
Creative Festa June 2018
参加無料／事前登録制

日 時： 2018年6月7日(木)・8日(金) 10:00 ～ 18:00
※ご来場は、17:30までにお願いいたします。

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
東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 6階

主 催：

協 賛： アドビ システムズ 株式会社

富士ゼロックス東京ホームページトップより → 「Creative Festa June 2018」

http://www.fujixerox.co.jp/tkx/
5月10日(木) 13:00から申込み受付開始

Vol.1.0

会場アクセス

交通アクセス

地下鉄南北線「六本木一丁目駅」（出口1方面）直結

地下鉄銀座線、南北線「溜池山王駅」(13番出口)より徒歩7分

地下鉄日比谷線、都営大江戸線「六本木駅」(5番出口)より徒歩7分

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
（ 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ６階 ）

※「六本木一丁目駅」ご利用の際のご注意

工事のため、従来使用していた中央改札からの地下通路は閉鎖

しています。

お申込みサイト

お申込みサイト

西改札を出て、六本木グランドタワー方面の地下通路をまっすぐ
お進みください。
六本木グランドタワーに入る手前に右に上がる階段がございます。
階段を上がり左に進むと六本木ティーキューブのエントランスが
ございます。
入ってすぐ（左側）のエスカレーターで2階へ上がり、
エレベーターをご利用ください。

http://www.fujixerox.co.jp/tkx/


セミナー時間割 一覧

1P

6月7日（木）

セミナールーム 【Ａ】 会場 セミナールーム【Ｂ】会場

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

【A1】10:30～12:00
“クリエイティブを科学する！”

常用デザイン心理学を活用した、
今までにないクリエイティブ制作手法を特別公開

【B1】14:00-15:10 ※A5・B2・B4と同一内容
[第1部] 安心かつ簡単に、プロの表現力を実現！

ビジュアルコミュニケーションで販促効果UP！！
[第2部] アドビ アプリケーション教育のご案内

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

6月8日（金）

セミナールーム 【Ａ】 会場 セミナールーム【Ｂ】会場

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

【A2】13:30～15:00
Adobe Muse開発中止のニュースで考える、
専門外のスタンスで行うウェブ制作

【A3】16:00～17:00
金・銀・パールも夢じゃない！
特殊トナーの表現力をアドビの岩本氏が語る

【B2】16:00-17:10 ※A5・B1・B4と同一内容
[第1部] 安心かつ簡単に、プロの表現力を実現！

ビジュアルコミュニケーションで販促効果UP！！
[第2部] アドビ アプリケーション教育のご案内

【A4】10:30～12:10
営業力強化と売上アップのための
ブランド×販促の仕掛け方

【B4】16:00-17:10 ※A5・B1・B2と同一内容
[第1部] 安心かつ簡単に、プロの表現力を実現！

ビジュアルコミュニケーションで販促効果UP！！
[第2部] アドビ アプリケーション教育のご案内

【A5】13:30-14:40 ※B1・B2・B4と同一内容
[第1部] 安心かつ簡単に、プロの表現力を実現！

ビジュアルコミュニケーションで販促効果UP！！
[第2部] アドビ アプリケーション教育のご案内

【A6】15:30～17:00
Illustrator、Photoshop、InDesignで実現する
データ駆動グラフィックの基本

【B3】14:00-15:00
Acrobat 電子署名（仮）



セミナープログラムガイド

フュージョン株式会社
営業グループ 営業二部 マーケティングプランナー

城下 勇一（しろした ゆういち）氏

6月7日（木） セミナールーム【Ａ】会場

『“クリエイティブを科学する！”
常用デザイン心理学を活用した、今までにないクリエイティブ制作手法を特別公開』

【概要】
私たちが目にする“良い”と評価されるクリエイティブには、必ずと言って良いほど認知心理学や色彩心理学などで
語られる法則が隠れております。これら法則を常に誰でも使えるような方法論（モデル）や手法（メソッド）に落とし
込んだモノを「常用デザイン心理学」と定義し、デザイン教育を受けていないディレクターやマーケターが活用する
道具（ツール）としてご紹介します。

城下氏プロフィール
メールマーケティング黎明期から18年以上、企業のCRM支援・インターネット広告運用支援に携わり、戦略立案からクリエイティブ設計まで、
全てのコミュニケーションデザインを得意とする統合マーケティングプランナー。また現役心理カウンセラーとしても活動している心理学活用の
プロフェッショナル。

