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死亡事故率低い乗り物は飛行機の

りも確実なものといえます。次に

代表取締役

新年明けましておめでとうござ
います。
％」 に な り ま す。 こ の 数
0.0009

字でさえ毎日飛行機に乗っても約

「
８００年間乗り続けて一度事故に

る綿密な素晴らしいシステムの上

7250
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。

平素より皆様には格別のお引き
昨年は国内でも海外でも大きな

立てを賜り厚く御礼申し上げます。

で新幹線が運行されていることが

この安全神話ですが運行に関す

合うか合わないかの確立です。

箱根や阿蘇山の噴火や北関東の
前提のことですが、その上で日々

〒101‑0051 東京都千代田区神田神保町3‑29
☎ 03‑3514‑1034 FAX 03‑3514‑1039
営業所：札幌・名古屋・大阪・九州
URL：www.mediacomfort.co.jp

〒224‑0053
横浜市都筑区佐江戸町2026番地1階
Tel:045‑930‑3150/Fax:045‑930‑3140

事故や事件が多かった年でありま

水害、世界中を巻き込んでいるテ
携わっている人が確認や安全性が

した。

ロ、ボーリング工事に関する偽装
高まる管理運用の追及を行い運用
３月には函館へ繋がり北海道から

や世界のトップメーカーの不正発

九州までつながる新幹線。今後も

しているからだと思います。今年

私共アイコーも激動の年ではあ

安全神話を継続し続け世界の新幹

覚等、振り返ってみると改めて激

りましたが、皆様のご協力により

動の年ではなかったでしょうか

まして一年間無事乗り越える事が

私共アイコーとしても社員一同、

デジタルビジネスホン

一社に一台 企業の必需品

インターネットセキュリティ
対策の専用機器

フレンドリーでハイパフォーマンスな自動封緘機
給与明細書・請求書・納品書・DM・案内通知
など多彩な用途で活躍します。

富士ゼロックス神奈川株式会社

線となることを期待しております。

カラー・オンデマンド・パブリッシングシステム

Versant™
80 Press
バーサント

出来ました。本当にありがとうご

お客様と共に飛躍できるように多

現 状 に 満 足 せ ず 努 力 を し 続 け て、
種多様な視点からご提案・追及を

・マスター４２円/版にて､価格がとにかく安い!

ざいました。
ニュースとして昨年３月に北陸新

・速乾インクを使用して､とにかく乾きが早い!

プリントから製本までを自動で
A4・B5・A5サイズの全自動くるみ製本を実現。
オルフィスEXのスピードを生かして印刷から製本ま
でが可能です。
・操作は簡単､洗浄いらずでとにかく楽!

エフ．
ネットシステム株式会社

〒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）

悲しい出来事が多い中、明るい
幹線の長野―金沢間の開通があり

していければ思っております。
皆様のご希望やご相談事等がご

ました。
年を経ての開通

ざいましたら弊社へご連絡頂けま

計画開始から

です、長期で壮大なプロジェクト

すようお願い申し上げます。
二十一日㈭～二十二日㈮に厚木市

本年も恒例の大展示会を一月

でしたので携わったすべての人々
は新幹線が無事に乗客を乗せて
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走っている姿を見て喜んでいるこ
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まだ新年明けてお忙しい時期で

蛍光
ピンク

文化会館において開催いたします。

ブラック

とと思います。

ライトグレー

はございますが皆様のお越しをお
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そんな新幹線ですが現在、国家
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待ちしておりますので、どうぞ皆

リソー
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を上げて輸出に積極的なことをご

ミディアム
ブルー

様お誘い合わせの上、ご来場下さ

ブルー

既に台湾などで導入実績を上げ
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ティール
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存じでしょうか？
ておりますし今後もタイ・インド・
積極的に売り込んでいくようです。
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くるみ製本フィニッシャーオプション付き
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600ページの冊子を内製できる
ブライト
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レッド

