
日時：令和元年７月 

    ２日（火）13～17時 
    ３日（水）10～16時 
会場：ならまちセンター１Ｆ市民ホール 
   奈良市東寺林町38番地 

   電話 0742-27-1151 

   （近鉄奈良駅より徒歩約10分、JR奈良駅より徒歩約15分） 

拝啓 
日頃は大変お世話になりまして、誠にありがとうございます。 
さて今年も「奈良市ならまちセンター」にて、恒例のモトヤ展を開催させて頂く運びとなりました。 
本年は 【モトヤの問題解決FAIR IN奈良】をテーマに、日々の商談の中で皆様から頂いたお問合せ
に対する解決提案を多数出展させて頂きます。 
増注や業務効率の改善、働き方改革のヒントとして、各メーカー様の出展をご覧頂ければ幸いです。 
何かとご多忙中とは存じますが、皆様方のご来場を出展社一同、心よりお待ちしております。  
                                      敬具 

 
 
 
 

 

7/２（火）15:00～16:00 
「印刷発注担当者からのことづて 
 ～マーケティング担当者が 印刷会社へ伝えたいこと～」 無料 

セミナー 
開催 
予定！ 

7/３（水）10:30～11:30 
「ARを活用した、印刷会社の為の新規開拓戦略」 

新規開拓の営業 
ネタが欲しい！ 

残業削減の為に 
業務効率を 
上げたい！ 

無線LANが 
何か遅い！ 

オンデマンドの 
準備に時間が掛かり 
儲かっていない 

7/３（水）13:30～14:30 
「コニカミノルタが支援する印刷業界の『働き方改革』」 

経営戦略を立てる 
為に、見える化 
をしたい！ 

薄紙印刷に 
限界を感じている 
パッケージ印刷に
興味がある 

検版にさける 
人員がいない 
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オーシャンテクノロジー㈱、差別化ご提案コーナー 

菊半トムソン＆ダンボールインク 
ジェット機 
【 小型打抜機 OT-D760 ＆ ダンボール用インクジェット機】 
＜OT-D760＞ 
・小ロット＆オンデマンド対応に、10,000回転/時の小型トムソン機 
＜ダンボール用インクジェット機＞ 
・小ロット＆オンデマンド対応に、版なしで、ダンボールに 
     印刷可能！ 
 
 

展示予定機種（写真は、イメージです） 

ライトプロダクション領域を切り開く 
最新デジタル印刷システム 
【Accurio  Press  C3080   コニカミノルタジャパン㈱】 
 
・業界初のインライン自動検品システムを搭載！！ 
・色管理・表裏見当調整を 
 ワンパスリアルタイム補正！ 
・働き方改革に貢献!! 
・81枚（A4ヨコ）/分の高速出力! 
・1,300mmの長尺印刷も可能！！！ 
・350g/㎡の厚紙印刷に対応！ 

 
 

その印刷、データに間違いがないと言 
い切れますか？ 
【 高性能検版ソフト ArtProof 】 
・AI、PDF、TIFF、JPEG等、様々なフォーマットで検版可能！ 
・パッケージ検版に最適♪ 
 

トムソン加工後のムシリ作業の 
省力化に！ 
【 自動落丁機 OT-ABS 】 
・危険で、きついムシリ作業を省力化！ 
・たたき作業ではどうしても出てしまう紙粉のトラブルを解消！ 
・ピン用のドブを設ける必要がなく、既存の木型を使用可能！ 
・木型にステ刃を入れる必要が無くなりトムソンの回転数UP！ 

コンパクトで多様なテープ貼加工機 

【 半自動両面テープ貼機 Athosシリーズ 】 
・コンパクトな両面テープ貼機 
・両面テープやジッパーテープ 
 オプションの追加で、封筒にも対応 
・用途に応じたモジュール追加で、加工範囲の拡大可能 

