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緊張のあまり相手の目も見ること
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から発達していきます。一方で、

囲気は？時間や場所、天気は…？等、 働き始め両親の顔を認識すること
先日ある研修の中で『第一印象がい
の表情を的確に識別することが動

かに大事か』という話を聞きました。 危険や脅威から逃れるためにも顔
物的にも生存の条件であったため、

秒、そして人物の印象決める

初対面の時、第一印象を決める時間
は約

その神経回路が進化してきました。

様々のデータからも笑顔に対する

好印象の表情、それは笑顔です。

大きな影響を及ぼしています。

表情というものは人間の心身に

内容は「見た目などの視覚情報が
％」「口調や話の早さなどの聴覚

心身への良い影響は実証されてい

が、私個人的には見た目より中身だ

いうことは先ほどもお伝えしました

視覚が一番奥の割合を占めていると

でのかけがえのない出会いです。

の地球の人口、

も中にはいるでしょう。しかしこ

ます。一度会ってそれきりの相手

は必須です。誰にでも最初があり
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マチ付パッケージ資材に
インクジェットで直接印字

インターネットセキュリティ
対策の専用機器
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につながります。笑顔への好影響

と思っています。相手と話して、接
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いましたが、会って約

からリアルタイムで笑顔を測るセ

てしまうとは思っていませんでした。 ますし、もちろん初対面の好印象
初対面の人との

ンサも発売されるなど、接客業を

秒。多くの方が緊

張や不安などから自分が何を話して

して、コミュニケーションをとって

り、生涯に一度しか会わない相手

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!
・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!

はじめ様々な業種でサービス向上

いくうちに外から伝わる情報よりも

だとしてもその出会いはあなたの、
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掛けていきたいです。
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7250

Business Inkjet Printer

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。

55

コンパクトとなったオルフィス
FW5230はどのオフィスでも
フィットします。超高速性で
プリンタコストも経済的です。
リソー
マリーンレッド

くるみ製本フィニッシャーオプション付き
ブライト
レッド
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600ページの冊子を内製できる
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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

株式会社 ア イ コ ー

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。
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アイコー新聞をお届けのお客様限定！
！
！
メーカー直や他の販売店では決して買えない弊社の独自技術満載のカスタム機､
アイコー限定の孔版印刷機のご紹介です。でもその前に孔版印刷って何？ コピー機
と違うの？と思われるお客様は多いと思います。でも大丈夫！ 今回は孔版印刷
の仕組、複合機との違いをイラスト入りでご説明させていただきます。

２色を高速・高精細にプリントするデジタル印刷機

（アイコーカスタム仕様）

孔版印刷とは、

印刷の方式には、4種類にわけます。
①凸版（活版印刷、
フレキソ印刷）
版画やハンコの仕組みと同じで、
金属板、
木板、
ゴム
板の凸部分にインクを付けて、
用紙に転写します。

インク

用紙
マスター版

インク

②凹版（グラビア印刷）
金属板の凹部分にインクをためて、
用紙に転写しま
す。
おもにグラビア写真に利用されています。

用紙
マスター版

③平版（オフセット印刷）
水と油の反発を利用した方法で印刷機では最も多
く利用されています。

インク

用紙
マスター版

④孔版印刷
（シルクスクリーン印刷、
謄写版印刷）
スクリーン状の版に細かな孔を開け、
その孔からイ
ンクを押し出して印刷します。
リソグラフも孔版印刷の仕組みを応用しています。

インク
マスター版
用紙

4種類のほかにインクジェット方式印刷
（大判プリンター）
やトナー方式印刷（レーザープリンター）
があ
ります。

リソグラフ製版の仕組み、複合機との違い
印刷：このマスターの孔
（あな）
にインクを通して、
印刷します。
インク
マスター
用紙

リソグラフは、微細な孔
（あな）
をあけたマスターを内部の印
刷ドラムに巻き付け、
そのドラムを高速回転させることによ
って、最高150枚/分もの速度で印刷することができます。

巻き付きられた
ローラー
紙の流れ

☞ 機械貸出 ( 無料 ) も可能ですので実際にお

使いいただき良さを実感してみてください！！

☞ 機械が苦手な女性の方や、高齢者の方にも

使用者を選ばず高品質の印刷ができます！
！

リソグラフACは、カラーインクを使用すれば色印刷も可能です。2色を同時
印刷しインパクトのあるチラシやプリントをつくることが可能。2色のカラー
の組み合わせで、写真も再現でき、伝わりやすいプリントができます。オリジ
ナルに調合したオーダーカラーインクを作成することも可能です。

教材・冊子など

封

筒

広報誌・チラシなど

メーカーの標準機と当社のカスタム機の違い

リソグラフ印刷の仕組み

マスター

・操作は簡単、
洗浄いらずでとにかく楽
・速乾インクを使用して、
乾きがとにかく早い
・マスター ２円 版にて、
価格がとにかく安い
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。