【概要】
「なるべくならコーディングを行わずにサイト制作を行いたい」というニーズに応えるAdobe Muse、
ようやく浸透してきた矢先に開発中止のニュースが飛び込んできました。（2018年3月26日）
このアナウンス内でアドビは「Adobe XD」や「Adobe Portfolio」、「Adobe Spark Page」といった製品への移行を推奨しています。
Adobe XDやアドビ以外のコーディング不要の制作サービスなどと比較しながら、次世代のウェブ制作について考えます。

10:30～12:00 （90分） 受付開始 10:00

13:30～15:00 （90分） 受付開始 13:00

A1

A2

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 2P

株式会社スイッチ

鷹野 雅弘（ たかの まさひろ ）氏

鷹野氏プロフィール
グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン、Web制作の分野で、デザイン、オペレーション、設計・ディレクションなど、20年以上、第一線で
手を動かし続けている。
そのノウハウをテクニカルライティングや講演に落とし込み、「制作→執筆→講演」のサイクルを回す。
2015年から大阪芸術大学 客員教授。 2017年からAdobe Community Evangelist。
テクニカルライターとして30冊以上の著書を持ち、総販売数は18万部を超える。
主な著書に『10倍ラクするIllustrator仕事術（増強改訂版）』（共著、技術評論社）など。

【概要】
ゴールドやシルバー、パールの輝きが目を引く特色を生かしたデザイン！
従来のデジタル印刷で表現できる色域を飛躍させた、特殊トナーをご存知ですか？
これを活用した美しい表現方法を、Illustratorの手法も交えてアドビの岩本氏が熱く語ります。

その他、最新PDFワークフローでお悩み解決！！
PDF/X-1a（2001年にISO(国際標準化機構)に認定された統一フォーマット）と、それを出力するPostScript RIPは、「透明効果」に
未対応という問題があり、トラブルの原因となることが多くありました。
透明効果に対応したPDFのバージョンは1.4以上であり、PDF/X-4です。
あわせて出力するRIPとしてAPPE(Adobe PDF Print Engine)が必要ですが、現在ではAPPEがかなり普及したため、多くの印刷会社や
ネット印刷（印刷通販）がPDF/X-4入稿を受け入れるようになりました。
そんな中、実際のワークフロー上で発生した問題や課題に対応する、最新PDFワークフローのお役立ち情報をお届けします。

『金・銀・パールも夢じゃない！ 特殊トナーの表現力をアドビの岩本氏が語る』

16:00～17:00 （60分） 受付開始 15:30A3

アドビ システムズ 株式会社
マーケティング本部 デジタルメディア マネージャー

岩本 崇（ いわもと たかし ）氏

『Adobe Muse開発中止のニュースで考える、専門外のスタンスで行うウェブ制作』



セミナープログラムガイド

有限会社グレイズ
代表取締役

小澤 歩（ おざわ あゆむ ）氏

6月8日（金） セミナールーム【Ａ】会場

『営業力強化と売上アップのためのブランド×販促の仕掛け方』

【概要】
本セミナーでは自社の価値を高め、競合と差別化をするブランド構築はどのように行うかを体系的にご紹介いたし
ます。ブランド力は新たな経営資源を調達したり規模を拡大するのではなく、自社の立ち位置を見つめ直すことで
高めることができ、差別化へとなっていきます。
また、ブランド構築は戦略なので、具体的な活動に落とし込む必要があります。そこで、ブランドの価値をどのように伝え、効率よく
販促活動へつなげていくかという手法も解説いたします。
販促計画を行う上で注目されているクロスメディアや販促クリエイティブ表現まであわせてお伝えし、自社で販促を行う場合や、顧客
の販促支援を行う場合の両方に使える内容となっております。

＜セミナー内容＞
・なぜ企業にブランドが必要なのか ～ブランド、ブランディングとは
・現状のリソースから見つけるブランド価値のつくり方とポイント
・ブランド価値を伝え購買につなげる販促計画とは
・販促を効果的に行うクロスメディアの手法
・人の感情を購買へと動かすブランド×クリエイティブ

