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What's New

 当社ブースの見どころ

国内シェアNo.1のTrueflowの機能と信頼性を、さらに進化させた
商業印刷ワークフローソリューション「EQUIOS」の新バージョン
「Ver.4」を国内初出展。最新のAdobe PDF Print Engine 3 に対
応。待望の大貼り機能も搭載し、ワークフローの自動化を一気に加
速させます。ミス・ロスを削減できる「EQUIOS Inspection」による
検版ソリューションやクライアントとのコミュニケーションを密にす
る「EQUIOS Online」など、最新バージョンもご紹介します。プレゼ
ンテーションでは、従来の受注型印刷ビジネスからマーケットリー
ダーへと生まれ変わるために求められる営業、現場、人材の改革に、
EQUIOSを中心としたワークフローがどのようにして貢献できるの
かを分かりやすく具体的に解説。最新のEQUIOSの特長を詳しく紹
介する「よくわかるEQUIOS講座」も実施します。さらに、インク
ジェットでのプルーフソリューションやクライアントへの新提案、印
刷ビジネスの新発想を満載したデジタル印刷、超高品質CTPによる
多彩なサンプルなどを展示します。

 出展の概要

EQUIOSワークフローコーナー
CTPワークフローはもとよりデジタル印刷機や後加工機との
連携強化により、ワークフローによる経営改革を目指す印刷
会社様を強力にサポートする「EQUIOS」の最新バージョンを
はじめ、下記の周辺ソフトウエアを出展し、デモンストレーショ
ンを交えて詳しくご紹介します。
・ オンライン入稿/校正/承認システム「EQUIOS Online」
・ デジタル検版システム「EQUIOS Inspection」
・ 再版・改訂をスピーディーに実現する「Job Archiver for 
EQUIOS」

・ トラブル時のダウンタイムを最小限に抑えるサービス
「TRUST Network Service」
・ クラウドベースのCMSソリューション「TRUST Profiler」

2015年2月4日（水）～ 6日（金）にサンシャインシティコンベンションセンター TOKYOで開催される、印刷メディアビジネスの総合
イベント「page2015」。SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズと国内販売会社のメディアテクノロジー ジャパン
は、「EQUIOSで、攻めの印刷経営～最強の営業×最強の現場×最強の人材をつくる。」をテーマに出展。当社ブース（展示ホール
C・文化会館3F C-17）において、究極の自動化・省力化を実現するユニバーサルワークフロー「EQUIOS」の最新バージョンをは
じめとした、攻めの印刷経営を強力にバックアップする印刷ソリューションをご提案します。ぜひ会場にて、最新ソリューションの
数々をご体感ください。　
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「page2015」に
「EQUIOSで、攻めの印刷経営」をテーマに出展

当社ブース ブースNo.C-17

ユニバーサルワークフロー「EQUIOS」

EQUIOSNETパートナーコーナー
Web 2 Printのクラウドサービス「EFI Digital StoreFront」
をリリース。クライアント専用のマイページ開設で、電話、FAX、
E-mailなどで行っている受発注業務をWeb化。人の手を介す
ることなく、営業レスによる新たな業務フローをご提案します。

デジタル印刷／超高品質CTPコーナー
サーマルCTPでの高品質なレンチキュラー制作をサポートす
るため、「PlateRite HD 8900S/Eモデル」に、露光解像度
4,800 × 4,800dpiを新設定。異次元の高品質レンチキュ
ラーのサンプル、ユーザーの導入事例をご紹介します。さらに、
ビジネスの新展開を実現するプロモーションサンプルをはじ
め、バリアブルDMやシール・ラベル、ステッカー、実際にヘア
サロンで活用されているPOPディスプレーなどを展示します。

インクジェットプルーフソリューション
「LabProof SE」に、待望の「印刷本紙対応」「菊全サイズ」「特
色対応」のインクジェットプリンターをラインアップ（参考出
品）。パッケージの企画段階でのデザイン、印刷の色校正用に
実機展示でご紹介します。
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ホワイトカンバス MON-NAKA オープンハウス見学会のご案内
情報発信基地「ホワイトカンバス MON-NAKA」では、最新機種や各種デジタル印刷機（POD）の
多種多様なサンプルを展示。page2015会期中は、見学会を開催します。皆さまのご来場を心より
お待ちしております。
開催日時：2月4日（水）～ 2月6日（金）　10:00 ～ 18:00
お申込み：右記のサイトからお申込みいただけます　www.screen-wcm.com
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出力サンプル
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ることなく、営業レスによる新たな業務フローをご提案します。

デジタル印刷／超高品質CTPコーナー
サーマルCTPでの高品質なレンチキュラー制作をサポートす
るため、「PlateRite HD 8900S/Eモデル」に、露光解像度
4,800 × 4,800dpiを新設定。異次元の高品質レンチキュ
ラーのサンプル、ユーザーの導入事例をご紹介します。さらに、
ビジネスの新展開を実現するプロモーションサンプルをはじ
め、バリアブルDMやシール・ラベル、ステッカー、実際にヘア
サロンで活用されているPOPディスプレーなどを展示します。

インクジェットプルーフソリューション
「LabProof SE」に、待望の「印刷本紙対応」「菊全サイズ」「特
色対応」のインクジェットプリンターをラインアップ（参考出
品）。パッケージの企画段階でのデザイン、印刷の色校正用に
実機展示でご紹介します。

● お問い合わせ先
株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ
ビジネス統轄部 マーケティング部
URL www.screen.co.jp/gp/
Tel 075-414-7610　Fax 075-417-2705 

2014 LINCOLN MKZ FWD

$329 a month for 36 months.
$3,769 Cash due at Signing

Lincoln AFS Red Carpet Lease. Security deposit waived.
Taxes, title and license fees extra.1

2014 LINCOLN MKX FWD (100A)

$599 a month for 36 months.
$4,279 Cash due at Signing

$359 a month for 36 months.
$4,279 Cash due at Signing

Lincoln AFS Red Carpet Lease. Security deposit waived.
Taxes, title and license fees extra.2

A journey taken behind the wheel of a Lincoln is never ordinary.

Stunning designs, advanced technology and unparalleled luxury will

permanently remove “ordinary” from your driving vernacular.

The process of learning about Lincoln vehicles is also far from

ordinary. As you perform your research, our Concierge will answer

questions, review and discuss Build & Price information in your My

Saved Items file, schedule your dealer visit and more.

And now, extraordinary APR and lease incentives make it easier than

you might think to move up to Lincoln. Visit Bill Collins Ford Lincoln

for a test-drive and begin your new journey.

Owner Advantage Rewards®
Not yet a member of Owner Advantage Rewards? Now is the ideal time to
join.  Earn valuable rewards for your parts, service and vehicle purchases at
Bill Collins Ford Lincoln.

Not yet a member of Owner Advantage Rewards? Now is the ideal time to

join.  Earn valuable rewards for your parts, service and vehicle purchases at

Bill Collins Ford Lincoln.

 1.

 2.

   dealer stock by 1/2/14. See dealer for qualifications and complete details. Vehicle shown may have optional equipment not included in payment.

The Art of Time
Watch Collection 2014

Printing sample
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Truepress Jet L350UV
世界最高レベルの高生産性、広色域インクによる高画質、
スキルレスな操作性を実現した、UVインクジェットラベル
プリンティングシステム

Truepress Jet W3200UV HS
クラス最高レベルの印刷速度と品質を実現した、最新鋭
ワイドフォーマットUVインクジェット印刷システム

※ 各機種担当がご説明します。
※ 軟包装用特色対応カラープルーファー（印刷原反に印字可能）も展示しております。


