AIKOH FAIR 2022
Attract EXCHITION

50th QWER since 1972

Anniversary

9月15日（木） 10：00〜18：00
16日（金） 9：30〜18：00

完全予約制
新型コロナウイルス感染対策として
事前予約制にて開催いたします。
展示会
会 場

厚木市文化会館 地下大展示場B2F
厚木市恩名1‑9‑20

https://atsugi bunka.jp

☎ 046‑225‑2588

メーカー
■富士フイルム
ビジネスイノベーション
ジャパン株式会社

出展予定機種
■オンデマンドプリンター ApeosPro C650
■オンデマンドプリンター Versant®180iPress
（感圧紙/静電除去装置ー仕様）
■A3カラー複合機 ApeosC2570PFS
■電子黒板 MAXHUB セミナー会場で使用展示

■コニカミノルタジャパン株式会社 ■オンデマンドプリンター AccurioPress C4080
■面付ソフト マルチプリントイン/プロポジション カタログ出展
■知性を統合したネットワークカメラ MOBOTIX カタログ出展
■印刷通販作成ツール in2site
■リコージャパン株式会社

■オンデマンドプリンター RICOH PRO C7210S
■ガーメントプリンター RI 100

■キヤノン
マーケティングジャパン株式会社

■オンデマンドプリンター imagePRESS C265
■セキュリティ関係‑UTM(HOME‑typeU4)
SubGate・バラクーダ・NIコラボ／電帳法関係

■ホリゾン・ジャパン株式会社

■全自動紙折機 AFV‑564FKT ■プレススタッカー PST‑44
■除電式紙揃え機 PJ‑200 ■無線綴じ機 BQ‑270V ■自動断裁機 APC‑480

■ダイヤミック株式会社

■トナー・Tシャツプリンター IMEX SDP‑A410
■プレス機 HPM‑8in1

■株式会社山櫻

■高速インクジェットプリンター YJ‑10050 (封筒フィーダーモデル)
■名刺カッター プロスカット PCM‑15N ■名刺プリンター デジカ Reｖ‑6C

■デュプロ株式会社

■封入封かん機 Relay3500 ■カッタークリーサ DC‑618
■ニスコーター DDC‑810 ■手差し封入機 DW‑A80

■株式会社ウチダテクノ

■シュリンク包装機 smipack SL55
■光計数機 CM4200i

■株式会社ミマキエンジニアリング

■UVインクジェットプリントカット機 UCJV300‑75
■フラットベットカッティングプロッタ― CFL‑605RT

■理想科学工業株式会社

■高速インクジェットプリンター FT5430 大容量封筒フィーダー搭載モデル
■高速インクジェットプリンター GL9730+マルチフィニッシャーM
■高速インクジェットプリンター GD9630 ノンカーボン対応モデル
■高速インクジェットプリンター GD9630+くるみ製品フィニシャー
■孔版印刷機リソグラフ MH935
（アイコーカスタム機）

■AED
（自動体外式除細動器）

■帯掛け機 テーピットWXⅡP

■ダイワボウ情報システム株式会社 ■モバイルディスプレイ I‑O DATA LCD‑CF161XDB‑M
■スマートフォン用CDレコーダー CD‑5WK ■モバイルWiMAX PKG/WP5/Y
■ラベルプリンター Brother TD‑4520TN ■ラベルプリンター Brother PT‑P910BT
■ポータブルブルーレイドライブ I‑O DATA BRP‑UC6K
■USBスピーカーフォン I‑O DATA USB‑SPPHS1
■高精度CO2センサー I‑O DATA UD‑CO2S
■AI顔追尾カメラ I‑O DATA TC‑MSC200
■株式会社グラフィックサポート

■封筒名刺プリンター 封筒革命(第3章）APPC5570 ■カードインパクトキューブ
■BFクラフト ■立体印刷物作成 EasyTactix サンプル・カタログ出展
■グラフィックマスターシート カタログ出展

■株式会社ムサシ

■キャンペーン支援ツール キュリア
（QLEAR）
■箔押し DC‑30

■株式会社ヴァーゴウェーブ

■作業アシストスーツ
「プロの現場で活躍するアシストスーツ」

■カシオ計算機株式会社

■楽一
（最新モデルWG3‑SET） ■ドットプリンター S‑PR‑105BX‑3

■株式会社アイコー

■株式会社大川印刷 社会課題解決型スタジオ with GREEN PRINTINGのご紹介
■三協エアテック株式会社 移動式加湿器 うるおリッチ AT-UR22MB

※出展機種は変更になる場合がございます。

セ ミ ナ ー の ご 案 内
コース
Print DXの実現に導く、SEソリューションメニューのご紹介

16日㈮10：00〜10：45

サイボウズ株式会社 「キントーン」
■概要
印刷DXよる業務改善、基幹システム連携、製造工程の見える化など様々な課題解決に向けた
メニューを紹介します。
Kintoneを活した印刷業務のDX化による生産改善の実現をご提案します。

あなた の「その 仕 事 」に

コース
コロナ禍でも大きな販促効果をもたらす、ITツールの営業手法

16日㈮14：30〜15：15

キャンペーン支援ツール
株式会社ミリアド ノーコードツール【QLEAR】のご紹介
■概要
QLEAR（キュリア）
とは、
スマホサイトやキャンペーンコンテンツを
『誰でも』
『 最短1分で』
『制作上限なし』で作成できるクラウドサービスです。
「新規顧客の開拓の武器が欲しい」
「受注単価アップの付加価値提案をしたい」
といった企業からご好評を頂いています。
今回は「紙媒体をデジタル」の最新事例を中心に説明します。
■対象
. 単発案件が多い価格競争・差別化が図りづらいなど新規顧客・案件獲得にお困りのお客様
. 新規開拓のフックツール印刷物＋αの提案を考えているお客様

予 約 申 込 書
◎ ご来場を希望される時間の番号をお選び下さい。
9月15日㈭

❶
❷
❸
❹

10：00〜12：00
13：00〜14：30
14：30〜16：30
16：30〜18：00

9月16日㈮

❺
❻
❼
❽

9：30〜12：00
13：00〜14：30
14：30〜16：30
16：30〜18：00

第１希望 第２希望 人

人

※人数の制限をお願いする場合がございます。

◎ セミナーの参加を希望しますか(9月16日のみ)

コース 10：00〜10：45
コース 14：30〜15：15

数

Aコース Bコース

（❺コースをご選択して下さい）
（❻or❼コースをご選択して下さい）
※希望しない場合は無記入

◎「各種 補助金簡単相談会」への参加を希望しますか
希望される方は「はい」のチェックをお願いします。

貴社名

□ はい

ご住所
ＴＥＬ

ー

ー

ご来場者
役職名

役職名

フリガナ

フリガナ

氏

氏

携

名

帯

E-mail

お申込先及び
お問合せ先

ー

ー

携

名

帯

ー

E-mail

〒243‑0025 神奈川県厚木市上落合463-3

TEL: 046−228−2255

担当営業

mail: srv@aikoh-jp.com
FAX：046‑228‑4401

ー