カラーインクで色印刷も可能

リソグラフは、複写機などとは仕組みが異なり、1枚1枚
にトナーを熱で定着させるヒーターを使用しないため、
大量印刷も少ない消費電力で行うことができます。

高速回転

誰でも簡単にプロ並みの印刷が可能

インク
ドラム
スキージーローラー

・標準機リソグラフ
①インクの乾きに多少時間が掛る
②インクの消費量がカスタム機より早い
③印字調節が0.5ミリ間隔になる
④用紙の種類により、排紙がまばらになりやす
い
⑤用紙種類、気候により紙詰まりが発生するこ
とがある

・カスタム機リソグラフAC
①速乾インク採用により、乾きが早い！
②インクの出る穴をあえて狭くし、
コスト削減に！
③0.1ミリ間隔から細かな印字調節可能に！
④特別パーツ取り付けにより排紙が大幅安定
に！
⑤弊社限定のパーツ付け替えで、
紙詰まりが少
なくなる状態に！

プレスローラーー

そして、V字型の排紙台とフェンス両側の"ドミノ"機構によ
って高速で排紙される用紙を整然と受け止め、積み上げま
す。印刷後にフェンスを倒してそのまま取り出すことができ
ます。

標準機よりもカスタム機の素晴らしさ、
お得さを分かっていただけましたでしょうか？
文章だけでは伝わらない事も沢山あります。弊社では貸出機を無料でご用意して
いますので、
実際に使っていただいて納得していただけるように弊社スタッフもお手
伝いさせていただきたいです。貸出以外のお問い合わせでもお気軽にお問い合わ
せください！受話器を片手にいつでもお待ちしています！
！
！
（IZUMI）

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
〒231‑0023 神奈川県横浜市中区山下町209
帝蚕関内ビル11F
TEL 045‑330‑9938 FAX 045‑522‑5151

・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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毎日の業務をもっと簡単に！さらに安心に！

カシオ

楽一

フジ医療器

に新機種登場！

最新

楽一が目指しているのは「誰にでも」「すぐにでも」使える便利な性能、「いつでも」
「どこにでも」お届けできるサポートをプラスした安心して頼れる即戦力！ 新しい楽一
が、事業の活性化にしっかりと貢献します。
VG-Server
サーバーモデル

マルチタッチ対応
XG10 専用機モデル

マルチタッチ対応
VG10 PC モデル

初登場！

安心
支援

経営
支援

デジタル

補聴器
こんなお悩みは､ありませんか？

✓

□ご家族様でチェックしてみてください。
□テレビの容量が大きいと言われる。
□玄関チャイムの音が聞こえづらい。 ひとつでも
□電話に出ても聞きづらい。
心あたりある方は
□呼びかけられてもよくわからない。
□会議・集会で声が聞き取りづらい。
ぜひ
□話し声が大きいと言われる。
ご相談下さい。
□聞き間違いが多い。

補聴器

使用中の補聴器で
お悩みの方
・雑音が気になる
・取扱いが難しい
・ピーピーうるさい
・耳にぴったりはまらない
・言葉がはっきり聞こえない

ご自分の聞こえの状態を調べてみませんか？

らくらくスキャナー

業務
支援

www.fujiiryoki.co.jp/

使い慣れた伝票で業務が行える
人は誰でも年齢を重ねると聴力は低下します。一般的に40歳代から聴力が衰えはじめ、
今お使いの伝票をそのまま画面に表示可能。使い慣れた伝票に直
50歳代くらいから会話に影響が出始めます。特に高音域から低下していきます。
接入力する感覚で作業することができるので、初めての方でも安心
便利！納得！安心！の３拍子で聞こえを応援
です。一度の作業で様々な種類の伝票に出力も可能！ 二度手間
人目を気にせず相談できます！
を解消できます。
お出かけいただく煩わしさがありません！
「楽一サポートパックプラス｣が標準装備！
ご自宅など普段の生活環境の中で
大切なデータを守るセキュリティーソフト、Web 経由で最新の業務
聴力測定を行えます。
プログラムを配信するオンラインソフト保守ツール、オンラインバックアッ
プなど、もしもの時に安心です。ハードトラブルが起こった際は、メー
ご購入後も長く快適にご使用いた
だけるようサポート致します。
カーサービスマンが無償で出向修理いたします。
楽らく経営リサーチで視覚化
専門スタッフが
楽らく経営リサーチを使えば納品書や請求書を作成する為に入力さ
ご使用される方の聴力に
れたデータを、見やすい表やグラフに簡単変換！ 会社の強みや改
合わせた補聴器をお試し
ご自宅へお伺い
善すべき課題など、必要な情報を「見える化」して経営者サポート
いただきます。
致します!
する分析ツールです。
お気軽にお申込み下さい！

1 便利！
2 納得！
3 安心！

カシオ情報機器株式会社

http://www.casio-info-sys.jp/

※ご自宅以外も可。

お問合せ先はアイコーまで

アイコーではウォッチガード をお勧めします
インターネットバンキングやマイナンバーの導入など IT 技術により
日々便利になっていく業務環境の中でサイバー攻撃などの被害も比例
して増えているようです。
セキュリティ問題が発生すると、業務に支障が出るだけでなく個人情
報漏洩、
信頼喪失につながります。下記のもう一度確認したい 5 チェッ
クポイントを確認して頂き、一つでも当てはまるお客様にはウォッチ
ガードとウィルス対策ソフトの導入をお勧め致します。
社外