アメリカ・ブラジル・ロシアなど
売り込みのセールスポイントの中

社員一丸となってまいります。
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

で安全性があります。新幹線の安
１９６４年の開業から現在に至

全神話です。

を心よりお祈り申し上げます。
どうぞ本年もご指導・ご鞭撻の

年間での死亡事故率が

程よろしくお願い申し上げます。

るまでの

安全神話は安全性を示すのに何よ
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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！
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平成２７年末より、RISOの機械を常にご覧いただいたり、実際
㈱アイコー 1F に RISO 専用コーナー常設 にお仕事に利用して頂き評価して頂くことが可能となりました。

RISOインクカラー基本色17色

NEW
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Printing Revolution 2016
地下大展示場B2F

至伊勢原

厚木市恩名1‑9‑20 ☎046‑225‑2588

厚木環状1号線
厚木
ＩＣ

小田原厚木道路

県厚木南
合同庁舎

イトー
ヨーカ堂

厚木郵便局
デニーズ

木駅

本厚

至新宿

出品予定機種

厚木市文化会館

会場

Ｒ２４６・１２９

1 月 21 日・22 日

am10:00〜pm7:00 am9:00〜pm6:00

旧
Ｒ
２
東京電力 ４６
厚木営業所

第44回印刷＆ＯＡ機器フェアー

至相模原

急線
小田

至小田原
東名高速道路
至平塚

◆株式会社メディアテクノロジージャパン◆
◆ダイワボウ情報システム株式会社◆
ワークフローソリューション EQUIOS Rite Ver.4
エレコム WiFi対応GPS付ドライブレコーダー
デジタルハイスピードレーザーシステム MotionCutter(パネル展示）
LVR‑HSD310HWG
UVインクジェット方式 ScodiX S75（パネル展示）
エレコム パンチルト式ナイトビジョンネットワークカメラ
◆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◆
菊全両面印刷 校正インクジェットプリンタ
（パネル展示）
NCC-ENP100WH
Web to Printシステム iAutolay Magic V1.2
◆リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社◆
Linux搭載 2BayNAS 2TB NSR‑MS2T2BLB
PRESSMAX環境対応印刷関連薬品
菊全判オフセット印刷機 RMGT10（パネル展示）
Linux搭載 4BayNAS 4TB NSR‑6S4T4BLB
S‑Z1/FC‑2/DC‑2/GR（サンプル展示）
Ａ全判オフセット印刷機 MGT9（パネル展示）
DIS mobile WiMAX接続専用Speed Wi-Fi
◆株式会社ムサシ◆
◆コダック合同会社◆
NEXT W01 HWD31SWU/DM
印刷業向け管理システム M BOOSTER FirtstPack
プロセスフリープレート Sonora XJ（パネル展示)
◆株式会社モリサワ◆
多目的光沢加工機 ＤＣ 1
プレートセッター Achieve T400/T800（パネル展示)
バリアブルソフト MVP7 Pro & Std Edition
各種カードプリンター MP 300Duo
多言語対応電子対応ツール MCCatalog＋
+専用組版WINソフト MP Master
Premium Plan(年間使用料金)
◆メディアコンフォート株式会社◆
組版編集ソフト MC Smart3
菊四裁対応高速CTP ELEFAX LP 530e
◆キヤノンマーケティングジャパン株式会社◆
オプション統合パッケージソフト MDS Smart3
マルチカードスリッター きりっ子 MCX AR
A1ノビ対応6色プリンター imagePROGRAF iPF6400SE
◆エフ・ネットシステム株式会社◆
再転写カードプリンタ Nisca PR C201
クリエイティブアーツ向けプリンター image PRESS C60
パナソニック ビジネスホン IP office−S/M/L
◆ダイヤミック株式会社◆
カラーカードプリンター CX G2400
NSS ネットワークカメラ NPD‑1080CD
CTP サーマルディジプレートシステム TDP 459Ⅱ
+CX‑G2400専用の作成ソフト イメージクリエイトSE
京セラ カラー複合機 TASKalfa2551ci
三菱リアプロジェクター用スクリーンフィルム
