ

ビジネスインクジェット複合機本体のレンタル、インク、保守
サービスまでをオールインワンにしたプリントサービスです。
4つのプランをご用意しました。
■月額ご利用料金の算出方法
基本使用料金（月額）
超過従量料金（／枚）

月額ご利用料金

［スタンダード］印刷の大半がモノクロプリントに占めるユーザー
［フルカラー］ カラープリントがメインになるユーザー

スタンダードB フルカラーB スタンダードF フルカラーF

プラン名
料金コース機器構成
スマートチャージ専用機種
有線/無線LANからの印
刷に加え、
Wi-Fi Direct機
能によりPC・スマホやタブレ
ットからのプリントが可能。
視認してから印刷できる
FAX機能や高解像度のス
キャナー機能を搭載してい
ます。

スタンダード フルカラー
ベーシック

スタンダード フルカラー
フルセット

カセット2段の基本モデル
最大831枚

カセット4段の大容量給紙モデル
最大1,831枚

契約年数
基本使用料金（月額）
基本印刷枚数、
保守サービス、
インクも含む
基本印刷枚数 モノクロ
カラー
モノクロ
超過従量料金
（／枚）
カラー

スマートチャージの

開始は8月の予定

5 年（中途解約の場合は解約金が発生します）

10,000 円（税別）
2,000枚
600枚
1.5円
5.0円

1,000枚
5.0円

12,000 円（税別）
2,400枚
720枚
1.5円
5.0円

1,200枚
5.0円

※ 機器納品の際の搬入・設置サービスは別途料金となります。
※ 枚数カウントは片面で1枚となります。両面は2枚となります。

再転写カードプリンター Nisca

PR-C201

業界最高品質レベル

600dpi

解像度

iPad

Adobe Ink

サービス

万円から！

PR-C201は、フィルムに一度印刷して
からカードに転写する再転写印刷なの
で、PVC(ポリ塩化ビニル)素材のカー 再転写印刷でも片面フルカラーで145
ドだけではなく、いろんな素材のカー 枚/時間、業界最速クラスです。
250枚のカード供給カセットを採用しまし
ドに印刷できます。
たので、
カードを頻繁に補充する必要が
ありません。
もちろん排出スタッカーも250枚収納で
PR-C201は業界初の600dpi。文字 きます。
iPad のアプリケーション『Adobe Line」
も写真も鮮明です。

アドビシステムズ株式会社

接触 IC カード

http://www.adobe.com/jp/

アイコーからお知らせ

アイコーからお知らせ

『アイコーだよりファミリー』
の新聞広告(有料)を募集して
おります。詳しくは下記にご連
絡をお願い致します。

−夏季休業について−

☎ 046‑228‑2255
株式会社アイコー
営業サポート部まで

当社の休業日は
8月13日㈬より8月17日㈰
まで 夏 季 休 業 となります 。
何卒よろしくお願い申しあげ
ます。

株式会社 Q W E R
株式会社
神奈川

非接触 IC カード

磁気カード

メディアコンフォート株式会社

http://www.mediacomfort.co.jp/
SYSTEM CREATION COMPANY －
価値創造企業
■ 印刷業総合業務統合システム

■ カードプリントオンデマンドシステム

MP300Duo / MP-2100S
■ ワイドフォーマットLED-UVプリンター

神静支店
http://www.musashinet.co.jp/
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ユーザー紹介

い ず み

の
質問事項

①所属部署

②入社月日

③血液型・星座

あら

荒 井

い

年４月

獅子座

①東部営業部

②平成

③Ｏ型

りょう

良 太

⑦ランニング

④秘密♡

⑧ブルース・ウィリス

⑤車と愛

⑦アニメ鑑賞

⑥サッカー

⑧ガッキー（新垣結衣）

26

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

⑧好きな芸能人は？

日

14

た
しげ
むら
りょう

日

14

重 村 亮

年４月

山羊座

26

①西部営業部

②平成

③Ａ型

④学生

⑤防音室

⑥楽器演奏

へい

平

・色温度5000K ・演色性80Ra ・効率140lm/W

Ra80 ・定格消費電力1.5W

はいつも幸せに感じます。

＜

⑨楽器の演奏技術が上達した時

Ra51

⑨黒毛和牛の最高級Ａ５ランク

1200mm（口金：G13）型番6‑606‑1362
（製品コードFLI12‑PA15DHE）

を
) 食べたと

高効率タイプの直管型LEDランプ

の肉 ス
( テーキ

73％削減

至らぬ点が多々ありますが精

消費電力
528KWh/月
電気料金
10‚560円/月

⑩営業としても社会人としても

最高効率
L−160
series

き。

66％削減

一杯頑張りますので、ご指導

消費電力
660KWh/月
電気料金
13‚200円/月

⑩お客様に喜んで物を買っても

高効率
L−140
series

のほど宜しくお願い致しま

60％削減

らえる様な営業になれるよう

消費電力
792KWh/月
電気料金
15‚840円/月

す。

標準
L−110
series

●シンプルな電源工事で費用も抑られる
電源内蔵タイプのLEDランプ
●LEDパッケージの設計寿命は4万時間、
従来（FL、FLR）の蛍光灯に比べ約5倍
長持ち、交換手間も大幅削減。
●動作温度範囲は−25°
〜＋50°
、寒冷地
での使用ＯＫ。安定した明るさを確保。
●ポリカーボネートとアルミニウム、素材
の使用により割れにくく破損の低減
●ランプ取付け時の感電を防ぐ片側給電
方式採用

に頑張りますので。よろしく

消費電力
1‚980KWh/月
電気料金
39‚6000円/月

お願い致します。

蛍光灯
FLR
40W型

レンブラント

幸せに感じたことは？

すけ

介

内田洋行の LED 照明

⑨人生の中で一番

ゆう

⑩自己PRどうぞ！

悠

日

アイコーがおすすめします！

0 500 1000 1500 2000

藤沢に拠点をおく 株式会社トーカイ様

泉

年４月

水瓶座

21

①営業サポート部

②平成

③Ａ型

④アルバイト

⑤安定が欲しいです。

⑥オールラウンダーです

⑦映画鑑賞

⑧平愛梨ちゃん

⑨旨い物を食べた時（ステーキ）

ます。知識、経験も無く、右

⑩ 初 め ま し て！ 泉 悠 介 と 申 し

も左も分からない状態です

が、皆様のお役に立てる様に

日々勉強し、一日でも早く仕

事を覚える様に頑張ります！

宜しくお願い致します。

26

⑷