ス
ル
ウィ

ゲートウェイ
セキュリティー
UTM

PC

エンドポイント
ス
セキュリティー
ル
アンチウイルス
ウィ
ソフト

インターネッ
ト
複合機

CD・
DVD

TG

月額

社内ネットワークを選別し、 機器代保守料
あぶない内容はブロック
5年付き

NAS

社内

9,500円

USB
HDD

社内の PC をウイルス
からシャッタアウト

SYSTEM CREATION COMPANY －

PC へインストールする
ウイルスソフトは別途料金

5色印刷に対応したフラッグシップカラーLEDプリンタ

価値創造企業

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

■印刷業総合業務統合システム

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

設置場所に余裕がないユーザーに最適のＯＫＩ A3カラーLED複合
色再現と用紙対応力に優れたカラーLEDプリ
ンタ

MICROLINE VINCI C931dn

税込価格
1,077,840円（本体価格 998,000円）
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
○最大出力解像度True1200dpi
○大容量モデル
○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

スタンダードモデル

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

Ⅱ

※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
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ユーザのご紹介
MOTO CORSE LAB. / モトコルセ ラボ
1994 年創業以来携わる BIMOTA をはじめ、そのスタートから
取扱いを始めた MV AGUSTA、DUCATI などの、イタリアンプ
レミアムモーターサイクル専門店として、輝かしい歴史のあるモー
ターサイクルブランドと共にその面白みをより探究してゆく LAB.
としての役割はもちろんのこと、お客様にはその素晴らしいプロ
ダクトの数々をご堪能、ゆったりと、おくつろぎ頂ける空間を提
供させて頂きます。MOTO CORSE LAB. へ、ぜひお越し下さい。
プリント
ファクス

http://www.motocorse.jp/

コピー／スキャン

所在地 : 〒243-0022 神奈川県 厚木市 酒井 3011 番地
TEL 046-220-1711
FAX 046-220-1733
今回ご紹介するお客様は、2014 年の夏に「EPSON
スマートチャージ」サービスが提供された直後から
ご 利 用 い た だ い て お り ま す、モ ト コ ル セ 様 で す。
「EPSON スマートチャージ」の大きな特徴として
機器購入コストが不要であり、初期の搬入設置費に
月額の基本料金（基本枚数はプランにより）で利用

● A3 複合機フルセット

できインク代、保守サービスの料金も含まれており

契約年数 5 年

ます。コピー、FAX、プリンタ、スキャンという複

月額料金 12,000（税別）
モノクロ 2,400 枚
カラー 720 枚

合機の利用形態を大きく変えた「EPSON スマート

円

質問事項

①所属部署

②入社月日

③血液型・星座

さな

真 田 祥 樹

だ

年４月

射手座

28

①神奈川営業部

②平成

③Ａ型

25

よし

日

バー兼製造スタッフ）

き

④ 食 品 製 造 工 業（ 配 送 ド ラ イ

⑤ＳＵＶ乗用車

⑥特になし

⑦旅行

⑧國村隼（渋い老俳優）

日付で神奈川営

☞
ら“真田丸”とちょこちょこ

呼ばれたりしますので気軽に

声をかけてください。話は戻

りまして、横浜や川崎周辺の

エリアを担当されてた先輩か

ら引き継ぐということで、最

初はこれまで築いて来た関係

を維持すべく、千里の道も一

歩からミスのないように行動

し て い く 所 存 で ご ざ い ま す。

聖心誠意かつ柔軟に対応して

いくので今後もよろしくお願

いします。

株式会社 Q W E R

25

⑨タイのプーケット島で海水浴

当社の休業日は
8月11日㈭より8月15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。

業部に新人として入りました

−夏季休業について−

⑩新たに４月

アイコーからのお知らせ

真田です。某公共放送で現在

用途、サイズにより様々な製品がありますので、詳細は営業迄ご相談下さい。

放送されている大河ドラマの

Spec Model
おすすめは！High
L-170series HE

④アイコーに

LED

入る前の職業は？

LED

PCB
基板

の
⑤今︑一番欲しいものは？

ヒートシンク

⑥特技

ヒートシンク

電源ユニット

⑦趣味

EdgeDriver

現行製品

主人公にちなんで、社内外か

新開発の小型電源ユニット
により、従来のヒートシンクの
下部にマウントしていた電源
ユニットをLEDランプの口金
CAP内部に収納。これによ
り広配光や粒状感のない優
しい光を実現。器具内の反
射も最大限に活用でき、蛍
光灯と違和感のないLED化
が可能です。

⑧好きな芸能人は？

EdgeDriverタイプとは

⑨人生の中で一番

直管型 LED ランプ

幸せに感じたことは？

170
lm/W

内田洋行のLED照明
⑩自己PRどうぞ！

省エネ !
らに
さ NEW

チャージ」サービスをぜひご検討ください。

☜