打抜き・箔押し・エンボスの３役を１台で実現 
【 小型平圧加工機 OT-SRP 】 
・小さな打抜き型なので、木型代 
 削減＆ムラ取り時間の短縮で生産性UP 
・本格的な箔押し・エンボス加工が 
 可能で、印刷物の付加価値UPに！ 
・対応紙厚は、0.07～1.0㎜（*1） 
・打抜可能面積は、500×380㎜（*1） 
・箔押可能面積は、500×400㎜（*1） 
・最大速度は、6000回転/時（*1） 
 （*1）---紙の号数やサイズによります 

動画にて 
ご紹介 

厚盛印刷で高付加価値を提案 

【UV Inkjet Printer  Orverlaid】 
・金属、アクリル、皮素材等様々な素材に対応！ 
・円柱体や瓶・ボトルへの印刷が可能です！ 
・8色UVインク対応で高品質を実現します！ 

動画にて 
ご紹介 

オンデマンドの 
準備に時間が掛かり 
儲かっていない 

残業削減の為に 
業務効率を 
上げたい！ 

実機展示 

検版にさける 
人員がいない 

動画にて 
ご紹介 

盛り上げ印刷 
がしたい！ 

パッケージ印刷に
興味がある 

パッケージ印刷
に興味がある 

パッケージ印刷
に興味がある 

動画にて 
ご紹介 

動画にて 
ご紹介 

パッケージ印刷
に興味がある 

3日のみ実機
実演です 



カンプ対応プロダクションプリンター 
【DocuColor1450GA   
         富士ゼロックス㈱】 
・ OCRソフトとの連携を実演します！ 
・カンプ作成に最適！ 
・光沢を調整できるグロス調整 
  機能搭載！ 
・複合機としてのファックス、基本 
 機能も充実！ 

ゴールド＆シルバー対応  
    プロダクションプリンター 
【 DocuColor7171P（Ｍｏｄｅｌ-ＳＴ）   
                      富士ゼロックス㈱ 】 
・ゴールド・シルバー・ホワイト＋ブラック対応！ 
・販促の幅が広がります！ 
 

インクジェットＵＶニスコーター 
【 JETvarnish   
     コニカミノルタジャパン㈱ 】 
 ・ニスコーティング、箔押しまで版や型を作らず 
   1枚から印刷可能！ 

・印刷物の後加工機として高付加価値を実現！ 
・エンボス(厚盛り)効果のあるニスコーティングが可能！ 

トナー方式ロールtoロール 
                ラベルプリンター 
【 AccurioLabel190      
      コニカミノルタジャパン㈱ 】 
・オフセット印刷に迫る1200dpiの高画質! 
・クラス高水準、タック紙で毎分13.5mの生産性！ 
・デジタルなので製版不要で小ロット・多品種に対応可能！ 

1台3種類の光沢加工が可能 
【DC-20 ㈱ムサシ】 
・ラミネート、箔押し、ニス引きに対応！ 
・卓上タイプで場所を取らず自動 
  搬送機能で生産性が向上！ 
・トナー部分に箔を転写するので 
    型も版も必要なし！ 
・オンデマンドの後加工に最適！ 

Ｂ３デジタルニスプリンター 

【JV-240   ㈱ムサシ】 
・メディアの厚みに応じた自動搬送or固定テーブル！ 
・最大170mmまでのメディア厚みに対応！ 
・アイマークによる自動位置合 

 わせが可能！ 

ハイエンドプロ市場カラーオンデマンド機 
【Iridesse   Production Press   

        富士ゼロックス㈱】 
・1パス6色プリントエンジン搭載！ 
・ゴールドやシルバー、メタリック カラー対応！ 
・400g/㎡の厚紙印刷に対応！ 
 

デスクトップ3Dプリンタ 
【 3DFF-222    
     ミマキエンジニアリング】 
・立体的なサイン作成など新しい販促 
 の展開に！ 
・フラットベッドUVプリンタの治具作成 
 用途にも活用できます！ 
・本体税別21万円と低価格！ 

 
 
小型フラットベット 
    カッティングプロッタ 
【 CFL-605RT      
  ㈱ミマキエンジニアリング】 
・抜き型不用で手軽にカット！ 
・小ロットパッケージの作成に最適！ 
・1台でカットから罫引きまで対応可能！ 
 

