会場 : 富士ゼロックス株式会社

ご挨拶

六本木ティーキューブ 6F
グラフィック コミュニケーション サービス 東京

拝啓
時下ますますご清栄のことお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度開催致します「ムサシ夏の大商談会」では富士フイルム、富士ゼロックス製品を中心とした
機器やシステムの提案並びに、印刷会社ならではのひと味違う訴求力の高いオリジナルグッズ・ノベル
ティグッズのサンプル展示を中心とした展示会として開催させていただきます。
併せて、４つのセミナーを開催いたしますので是非ともご来場賜りますようお願い申し上げます。
敬具

平成 30 年 8 月吉日
株式会社ムサシ東京第二支店
取締役支店長 廻 真一郎

SEMINAR
８月２３日（木）13:00〜14:30
（１）これぞ紙わざ！ POD でのマテリアル活用

講師：富士ゼロックス東京株式会社 GCS 営業統括部 GA 営業部 営業 2 課 課長
有限会社 高田紙器製作所

代表取締役社長 髙田 照和

鎌形 明

様

様

POD の可能性を追い求め、全国を勢力的に飛び回り、各地で POD の守備範囲を広げてきた張本人。実践的で役立つセミナーとし
て定評あり。今回は紙加工のスペシャリストとコラボレーションにてお話しします。どんな内容になるか乞うご期待！

８月２３日（木）15:30〜16:30
（２）IGAS2018 に見る最新トレンド

講師：富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社

技術部

IGAS2018 のキーワードの一つに「スマートファクトリー」が挙げられます。受注から制作、印刷、後加工に渡る革新的な技術と
製品、サービスを通じて印刷業界の工場・工程のスマート化の実現に繋がるソリューションをご紹介致します。

８月２４日（金）10:30〜11:30 定員 20 名
（３）工程管理システム導入による業務効率向上の秘訣とは！！

講師：株式会社ムサシ

廣川

浩一

工程管理システム「M BOOSTER」を有効活用し、業務効率化を実現している導入ユーザー様の導入経緯や、どのようにすれば従来
のシステム（工程）をスムーズに新システムに移行し、且つ生産性の向上に繋げているかをユーザー事例を交えてご説明致します。

８月２４日（金）13:30〜15:00 定員 20 名
（４）これぞ紙わざ！ POD でのマテリアル活用

講師：富士ゼロックス東京株式会社 GCS 営業統括部 GA 営業部 営業 2 課 課長

鎌形 明

POD の可能性を追い求め、全国を勢力的に飛び回り、各地で POD の守備範囲を広げてきた張本人。実践的で役立つセミナーとし
て定評あり。

主催：株式会社ムサシ
協賛 : 富士フイルム グローバル グラフィック システムズ株式会社
富士ゼロックス株式会社
富士ゼロックス東京株式会社

様

FAX : 03-3546-7839

［セミナー受講お申し込み FAX 用紙］

株式会社ムサシ 東京第二支店 宛

お手数ですが下記の項目にご記入の上、FAX 用紙にてお申し込み下さい。

貴社名
ご住所
お電話番号

FAX 番号

ご参加者１
セミナー
1・2・3・4

お名前

ご参加者3
セミナー
1・2・3・4

お名前

お役職
部署名

お役職
部署名

ご参加者2
セミナー
1・2・3・4

お名前

ご参加者4
セミナー
1・2・3・4

お名前

お役職
部署名

お役職
部署名
※ 参加をご希望されるセミナーを○で囲んで下さい。

個人情報の取り扱いについて
ご記入頂きましたお客様の個人情報は、弊社およびあらかじめ弊社との間で機密保持契約を締結している関連会社、業務委託先等において、商品・サービスのご紹介や対面営業を
含むマーケティング活動のために利用させて頂く事がございます。なお、お客様の個人情報は、法令および弊社内部規定に基づき厳重に管理致します。

出展会社•出展機種紹介
富士フイルム グローバル グラフィック システムズ株式会社

富士ゼロックス株式会社

自動プランニング・レイアウトソフトウェア

• Iridesse™ Production Press

• B9136 Light Publisher

• Versant 3100 Press
TM
• Versant 180 Press

• その他各種プリンタ・ソフトウェア

高機能自動組版ソフトウェア

• PHOENIX V6.0

• FormMagic4

TM

Web受注・自動組版システム

• iAutolay Magic

ダイニック株式会社
名刺・カードプリンター

箔押しメーカー

オンデマンド後加工機

卓上型手動箔押し機

• MP-300Duo

• DC-2
• GP-5

• DC-20

コムネット株式会社

ローランド ディー.ジー.株式会社

レーザー加工機

フラットベッドUVインクジェットプリンタ

• C180Ⅱ（XYモデル）
• EASY（ガルバノモデル）

• VersaUV LEF-200

レーザー箔転写機

• Laser Decorator LD-80

ビデオジェット・エックスライト株式会社

エプソン販売株式会社

株式会社メディアテクノロジー ジャパン

分光光度計

デジタルラベル印刷機
• SurePress（サンプル展示・映像展示）

本紙校正用IJプリンター
イオンバランサー
• Proof Jet F780 （サンプル展示） • TAS-182

• eXact シリーズ

インキ調色システム

• InkFormulation6

Duplo株式会社

NEC ネクサソリューションズ株式会社

マテリアルコーナー

デジタルスポットUVニスコーター

自動組版システム

・株式会社竹尾

• SUPER DIGITORIAL / CMS

・ユニオンケミカー株式会社

• DDC-810（サンプル展示）
株式会社Too

株式会社Luci

デジタル校正ソフトウェア

色評価用LEDハンディライト
• テソラ

• Proof Checker PRO
• 新旧文書 他

サンレイインターナショナル株式会社

静岡製機株式会社

非接触式計数機

気化式冷風機

• CC200SS

カーデックス株式会社
LED捕虫器
• 虫とらシリーズ

• CE6000-ASF

エム・ビー・エス株式会社

在版フイルム入力サービス相談コーナー

エフ・ビー・エム株式会社

POSTER PRINTER ST-1

株式会社ムサシ•エービーシー

• オンデマンドプリンタ用マテリアル

• Primacy

カッティングプロッタ

ムサシ•イメージ情報株式会社

• ミクロフィルター AstroPore

カードプリンタ

グラフテック株式会社

• RKFシリーズ

富士フイルム株式会社

・株式会社中川製作所

株式会社ムサシ

印刷業総合業務管理システム

データエントリーサービス相談コーナー

印刷 web 受発注システム

• M BOOSTER シリーズ

• PrintOrder

シール・ラベル用ロールプリンター

• iSys label EDGE850

会場

富士ゼロックス株式会社

グラフィック コミュニケーション サービス 東京
六本木ティーキューブ 6F

アマンド

FAX : 03-3546-7839

セブン
イレブン

木

本

六

駅

目

丁

一

ローソン
六本木
アークヒルズ

富士ゼロックス
六本木ティーキューブ６F

外堀通り

TEL : 03-3546-7733

大江
戸線

●お問い合わせは... 株式会社ムサシ 東京第二支店 中﨑まで

サンクス

六本木通り

銀座線

六本木
ヒルズ

六本木駅
谷線
日比
り
東通
外苑

住所：東京都港区六本木 3-1-1
TEL:03-3584-9380

赤坂
ツインタワー 溜池山王駅
ローソン

線

南北

■ 南北線「六本木一丁目」駅 西口改札 1 番出口方面

＜販売店＞

■「六本木」駅・「溜池山王」駅 徒歩 7 分
■ 渋谷駅又は新橋駅より「都 01」系統「六本木一丁目駅」下車徒歩 1 分