小澤氏プロフィール
広告・販促制作会社のデザイナー、ディレクターを経て、2002年に広告制作会社として(有)グレイズを設立。様々な企業の広告・販促の企画デザイン
制作を手がけ、より成果を出すためにブランディングやマーケティングの戦略や心理学をデザイン表現に落とし込むことを提案。

10:30～12:10 （100分） 受付開始 10:00A4

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 3P

15:30～17:00 （90分） 受付開始 15:00A6

【概要】
たとえば「定型フォーマットで作る100人分の名刺データ」や「大きさは異なるけれど、同様のテキストやグラフィックを使いまわす
バナー」を自動的に流し込んで作ることを「データ駆動」と呼びます。「変数」や「データ結合」など、Illustrator・Photoshop・
InDesignには、標準機能としてサポートされていますが、使われていることは多くないようです。
プラグインやスクリプトなどの周辺事情も含め、データ駆動グラフィックの「基本」について解説します。

『Illustrator、Photoshop、InDesignで実現するデータ駆動グラフィックの基本』

株式会社スイッチ

鷹野 雅弘（ たかの まさひろ ）氏

鷹野氏プロフィール
グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン、Web制作の分野で、デザイン、オペレーション、設計・ディレクションなど、20年以上、
第一線で手を動かし続けている。
そのノウハウをテクニカルライティングや講演に落とし込み、「制作→執筆→講演」のサイクルを回す。2015年から大阪芸術大学 客員教授。
2017年からAdobe Community Evangelist。

テクニカルライターとして30冊以上の著書を持ち、総販売数は18万部を超える。
主な著書に『10倍ラクするIllustrator仕事術（増強改訂版）』（共著、技術評論社）など。

B1、B2、B4セミナーと同内容。 次ページにて詳細をご案内しております。A5



セミナープログラムガイド

セミナールーム【Ｂ】会場

14:00～15:10 （70分） 受付開始 13:30B1

16:00～17:10 （70分） 受付開始 15:30B2

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 4P

『安心かつ簡単に、プロの表現力を実現！ビジュアルコミュニケーションで販促効果UP！！』

【概要】
一般企業の営業企画、販売促進、マーケティングご担当で、印刷物のデザインに携わる方やコンテンツ制作する方を対象にした
セミナーです。
他社との差別化が難しい時代、どんな販促ツールでお客様とコミュニケーションを取っていますか？
アドビ製品を活用することで、普段ビジネス系ソフト（パワーポイントなど）で作っている企画書、販促物の見栄えを格段に
UPさせることができます。最近は人工知能「Adobe Sensei」による制作のサポートも加わり、作るプロセスが驚くほど簡略化
されるようになりました。短い時間でクオリティの高い販促物制作が可能です。実例を交えながら制作フローをお伝えします。

※Adobe Senseiは、ビジネスや顧客体験のカタチを変えるインテリジェンスです。人工知能（AI）やマシンラーニング、
ディープラーニングを駆使し、単調で時間のかかる作業の高速化や隠れたビジネスチャンスの発見を支援し、
必要なときに重要なデータインサイトを示します。
Adobe Senseiは、アドビの膨大なコンテンツとデータアセット、クリエイティビティ、マーケティング、文書管理における
数十年の経験を基盤にしております。ビジネスのスピードアップをAdobe Senseiがお手伝いします。

※ 本セミナーは、4セミナー同じ内容となっています。

名久井氏プロフィール
アドビ製品のプロモーションやデモンストレーションを担当。
全国各地で製品の新機能やTipsをお客様に披露し、わかり易いと定評を得ている。

アドビ システムズ 株式会社 マーケティング本部

名久井 舞子（ なくい まいこ ）氏

＜第二部＞

アドビ アプリケーション教育のご案内 （10分）

【概要】
富士ゼロックスは、「アドビ認定トレーニングセンター（Adobe Authorized Training Center：AATC）」の認定を取得しております。
弊社では、Illustrator、Photoshop、InDesignを使用してデザインやDTPを業務とされているお客様向けに、アドビアプリケーション
教育トレーナーズ認定を取得した講師による、教育コース（有料）をご用意しております。
本サービスについてご紹介させていただきます。

＜第一部＞

16:00～17:10 （70分） 受付開始 15:30B4

7日(木)

7日(木)

8日(金)

13:30～14:40 （70分） 受付開始 13:00A58日(金)

