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。

株式会社 QWER
〒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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安心して利用いただける
サービスを…モットーに！

印刷機・O A 機・事務機
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２０１５年を迎えて
株式会社 アイコー

湖 山 和 英

ソンの名が載っているように今後

記載される日が近いことを意味し

「 赤 崎、 天 野、 中 村 」 ３ 人 の 名 が

チオリンピック・Ｗ杯ブラジル大

衆議院選挙、スポーツでは冬季ソ

びつくものではありません。しっ

りませんが努力と結果はすぐに結

なりません。研究開発だけではあ

上に成り立っていること忘れては

二十二日㈭～二十三日㈮に厚木市

・

：
・
・
URL: www.mediacomfort.co.jp

作
行・制
発

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。

会と大きな大会があり、社会や経

かりとした方向性の中、弛まぬ努

また、この研究は長年の努力の

大変誇らしいことです。

立てを賜り厚く御礼申し上げます。 ているのではないのでしょうか。
昨年は、政治経済では東京都知

済に大きな節目があった一年であ

事選挙・消費税増税そして年末の

りました。

日本人の長所を体現しているよ

うに感じますし、簡単には真似で

力をし、諦めない心で行動する。

きるものではありませんが見習っ

消費税増税は株価上昇からの景
ました。多くの企業で景気回復が

気回復感を足止めしたように感じ
遠のいたと感じたのでしょうか。

ていくべきことだと思います。

社 員 一 同 弛 ま ぬ 努 力 を し 続 け て、

私共アイコーグループとしても

私共アイコーグループも同じく
大変厳しい状況下でありましたが、
皆様のご協力によりまして一年間

種多様な視点からご提案して行け

無 事 乗 り 越 え る 事 が 出 来 ま し た。 お客様と共に活躍できるように多

皆様のご希望やご相談事等がご

れば思っております。

ざいましたら弊社へご連絡頂けま

文化会館において開催いたします。

本年も恒例の大展示会を一月

すようお願い申し上げます。
が改めて評価されたように嬉し

まだ年明けてお忙しい時期ではご

◆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

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。

・

〒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）

本当にありがとうございました。
またノーベル物理学賞に三人の
日本人が受章するという明るい話
題もありました。
昨年十月七日に聞いたノーベル

かったですし、その後の報道でＬ

ざいますが皆様のお越しをお待ち

賞受賞の報道は日本の研究技術力

ＥＤとは自分たちの暮らしを如何

しておりますので、どうぞ皆様お

私共アイコーグループの経営理

とをお待ちしております。

誘い合わせの上のご来場下さるこ

に変えた物なのかと改めて驚きま
現在ＬＥＤ商品を代表するＬＥ

した。
Ｄ電球等を含め様々な場面で活用

念にあります「お客様に満足して

されています。光を発する商品に

いただける努力をし続け…」を合

い言葉に、社員一丸となってまい

はすべて入っていくと言っても過
またノーベル賞のＨＰには「彼

言ではないのでしょうか。

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

ら の 発 明 は 革 命 的 な も の で あ る。 ります。
世紀を灯してきたが、

を心よりお祈り申し上げます。

白熱電球は

世紀はＬＥＤランプによって灯

どうぞ本年もご指導・ご鞭撻の程
これは今世界中の教科書にエジ

よろしくお願い申し上げます。

されていくだろう」とコメントが
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載っています。
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Printing Revolution 2015