◆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
「彩美s <SaiVis>」 MRPS
DTP用プロダクションプリンター DocuColor 7171 P
・株式会社インフィールド◆
テープクリエイター Brother TP M5000N
カラー複合機 DocuCentre‑V C3376 PFS
建築設備CADソフト CADEWA Real 2015 シリーズ
四六半栽サーマルプレートセッタ MADIATH（パネル展示）
◆株式会社沖電気カスタマアドテック◆
積算・見積ソフト 見積CRAFT 2014 シリーズ
◆株式会社ホリゾン東テクノ◆
5色対応LEDカラープリンター ML VINCI C941dn
積算・見積ソフト 見積CRAFT Light 2014 シリーズ
DM紙折機 AFC566FKT
カラーLED複合機 COREFIDO MC883dnwv
建築設備CADソフト CRAFT CAD Ver.7 C 1A
プレススタッカー PST 40
◆エプソン販売株式会社◆
セットパック VMP SWL S1（PDF図面CADソフト
ロータリーダイカットシステム RD 4055
スマートグラスで広がる世界 MOVERIO BT200
VectorMasterPro＋紙図面CADソフト ScanWaveLite）
+RD用コンプレッサー
WristableGPS for Trek GPS MZ-500B/S
電気設備工事 施工要領PDF・CADデータ
（改訂第２版）SD 1A
筋入れ機 CRF 362
ラベルプリンター TM‑C7500G
USBメモリーでマイナンバーを安全管理 マイガード
コンピュータ油圧断裁機 APC 610
◆株式会社山櫻◆
二次元CAD ZWCAD＋std
◆コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社◆
封筒印刷用スタータキット YL5000 YAF
◆日本欄罫工業株式会社◆
フルカラーデジタル印刷システム
CARD MATE Digica Rev5
HOT NAMARE UPDOWN箔押し機 S W M型
bizhub PRESS C1070 Color
インクジェットプリンター YJ G650
HOT NAMARE オンデマンド箔押し機 Y HT35型
◆理想科学工業株式会社◆
◆株式会社ピクトリコ◆
◆株式会社ジェピック◆
高速2色用デジタル印刷機 RISOGRAPH ME935
インクジェット製版フィルム出力システム Sai
（RIP）
省エネ対策設備機器（パネル展示）
高速カラープリンター ORPHIS EX9050
＋プリンタPX-H6000＋フィルムTPS100、
TPF100
中古印刷機械・製本機械売買相談コーナー
＋くるみ製本フィニッシャー
インクジェット用紙 種類多数
◆カシオ情報機器株式会社◆
◆株式会社ウチダテクノ◆
◆春日電機株式会社◆
楽一 BX500/NS‑D120
帯掛機 テーピットWX
送風式イオナイザー KD‑750B‑1/
◆アイリスチトセ株式会社◆
光枚数計数機 スタックマスターSM‑NEWi
/KD‑750BB‑1/KD‑750BB‑1F/KD‑740B‑1
回転椅子 GIGA‑X‑T‑GIX‑45L0‑F/BIT‑EX43L0‑F
光枚数計数機 CM4200i
コンパクト式イオナイザー KD‑150W‑1
折畳み椅子 CAL‑X03M‑V
自動紙折機 F 480+エアさばきユニット
スマートACイオナイザー ASBIS‑500
スタッキングチェア LTS‑110‑V/LTS‑4M‑V
メイリング機械 テープディスペンサー9GR
静電気測定器 KSD‑1000/KSD‑2000/KSD‑3000
スタッキングチェア クリストCDMC23C
電動ドリル研磨機
◆株式会社フジ医療器◆
フォールディングテーブル フレクター CFSA30M
◆デュプロ株式会社◆
補聴器
ハンガー付回転椅子 HG‑X-CKR‑46M0‑F
カッタークリーサー DC 646
マッサージチェア SKS‑6700/SKS‑200
◆社会貢献ブース◆
紙折機エアーサクションフォルダー DF 1200
◆有限会社ピクア◆
ピップ 癒しのロボット うなずきかぼちゃん
かんたんハードカバーメーカー EB 1
転写プリントシステム ピクアル ビジネスセット
エルエーピ
◆株式会社正栄機械製作所◆
◆日本オフィスラミネーター株式会社◆
麻痺してしまった手のリハビリテーション補助ロボット
コンパクトKT56+アキュームレートナイフ機能付
新型ホット専用Ａ3ラミネーター ＲＳＨ‑380ＳL
◆株式会社アイコー◆
小物折用立揃えデリバリー
オクイ ハンドタイプ インクジェットプリンタ Elfin Hand
うるおリッチ 高度清浄加湿装置 ＳＡＴ‑ＵＲ22Ｍ
※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。
＊赤太丸は新製品です。