セミナールーム【A】会場

14:00～15:00 （60分） 受付開始 13:30B3

【概要】
「紙の資料の共有や再利用は非効率」、「お客様や取引先との書類のやり取りに時間がかかるのは仕方がない」、「お客様との契約書
は紙でないとダメ」など日々の仕事で発生するドキュメント処理には「思い込み」で効率化をあきらめてしまっているコトが意外にあ
ります。Adobe Document CloudとAdobe Signはそんな「思い込み」を解決！ 紙に印刷された情報の有効活用から、契約書締結プロ
セスの100％デジタル化まで、今までにない効率化が働き方改革とお客様が貴社に感じる付加価値(顧客体験：CX)の変革を実現します。

※顧客体験：Customer Experience(CX)
商品やサービスの購入前後のプロセスや利用時に顧客が体験を通じて顧客が感じる価値

『 「紙」の呪縛を解き放て！

Adobe Document CloudとAdobe Signで働き方と顧客体験(CX)を劇的に変えてみよう！』

アドビ システムズ 株式会社

6月8日（金） セミナールーム【Ｂ】会場

富士ゼロックス東京株式会社



展示のご案内

DocuColor 7171 P
プロユースとして、オフィスユースとして、
高品質に使えるカラープリンター。

「美しい」を、「美しい」のままに。

正確な色再現性と、思い通りのカラー表現でオフセット印刷に迫る高品
質プリントを実現する、富士ゼロックスのDocuColor 7171 P。
プロユースとしての高い生産性、高品質、幅広い用紙対応に加え、
オフィスユースに必要なスキャナー、コピー、セキュリティーにも対応。
必要な機能をコンパクトに集約して、活躍の場をさらに広げます。

「ムラなく」「ズレなく」「鮮やかに」…ゼログラフィーの頂点へ。
比類ない高画質を実現する富士ゼロックスのテクノロジー。

定評ある高画質をそのままに、RIP生産性の向上、ソフトウェア機能の
充実など、さらなる操作性を追求した、ネットワーク対応フルカラー
複合機DocuColor 1450 GA (Model-NE)。高度なカラーマネジメント機能
による正確な色管理と色再現性、出力解像度2400 dpi、CMYK 1bit TIFF
データのダイレクト出力などにより、スムーズな印刷ワークフローを
実現します。
また、豊富な用紙対応、グロス調節機能も搭載しており、高品位な
オンデマンドプリンターとしても活用可能です。

DocuColor 1450 GA (Model-NE)

各種マテリアル

販促物を作成するにあたり、美しく効果的に見せる各種コート紙、厚紙、
その他特殊紙をご用意いたしました。

２つの業界初でオンデマンドプリンティングの常識を変える
オフセット印刷に迫る表現力を、スピーディーかつ安定的に！

業界初の6色プリントエンジンによって、プロダクション・フラッグ
シップモデルならではの高い生産性や高画質、用紙汎用性や信頼性に
かつてない表現力を加えたこの1台がお客様のビジネスに確かな違いを
生み出します。

富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックスインターフィールド株式会社
株式会社アサクラ

桜井株式会社
株式会社竹尾

展示内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 5P

企業内販促物の制作やデザインワークの要求に応えます。

オフィスの複合機にサーバーを取り付けるだけで、高速RIP処理を可能

にします。高画質プリントを実現し、プリントオンデマンド出力に最適
です。
オフィスユース(スキャン/FAX/プリント)の主力製品に、コントローラー
オプション搭載により、大きなデータも素早く出力可能。
幅広い用紙にも対応し、プロユースのニーズに対応。

富士ゼロックス株式会社

各種後処理機

チラシやハガキの化粧裁ち、ミシン・すじ押しなど多彩なカットで販促
ツールを最大効率化！
低価格にして高機能、卓上カードカッターの最進化型マシン。

名刺・カードカッター・封入封かん機

インターテクノ株式会社
イトックスサプライ株式会社

ピツニーボウスジャパン株式会社

ApeosPort-Ⅵ C シリーズ ＋ Print Server N03
オフィスのクリエイティブワークを支えるカラー複合機

Iridesse™ Production Press
プロダクションカラープリンター

富士ゼロックス株式会社

DTP向けプロダクションプリンターカラー・オンデマンド・パブリッシングシステム



展示のご案内

アドビ アプリケーション教育 Adobe Creative Cloud

自社会員をあつめ、会員属性や行動履歴に応じて情報をとどける！
CRMプラットフォーム。

会員に向けて、メールやハガキDM、SMS、LINE@などでキャンペーンや
最新情報を配信できます。
自社オリジナルの販促アプリの作成も可能！
スマートフォン向けマーケティングを支援します。