厚木市文化会館
地下大展示場B2F

◆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◆
ハイブリットワークフロー WORKFLOW XMFRIP Ver5.5
湿し水関係サンプル展示 ECOLI CHEMICAL SERIES
名刺・葉書プリンター MP 2100S
各種カードプリンター MP 300Duo
印刷業向け管理システム M BOOSTER
分光光度計 X Rite eXact
インキ調色ソフト X Rite InkFormulation
ＤＣ 1/多目的光沢加工機
モノクロオンデマンドパブリッシングーシステム
D125 Light Publisher
◆メディアコンフォート株式会社◆
菊四裁対応高速CTP ELEFAX LP 530e（RIP付き）
名刺カッター きりっ子 MCX AR
再転写カードプリンタ PR C201
フードプリンター クーベル MMP813BT F
◆ダイヤミック株式会社◆
三菱リア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 459Ⅱ
◆株式会社ホリゾン東テクノ◆
自動丁合機 VAC 1000a
中綴じ折製本機 SPF 200A
小口断裁機 FC 200A
卓上型紙折機 PF 40L+MT 40L(専用台)
油圧断裁機 APC 610
ロータリーダイカットシステム RD 4055
自動無線綴機 BQ 270V
筋入れ機 CRA 36
◆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 C1070 Color
◆理想科学工業株式会社◆
高速2色用デジタル印刷機
RISOGRAPH ME935(Aikoh Custom)
＋封筒フィーダー+パウダー装置+ゴールドドラム
高速カラープリンター ORPHIS EX7250
+スキャナー＋くるみ製本フィニッシャー
クイックシーラー PS 2400
◆株式会社ウチダテクノ◆
紙枚数計数機 カウントロン N2500
帯掛機 テーピットWX
カッター&クリーサ AeroCut Quatro
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

特色ホワイト/特色クリアー対応モデル

厚木環状1号線
厚木
ＩＣ

小田原厚木道路

木駅

本厚
線
急

厚木郵便局
デニーズ

小田

至小田原
東名高速道路

至平塚

厚木市恩名1‑9‑20 ☎046‑225‑2588

◆長野日本無線株式会社◆
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‑900, SKS‑6700
ヘルスウェーブⅡ 低周波・超短波治癒器 SW‑410
◆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
NAS（エレコムさん出展）
◆株式会社モリサワ◆
組版および関連支援ソフト MC Smart2
数式編集支援ソフト MC Smart 数式オプション
自動組版編集支援ソフト MC SmartＤＢカタログオプション
MC Smart2拡張パッケージソフト MDS Smart
バリアブルソフト MVP Pro & Std Edition Ver.7
◆エフ・ネットシステム株式会社◆
ビジネスフォン IPOFFICE
ネットワークカメラ パナソニック 監視カメラ
京セラ カラー複合機 TASKalfa2551ci
◆キヤノンマーケティングジャパン株式会社◆
◆ナカバヤシ株式会社◆
A1ノビ対応6色プリンター imagePROGRAF iPF6400SE
オフィスシュレッダー HS-406ＳＲ
クリエイティブアーツ向けプリンター image PRESS C60
オフィスシュレッダ N 206E
カラーカードプリンター CX G2400
オフィス製本機 トジスターＮＢ 202
◆富士ゼロックス神奈川株式会社◆
◆株式会社富士通システムズ・ウエスト
カラー複合機 ApeosPort V C3375 PFS
・株式会社インフィールド◆
プロダクションカラー Versant 80 Press
リアルタイム3次元CG搭載設備CADソフト
+GX Print Server for the Versant 80 Press
CADEWA Real 2013 シリーズ
フィルムラベルオンデマンド用ぴたこんラベルシリーズ
積算・見積ソフト 見積CRAFT 2014 シリーズ
◆株式会社沖電気カスタマアドテック◆
設備図作成CADソフト CRAFT CAD Ver.7 C 1A
5色対応LEDカラープリンター MICROLINE VINCI C941dn
VeatorMesterPro ScanWaveLite
+大容量増設トレイユニット TRY C3G3
セット品 VMP SWL S1
◆エプソン販売株式会社◆
電気設備工事
スマートチャージフルセットモデル PX M7050FX
施工要領PDF・CADデータ
（改訂第２版）SD 1A
ディスクデュプリケーター PP 100Ⅱ
◆株式会社ウチダシステムズ◆
新世代スイング解析システム M Tracer MT500GⅡ
LED照明 Reｍrandt
モバイルインクジェットプリンター PX S05W
◆株式会社ジェピック◆
◆日本オフィスラミネーター株式会社◆
省エネ対策設備機器（パネル展示）
A1マルチラミネーター RSL 2702S
中古印刷機械・製本機械売買相談コーナー
A3高速パウチ機 JOL 6R340PRO
◆株式会社アイコー◆
◆株式会社山櫻◆
三協エアテック 加湿器うるおリッチPV SAT-22MKN
CARD MATE Digica Rev5
春日電気 ファンタイプイオナイザ KD-750BB
インクジェットプリンター YJ G650
※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。
高性能 名刺卓上断裁機 PROSCUT PCM 15
＊赤太丸は新製品です。
封筒印刷用スタータキット YL5000 YAF
◆デュプロ株式会社◆
紙折機エアーサクションフォルダー DF 1200
カッタークリーサー DC 646
小型フィルム包装機 EW-100
◆ストラパック株式会社◆
紙枚数計数機 NK 1000
帯掛機 OB 360
ハンディ梱包機 STB70
◆株式会社メディアテクノロジージャパン◆
高速デジタルLEDラベルプリンタ AFINIA R635
高速フルカラーラベルプリンター AFINIA L801
◆リョービ株式会社◆
菊全判DIAMOND V3000,
A全判RYOBI 920シリーズ
（パネル展示）