枚葉UVインクジェット印刷機 
【 AccurioJet KM-1  
    コニカミノルタジャパン㈱ 】 
・UVインクジェットにより両面印刷可能！ 
・最大用紙サイズ585×750mm！ 
・前処理不要で多様な紙種に対応！ 
・毎時3,000枚の高い生産性 
・印刷版不要で印刷準備時間 
 を大幅に削減！ 
・フルデジタルで熟練の職人 
 技術が不要！ 

サンプル 
展示 

実機実演 

サンプル 
展示 

実機実演 

サンプル 
展示 

サンプル 
展示 

OCRで事務の
効率を上げた

い！ 

印刷物に付加価
値をつけたい！ 

サンプル 
展示 

新しい展開を
図りたい！ 

印刷物に付加価
値をつけたい！ 

実機実演 

実機実演 

印刷物に付加価
値をつけたい！ 

印刷物に付加価
値をつけたい！ 

印刷物に付加価
値をつけたい！ 

サンプル 
展示 

小ロット多品種
のラベル印刷に
対応したい！ 

新規開拓の営業 
ネタが欲しい！ 

新しい展開を
図りたい！ 
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その無線LAN問題なく使えてますか 
【NetworkDoctor  ㈱エステック】 
 
・ネッワークの状況を診断し最適な環境をご提供！ 
・電波状況の診断から改善提案まで 
 行います！ 
・無線LANの不具合を解決します！ 
・新しい無線LAN環境を設定する時 
 も効果的！ 

ジョブプランニング＆ 
   面付けソフトウェア 
【 PHOENIX  富士フィルムグローバルグラフィィック 
                        システムズ㈱】 
・設計・面付け時間の大幅削減が可能！ 
・製版作業の効率化を図れます！ 
・自動化によりプリプレス時間やオペレーションエラーを低減！ 
 

ファイル転送システム 
【SWIFT POST  ㈱エステック】 
・ネット経由でのファイル転送に特化したシステム 

・外部とのセキュリティーに対応した 
 データの受け渡しが可能！ 
・ユーザー管理が楽々！ 
・ios用スマホアプリで、ipad、iphone 
   でデータ確認が可能！ 

透明インキや糊の塗布量 
 を管理していますか？ 
【 膜厚管理装置 MKS-1000  ㈱SANYO-CYP 】 
・困難だったニスや透明インキの品質管理が可能に！ 
・２種類のセンサー搭載で、白紙も蒸着紙も計測可能！ 
・無線でPCに接続でき、簡単データ管理♪ 

 紙への印刷だけでなく、  
   ITを組合せた提案を！ 

【 AR作成ツール CARM＆FILL  ㈱ウイズ 】 
・実際にARを見たり、ダウンロードした実績を 
 クライアントにレポート提出もできます！ 
・スマホアプリ作成やWebシステムの 
 構築と一体になった提案も可能！ 
・IT補助金を活用すれば、最大450万円 
 迄国から補助されます。 
 （申請書はウイズ様が作成されます）  

印刷現場から有機溶剤を 
無くしましょう！ 
【 おすすめエコ商材 エコノミスト        ㈱モトヤ 】 
・安心・安全・高品質な商品をご紹介♪ 
・環境・法規制対応商材をご提案！ 
・印刷現場改善をトータルサポート！ 

業界に特化した 
 人材派遣/モトヤフォント 

【 人材派遣・モトヤLETS          ㈱モトヤ 】 
・豊富なラインナップのモトヤフォントが使い放題！ 
・22,300点以上の素材集もご提供！ 
・広範囲なネットワークで最適なスタッフを提案！ 

Web校正に関心をお持ちの 
           お客様へ 
【 XMF Remote TypeS    
 富士フィルムグローバルグラ   フィックシステムズ㈱】 
・今お持ちのRIP環境はそのままにWeb校正しませんか！ 
・校正に関わる作業負荷を軽減！ 
・業務改善の実現が可能！ 

実機実演 

実機実演 

ファイルサーバーシステム 

【Fast Search Server   ㈱エステック】 
・MacOS9にも対応! 