ビートレンド株式会社

展示内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 6P

Windows 10 への移行相談コーナー

Windows 7 が2020年1月に延長サポート終了を迎えます。
使いやすく、セキュリティーも万全なWindows 10 への移行がオススメ
です。移行を検討するにあたり、PC本体のスペックや、ご利用中の
アプリケーションも考慮しなければなりません。

すでにWindows 10 への移行をご検討中の方も、まだご検討されていない
方も、ご不明な点やご質問などをお気軽にご相談ください。

＜ポイント1＞
・サポートが終了した後もWindows 7 を使い続けると脆弱性が発見され

てもセキュリティー更新プログラムが提供されず大変危険です。
ウイルス対策ソフトだけでは100％の防御ができません。

＜ポイント2＞
・Office 2010 も2020年10月に延長サポートが終了します。

＜ポイント3＞
・Windows 10 ではAdobe CS6以下は使用できません。

Adobe CCを使用するにあたって快適なWindowsPCをご案内します。

レノボ・ジャパン株式会社

MaLion5 / MaLionCloud
情報漏えい対策+IT資産管理ツール

DDCSV2
Adobe Illustrator プラグインソフト

本教育は、デザインやDTPを業務とされているお客様や、オンデマンド
印刷をビジネスとして進められるお客様向けの教育コースです。
オンデマンド印刷では、高いクオリティの原稿作成が要求されます。
特にフルカラー原稿においては、最適な印刷色の実現のためにプロ
フェッショナルとしての技術が必要です。
そこで本教育では、お客様の原稿作成から出力までのスキル向上の
お手伝いをいたします。

富士ゼロックスは「アドビ認定トレーニングセンター」を取得して
います。

富士ゼロックス株式会社 アドビ システムズ 株式会社

株式会社インターコム

MacPCの稼働状況を見える化！長時間労働対策を支援

賃金不払残業（サービス残業）と長時間労働は企業にとって重要な問題
です。MaLionでは、以下のようなチェックに活用できる機能を搭載して
おります。
・退勤処理後にサービス残業を行っていないか
・申請がないのに休日出勤して仕事をしていないか
・労働生産性の改善点がないか

機能の1つである「PC稼動状況レポート」では、各PCの稼動状況が一目

で分かるレポートを出力できます。出退勤の時刻とつき合わせることで、
申請なしで時間外労働をしている可能性がないか、日々のチェックを
ご支援します。

株式会社モリサワ
フォントワークス株式会社

MORISAWA PASSPORT
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、昭和書体フォントの日本語フォントや、欧文フォント、中国語
フォント、韓国語フォント、多言語フォントなどを加えた全1000書体
以上が、どれでも選べて好きなだけ使える画期的なライセンス商品です。

LETS
複数メーカーの高品位でバラエティ豊かなフォントがすべて使用できる
年間定額制フォントサービス。

betrend
スマートCRMプラットフォーム

Illustrator 専用の自動組版プラグインソフト。

プロからビギナーまで安心してご使用頂ける究極の自動組版プラグイン
です。

株式会社ベビーユニバース

フォントライセンス ※カタログのみの展示



Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

● お問い合わせ ●

富士ゼロックス東京 イベント事務局 丸山・藤部
Tel ： 03-5908-4735
事務局メールアドレス ： magazine@tkx.fujixerox.co.jp

展示一覧

商品・サービス名 ソリューション内容 出展メーカー名

教育 アドビ アプリケーション教育
アプリケーションの操作スキルを有する人材育成(お客様の原
稿作成から出力までのスキル向上)のお手伝いをいたします。

富士ゼロックス株式会社

アプリケーションソフト 『Adobe Creative Cloud』
クラウド型グラフィックデザイン、動画編集、
ウェブデザインアプリケーションソフトウェア。

アドビ システムズ 株式会社

プラグインソフト
Adobe Illustrator用 プラグインソフト
『DDCSV2』

DDCSV2は、イラストレータで作成された版下にタグを指定
することによって、CSVファイルを読込み、テキストや画像
を自在に自動レイアウト。
名刺などの自動組版は勿論の事、都度、レイアウトが変化す
る複雑な可変レイアウトにも対応する、プロからビギナーま
で安心してご使用頂ける究極のAdobe Illustrator 専用の自
動組版プラグインです。