Oﬃce Automation

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

至伊勢原

会場

イトー
ヨーカ堂

至新宿

Printing

am10:00〜pm7:00 am9:00〜pm6:00

至相模原
県厚木南
合同庁舎
Ｒ２４６・１２９

出品予定機種

1 月 22 日・23 日

旧
Ｒ
２
４
東京電力
６
厚木営業所

第43回印刷＆ＯＡ機器フェアー

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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サーマルディジプレートシステム（直接感熱方式）
トナーもインクも使わない完全プロセスレス
A2サイズ対応

刷版も製版フィルムも出力可能！

出力用途の対応
・刷版( オフセット印刷）
・製版フィルム(スクリーン印刷･フレキ
ソ印刷･オフセット印刷･樹脂凸 版 )
処理剤は不要
処理液・トナー・インクカートリッジは
使用せず、印刷機上でのウォッシュオフ
が不要です。従って、廃棄物はありませ
ん。環境にもやさしい。
消耗品は刷版とフィルムだけ
完全プロセスレスでランニングコストを
低減します。

TDP-459II

出力解像度は1,204dpi、
出力スピードは75版/時

B2サイズ対応

TDP-750

出力解像度は1,204dpi、
出力スピードは55版/時

ダイヤミック株式会社

http://diamic.jp/

オートラベルカット機能搭載付き
高速フルカラーラベルプリンター

第 70 号

ソフトウェアの購入方法の変化
( 年間の契約で常に最新の利用環境を）

インターネットの普及と回線速度の向上により、今までDVDでパッケー
ジ販売されていたソフトウェアがメーカーのホームページからダウンロ
ードできるようになり、購入方法も単独であるバージョンを購入するの
ではなく、月額や年額の利用料金を支払っていくという方法に移行して
います。今回は弊社で取り扱いの多いアドビ製品、モリサワフォントパ
スポートを再度ご紹介したいと思います。