Printing

Oﬃce Automation

くるみ製本が出来るプリンター誕生！
！

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

ビジネスI Jプリンター

http://www.riso.co.jp/

端物印刷・封筒印刷に最適
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

・タッチパネルの簡単操作
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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大成功!! ARISSスクールコンタクト
ARISS School Contact
七沢希望の丘初等学校
後援

JAXA

厚木市

エプソンがまた、
やって
した今度は
！
エプソンがまた、
やって
く
れま
した今度は
！
エプソンがまた、
やってく
くれま
れま
した今度は
！
導入コスト０円
※
ロ の新プリント
導入コストゼ

千円から！

機種名
プラン名

湖に流れ着いた流木 さまざまな種類の流木
□ぼくりゅう紙の特徴
製紙過程において、他のエコペーパーのように同一種の木だけでなく、様々な種
類の流木が混ざり合うことで風合いがかわるのも魅力のひとつ。
一枚一枚に表情を持ったペーパーアイテムをお作りいただけます。
印刷適正：◎オンデマンド印刷・◎オフセット印刷・◯活版印刷
△インクジェット印刷
（水性インクはにじむ場合があります）
□ぼくりゅう紙がつなぐ未来
当社は 人 によりそった仕事を心がけ、豊かな社会の実現に向けた活動を推進
しております。世界には飢餓、戦争、災害など様々な問題を抱えた子ども達がいま
す。当社では「ぼくりゅう紙子ども支援プロジェクト」
として、
ぼくりゅう紙の売上の一
部を支援団体に寄付する意向です。
「紙から人へ」一人でも多くの子ども達の未来を守りたいと私どもは考えています。
枚数 A4薄(140g/㎡） A4厚(180g/㎡） A3薄(140g/㎡） A3厚(180g/㎡）
10
500円
700円
1,000円
1,400円
30
1,500円
2,100円
3,000円
4,200円
50
2,250円
3,250円
4,500円
6,500円
100
4,000円
6,000円
8,000円
12,000円

うら面

ラインアップ拡充
A3複合機
ベーシック

フルセット

A3プリンター
ベーシック

NEW

A4複合機
ベーシック

A4プリンター
ベーシック

（PX-SM840FX）

（PX-S840X）

フルセット

料金コース機器構成 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 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 スタンダードB フルカラーB スタンダードB フルカラーB

■月額ご利用料金
の算出方法
基本使用料金（月額）

（PX-S7050S）

＋

超過従量料金（／枚）

⬇

月額ご利用料金

カセット2段の基本モデ カセット4段の大容量給 カセット2段の基本モデ カセット4段の大容量給 3WAY（増設不可）
最大580枚
ル最大831枚
ル最大831枚
紙モデル最大1,831枚
紙モデル最大1,831枚
契約年数5年
基本使用料金（月額）
基本印刷枚数、
保守
10,000 円（税別） 12,000 円（税別） 8,000 円（税別）
10,000 円（税別） 6,000 円（税別）
サービス、
インクも含む
2,400枚
2,000枚
2,400枚
1,000枚
モノクロ 2,000枚
1,000枚
1,200枚
1,000枚
1,200枚
700枚
基本印刷枚数
720枚
600枚
600枚
720枚
400枚
カラー
1.5円
1.5円
1.5円
1.5円
1.5円
超過従量料金 モノクロ
5.0円
5.0円
5.0円
5.0円
5.0円
（／枚） カラー
5.0円
5.0円
5.0円
5.0円
5.0円
SYSTEM CREATION COMPANY －
価値創造企業

3WAY（増設不可）
最大580枚

5,000 円（税別）
1,000枚
400枚
1.5円
5.0円

700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︒

5（税別）

名刺・葉書・封筒・便箋
メッセージカード・案内状
POP・命名紙・メニュー
賞 状 用 紙・証 書 用 紙
名札・席次表等

従来、A3ビジネスインクジェット複合機しかなかった定額料金のプリントサービスを、
新たにA3プリンター、A4複合機、A4プリンターの3モデルを追加し、6つのプランを
ご用意しました。