株式会社ベビーユニバース

オフィス編
サンプル

名刺、DM、チラシ、カタログ、
マニュアル、各種POPの作成

オフィスで簡単作成。
内製化による生産性の向上とコスト削減のご案内。

プロフェッショナル編
加工機/サンプル

PROSCUT（プロスカット）
『PCM-15』

卓上マルチカードカッター。
A4用紙を名刺、カード、DMに楽々作成！

インターテクノ株式会社

ＰＯＤ特殊マテリアル
レーザープリンター用パウチレス用紙。
耐水用紙で各種POPが作成いただけます。

桜井株式会社

エルフィンプリンタブルシリーズ
レーザープリンターにも対応！不織布製品。
用途広がる手提げ袋等の販促物が簡単に作成できます。

株式会社アサクラ

『ホワイトインパルス』
レーザープリンター用クリアファイル熱溶着機。
クリアファイルの作成が可能です。

イトックスサプライ
株式会社

デジタル印刷用紙
メタリック用紙 / カラープラン-FS

レーザープリンターにも対応！
メタリックカラーや色数豊富で多彩なトーンをそろえた
厚手のファインペーパーのご案内。

株式会社竹尾

封入封かん
封入封かん器・郵便料金計算印刷
『Relay™ インサーター』

帳票発行・管理業務の効率化ソリューション。
紙折・封入・封かんをする機器。帳票のバーコードを読み
取り宛先ごとに可変枚数を封入し、封入ミスもなくします。
郵便料金を自動で計算！封筒/はがきに直接印刷できるので、
そのままポストに投函できます。

ピツニーボウズジャパン
株式会社

書体・フォント
(カタログ展示のみ)

『MORISAWA PASSPORT』 1,000書体以上が利用できる フォントライセンス。 株式会社モリサワ

『LETS』
高品位でバラエティ豊かなフォントが
すべて使用できる年間定額制フォントサービス。

フォントワークス株式会社

ネット購買 イー・クイックス
インターネットオーダー＆ デリバリーサービス。
1冊から各種レーザー対応用紙を承ります。

富士ゼロックス東京
株式会社

最新の各種プリンター

『ApeosPort-VI C シリーズ』
+ Print Server N03

オフィスユース(スキャン/FAX/プリント)の主力商品に、
コントローラーオプション搭載により、大きなデータも
素早く出力可能。
幅広い用紙にも対応し、プロユースのニーズにも対応。

富士ゼロックス株式会社

『DocuColor 7171 P』
+ PX710 Print Server

プロユースとしての高画質、幅広い用紙対応、高精度な
調整機能に加え、オフィスユースに必要な、ファクス、
スキャナー、コピー、セキュリティーにも対応。

『DocuColor 1450 GA (Model-NE)』
+ PX140 Print Server U (Model-NE)

DTP向けプロダクションプリンター。
高画質を実現する富士ゼロックスのテクノロジー。
エキスパートが求める高画質を提供。

『Versant™ 180 Press』
『Versant™ 3100 Press』

トップレベルの機能を凝縮。オンデマンドプリントビジネス
の多様なニーズに、優れた生産性と豊かな創造力で応えます。

『Iridesse™ Production Press』

業界初の6色プリントエンジンによって、プロダクション・
フラッグシップモデルならではの高い生産性や高画質、用紙
汎用性や信頼性にかつてない表現力を加えたこの1台が
お客様のビジネスに確かな違いを生み出します。

CRM 『betrend』
スマートフォン、タブレット端末などを活用した
スマートCRMプラットフォーム。

ビートレンド株式会社

セキュリティー
『MaLion 5』
『MaLionCloud ver.5.3』

情報漏洩対策+IT資産管理ツール 株式会社インターコム

相談コーナー Windows 10 への移行相談コーナー

Windows 7 の延長サポートが2020年1月14日に終了いた
します。
ご準備は万全ですか? また Windowsで、Adobe CS6以下
をご使用のお客さもご注意ください。ご相談コーナーにて
承ります。

レノボ・ジャパン株式会社

mailto:magazine@tkx.fujixerox.co.jp