1 ライセンス 2 台インストール可
（同時起動はできません．）

モリサワ書体が
1年間49,800円で
すべて使えるシステム

Adobe Creative Cloud
グループ版

フォントの使用権を1年単位で
購入するライセンス制度です。

法人版１年間コンプリートプラン

84,000円

法人版１年間単体プラン

36,000円

●ライセンスのデプロイメントとアップデ
ートをアドミンコンソールで管理
● 簡 単 にファイルを共 有 できる最 大
商品ラベル、流通伝票、訂正ラベル、バーコード印字、
100GBのクラウドストレージ(1ライセ
商品解説 等、高速化ニーズを要する幅広い分野で活躍します。
ンスあたり)
●コンプリートライセンスにつきエキスパ
インクジェット方式
インクカーリッジ
ートサービスを年2回使用可能
新型プリントヘッド技術 memjetエン
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラッ
※個人、
学生教職員、教育機関向けは価
ク(ブラックは2本搭載)
各250ml
ジンを搭載し、印刷処理速度は毎
水性染料インクを採用しています。 格が異なります
秒 最 大 3 0 ㎝ 、解 像 度 は 最 大
※購入時期によりキャンペーン価格が適
対応ロール紙
1600×1600dpiの高画質を実現し
用されることがあります｡
（CS3ユーザ）
グロス、
セミグロス、
マッ
ト、
ユポ
ます。
◆固定資産にならず、経費として計上す
「VJFS」
に対応します。
ラベルサイズ
ることができます。
対応ラベルタイプ
幅 5 0 . 8 ㎜〜216 ㎜ 、長さ5 0 ㎜〜
◆新製品や新バージョンをリリースと同
カッ
トラベル紙、
連続ラベル紙､ア
1200㎜になります。ラベルを裁断
時にダウンロード
イマークラベル紙
するオートカット機能が搭載して
◆MacとWindows、
どちらでも2台まで
います。
インストールできます。
（同時起動は不
可）
http://www.mtjn.co.jp/
株式会社メディアテクノロジージャパン

AFINIA(アフィニア) Ｌ８０１

COLOR CARD PRINTER

モリサワのすべてのフォントに､
ヒラギノフォント､タイプバンク
フォントを加えた898書体｡
さらに､海外で定評のある欧文フォ
ント30書体(Font Bureau)､中国語
フォント15書体(ARPHIC HANYI)､
韓国語フォント5書体(SANDOLL)､
多言語フォント21書体(Rosetta)
を使いこなせる画期的なライセン
ス製品､MORISAWA PASSPORT
を､より簡単にご購入いただけま
す｡PC1台につき､1年契約
53,784円(税込)､追加料金なしで
つねに最新の快適なフォント環
境をご提供します。
つねに最新のフォント環境を提供
しますので、今後、新しいフォン
トフォーマットが登場した際も、
追加料金なしでご利用いただけま
す。

菊四裁対応高速製版機がさらに進化
デジタル・プレートセッタ

紙もプラスチックもシール紙も高精細＆高速。
1台3役のコンパクトモデル。
マイクロマージン技術
印字余白をわずか0.3mmまで小さ
くするマイクロマージン技術を採
用により、ほぼフチなしの状態で
印刷します。
インクジェット方式で高速出力
紙もプラスチックも名刺サイズ5 0
枚／分という高速です。一般的な
熱転写方式の20倍の速さです。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

ランニングコスト
名刺1枚の作成コストは0.3円〜の
低インクと、用紙代を含めても片面
フルカラーで1枚約3円を実現しま
す。
高品質・高精細に出力
極 小文 字や写 真もきれいに美し
く、解像度1200dpiで高精細に出
力します。

http://cweb.canon.jp/

皆 様にお願い!!

岩崎通信機株式会社

http://www.iwatsu.co.jp/
SYSTEM CREATION COMPANY －
価値創造企業

来る1月2 2日〜 2 3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。

ＦＡＸ 046 228 4401
mail order@aikoh-jp.com

製版速度のスピードアップ！
ボディサイズがコンパクトで
最大約５版/分
省スペース化に対応
国内で使用されている
３種類の版材の使い分けで
菊4裁機/A3W判印刷機
コストセーブの最大化を可能に
のほぼ全て対応
・MFR-4
（菊四裁対応）
低コスト化を徹底で
高精度・高画質のアルミ貼合フィルム
ランニングコストを低減
・MFR-3
（菊四裁対応）
端物や頁物など幅広い
高品質の廉価版のフィルムプレート
印刷需要に対応
・MPR-1
（A3W対応）
出力解像度1200dpiで最大限！
高品質な紙ベースのマスターペーパー

■ 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

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

神静支店
http://www.musashinet.co.jp/

アイコーだより

2015年 1 月1 日

四六判半裁クロス折機
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厚木市文化会館にて1月22､23日開催の展示会の招待状を、
実際にホリゾンさんのAFC‑566FKTを使って折っている
ところをリポートしてきました。