・どのデータが最新のものか、データ管理が可能！！ 
・オプションで高速検索＆プレビュー表示機能も可能！ 

MIS見える化システム 
【印刷情報管理システム  
  『Print Manager』 ㈱ビジネスイーブレーン】 

 
・150社以上の導入実績！ 
・経営の見える化により利益向上が 
 図れます！ 
・営業と工務の効率化が図れ、利益の向上 
   を可能とします！ 

実機実
演 

実機実演 

実機実演 

実機実演 

無線LANが 
何か遅い！ 

紙の印刷とWebを
掛け合わせた同時
提案したい！ 

経営戦略を立てる 
為に、見える化を 

したい！ 

外部とのセキュリ
ティーを保ったデータ
の受け渡しがしたい！ 

どのデータが最新の物
なのか、管理したい！ 

製版作業の効率化
を図りたい！ 

実機実演 

環境に対応した 
取組を行いたい！ 

ニスや透明インキの 
塗布量を管理したい！ 

営業・制作業務の 
効率化を図りたい！ 

良い人材がいない 
可読性の良い書体を
利用したい！ 



ご参加FAX申込書 06-6261-1930 

申込人数 日付／時間 セミナー内容 

名 
7/２（火） 
15:00～16:00 

「印刷発注担当者からのことづて 
  ～マーケティング担当者が 印刷会社へ伝えたいこと～」 
実際にマーケティング担当の方へお伺いし、 印刷発注の業務上でご苦労された 
ことや、 お願いしたいことをお話していただきました。 今回は、世界遺産 下鴨神社様
をはじめ、京都、 奈良の歴史ある方々へお話を伺って参りました。 その貴重なお話を
簡単にまとめて「ことづて」 させていただきます。 

 
         講師 富士ゼロックス大阪株式会社 
            GCS営業部第2営業部DSP-G 村瀬 幸一様 

名 
7/３（水） 
10:30～11:30 

「ARを活用した、印刷会社の為の新規開拓戦略」 
印刷市場の規模は2020年には10年前の約半分になろうとしています。印刷需要の 
減少に歯止めが掛からない今、クライアントからはデジタルを含めたトータルな提案
が求められます。北海道から九州まで100社を超える印刷会社様の営業支援を行っ
てきたウイズが、ただ飛び出すARではなく、様々なクライアントから新たな印刷 

ニーズを掘り起こしながら他社との差別化を図る方法をお話させていただきます。  
 
         講師 株式会社ウイズ 

  ビジネスソリューション事業部 梅津 祐介様 

名 
7/３（水） 
13:30～14:30 

「コニカミノルタが支援する印刷業界の『働き方改革』」 
皆様ご存知のように、昨年「働き方改革法案」が成立し、更なる労働生産性の向上が
求められております。一方、熟練労働者丌足、売り手市場による人材確保が困難な 
時代でもあります。その様な環境下、印刷業界の「働き方改革」推進に対し、コニカ 

ミノルタとして具体的な支援提案をご説明させて頂きます。  
 
     講師 コニカミノルタジャパン株式会社 マーケティング本部 
        カスタマーリレーション統括部      今井隆広様 

●お問合せ先 
   ㈱モトヤ大阪本社  
    営業部 松山迄 
   TEL 06-6261-1931 

㈱モトヤ「プライバシーポリシー」 
弊社はお客様より収集させていただいた情報を適切に管理し、お客様の承諾を得た以外の第三者に情報開示や
「MOTOYA JOINT FAIR IN奈良」の運営以外には使用致しません。 
弊社は、弊社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、取組みを適宜見直し改定を 
行います。 

 貴社名： 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ご住所： 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ご芳名：           部署名：       お役職： 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ご芳名：           部署名：       お役職： 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ご芳名：           部署名：       お役職： 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 ご来場 
 予定日時       月    日     時      名  
………………………………………………………………………………………… 
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