サービス

月々

厚木市教育委員会

□ぼくりゅう紙とは
アルプス山系にある東京電力が管轄するダム湖に流れ着いた「日本アルプスの
流木」。
そのままでは二次災害などの原因となるため、
その多くが大量に処理され
ています。
その流木を利用できないかと考えエコペーパー
（流木チップ30％+古紙
70％）
をつくりました。
生成に薬品等を一切使用しないなど、環境にも配慮されています。
日本のエコか
ら生まれた純国産の自然にやさしい紙です。
―――用途例―――

価格表

厚木市で唯一の私立内田学園七沢希望の丘初
等学校のアマチュア無線クラブは、国際宇宙
ステーション滞在中の油井亀美也さんとの交
信に、見事大成功しました。
2015年12月2日㈬小学校内の多目的ホール
で、17時30分から行いました。
七沢希望の丘初等学校の生徒達が順番に質問
して油井さんが回答するという形で
行なわれました。
約10分間、生徒達はしっかりと
落ち着いて交信し、遠く離れた宇
宙ステーション(約400㌔上空)との交信と
は思えない程鮮明な会話に、会場内は緊張
と感動と興奮に包まれていました｡
宇宙飛行士との交流を通し、宇宙を身近に感じる
事が出来た、大変貴重な体験でした。
アイコーも協賛とし
て、QSLカード(ア
マチュア無線の交信
証明書)を作成·提供
させて頂きました。
油井さんの手にQSL
カードが届く日も近
おもて面
そうです。
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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

本体価格 1‚398,000円(税別)

■ 印刷業総合業務統合システム

○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

■ カードプリントオンデマンドシステム

MP300Duo

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)

■ POD専用光沢加工機

○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

DC-1
■ ワイドフォーマットLED-UVプリンター

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。

神静支店
http://www.musashinet.co.jp/

http://www.oca.co.jp
〒220-0004
横浜市西区北幸２−８−４ 横浜西口ＫＮビル２Ｆ
TEL：045‑321‑1151 FAX：045‑321‑1275

アイコーだより

フ ァ ミ リ ー

株式会社フジ医療器の販売特約店として
お客様をサポートします。

高音質

●メーカー訪問サポート無料

安心 ● 紹介キャンペーン実施中！
この機会にぜひ
補聴器を
試してみませか？

無料で「きこえ測定・補聴器体感」実施致します。
今、
お使いの補聴器の点検・掃除/ご自宅への出張
専門のスタッフが承ります。

調整しだいで電話・スマホもO K!
お気軽に御相談下さい。

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。

家族
団らん

テレビ
もっと
楽しめます

﹁聞こえ﹂がかわれば︑
ライフスタイルももっと
変わります︒

聞きにくいな
と感じたら...

補聴器で

2016年 1 月1 日
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⑷

家庭で
テレビの音量でもめる…

TV

に
歩行中
後ろの車に気が付かない…

！
！

に
会話中
聞き返すことが増えた…

♪

♪

印刷機＆OA 機器フェアーの社会貢献ブースに出展します
お正月の展示会では「社会貢献ブース」にて、これから
さまざまな分野で普及していくであろうロボット業界の
世界からの商品紹介を行います。

☎ 046‑228‑2255

株式会社アイコー
営業サポート部まで

皆 様にお願い!!
来る1月2 1日〜 2 2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。

笑顔で元気に生活してもらい
たい。そんな想いをこめたス
マイルサプリメントロボット

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

ピップ株式会社

http://www.pipjapan.co.jp/

麻痺してしまった手のリハビリテーション補助ロボット
特長
特長
特長
特長

こんなとき…。
● 手指の麻痺に対するリハビリテーション補助機器として
● 退院後の自宅でのリハビリテーション補助機器として

「安全・安心」
「やさしくフィット」
「簡単な装着と操作」
「症状に柔軟に対応」

脳神経的理由による場合や整形外科
手術後等におけるリハビリテーショ
ンは出来るだけ早急に始めることを
お薦めします。

株式会社エルエーピー
http://www.t-atom.com/