AFC-56シリーズ

AFC-566FKT/566AKT/５６４AKT

A3両面に出来上がり
をイメージしたレイア
ウトで印刷した物を右
のような特殊折りをし
て製品にします。

（仕上断裁は平行作業をして）
4200枚を約90分で完成！
！

用紙を1枚挟むだけで、全て
の折りローラギャップが折り
パターンに応じて自動セット
されます。

カラータッチパネルディスプレイ
折形と用紙サイズを入力するだけで、クロス 8 頁折、巻き
三つ折、ＤＭ折等の折りを自動でセットします。リピートの
仕事や特殊な折り作業などをメモリー登録(最大 200ジョ
ブ)することができます。

紙をセット

ジャバラ折り４回

そろそろLED照明に
替えませんか？

冬の

消費電力
1‚980KWh/月
電気料金
39‚6000円/月

最高効率
L−160
series
Flagship
L−180
series

蛍光灯の消費電力・電気料金より

高効率
L−140
series

66%

大幅削減

71%
74%

−おすすめタイプは！−

移動型

Ra80

たった一台で、1日1回の給水だけで、
150㎡を加湿し、
清潔感のある空気にさせます。
福祉施設・病院・学校・保育園・オフィス・会議室・工場などに最適です。夏のシーズン
でも空気清浄機として使用できます。

・色温度5000K
・演色性80Ra
・効率140lm/W
・定格消費電力1.5W

営業サポート部の泉です。今回、初めてこの歴史ある
アイコー新聞に記事を書かせて頂けるということで、張
り切って頑張りたいと思います。
さて、早速ですが私が紹介したいものは、Wi-Fi テザリ
ング機能です !! 知られているようですが、ご存じない方
が多いこの Wi-Fi テザリング機能とは、通信端末を内
蔵したモバイルコンピューター（携帯電話回線に接続さ
れたスマートフォンなど）を外付けモデムのように用いて、
インターネット

デザリング通信
Bluetooth

スマートフォン

・Android
・iPhone(iOS)
・Windows Phone
・Windows Mobile

外部に接続してない
PC・Tablet

デスクトップ

Wi-Fi
ＵＳＢケーブル

高効率タイプの直管型LEDランプ
1200㎜（口金：G13）型番6‑606‑1362
（製品コードFLI12‑PA15DHE）

＜

予 防 には

SAT-22MKN

スマートフォンの Wi-Fi テザリング機能について

60%

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、交換手間も大分なくなります。
ランプ取付時の感電を防ぐ片側給電方
式を採用し、
しかも割れにくい素材を使
っておりますので、安全に交換できます。

Ra51

目・鼻・のど・肌の乾燥、静電 気
ノロ・インフルエンザのウィルス感染

加湿と空気清浄でうるおいと清潔感のある空間に

レンブラント

標準
L−110
series

２つ折

三協エアテック

内田洋行

蛍光灯
FLR
40W型

完成！

タブレット

USB
ラックトップ

他のコンピューター等をインターネットに接続することで
す。
近年のデジタル化に伴い PC、スマートフォン、Tablet
などが普及する中で、この Wi-Fi テザリング機能が大
活 躍すること間 違いなしだと思います。例えば、家で
Wi-Fi を使っているけど外出先でも使いたい！「でもポ
ケットルーターはお金が掛っちゃうし設定とかが大変だ
なぁ」という方にピッタリだと思います。この Wi-Fi テザ
リング機能はオプションでスマートフォン（機種やバージョ
ンによっては搭載していないものもある）などに搭載可
能で、各携帯会社のキャンペーン中にオプション加入
すれば無料だったり、月額数百円で使えたりとお得感
満載です！（通信料はかかります）また、設定方法も簡
単ですぐに使用可能です。
この Wi-Fi テザリング機能を使って外出中に好きなア
ニメを快適かつ高画質で観れたり、急遽要領の大きい
データを送信したりと仕事の効率化も図れると思います。
ですので、スマートフォンにまだ変えていな
いそこのアナタ！
！ 是非この機会にデジタル
最先端の波に乗りましょう！モット詳しく知り
たい方や、弊社でも最新のスマートフォンな
どをお求め頂けますのでいつでもお電話をお
待ちしております。

