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「IGAS 2007」に “One Source Multi Print” をテーマに出展

大日本スクリーン製造株式会社（本社：京都市上京区）のメディアテクノロジーカンパニー（社長：
藤澤 恭平）は、9 月 21 日（金）から 27 日（木）まで、東京・有明の「東京ビッグサイト」で開催される印
刷機材総合展示会「IGAS 2007」に、“One Source Multi Print” をテーマに出展します。

＜ Creating a Future in Print ＞
当社では、今回の IGAS 展、そして 2008 年にドイツで開催される Drupa 展に向けて、メディアテクノロジー
事業のビジョンを示した新たなキャッチフレーズ “Creating a Future in Print” を掲げていきます。
当社メディアテクノロジーカンパニー社長・藤澤 恭平のコメント
DTP によって飛躍的にデジタル化が進んだ印刷業界は、CTP の普及により成熟産業へと成長を遂げました。
その中で大日本スクリーンは、印刷産業の発展を目指し、これまで革新的な技術や製品を開発してきました。
当社は、製版印刷機器分野のさらなる事業の深耕に加えて、長年培った技術の応用展開により、オンデマンド・
デジタル印刷（以下、POD）事業にも本格参入します。従来の事業の延長線上にある「拡」
、そしてこれまでの
枠を超える「脱」
。この両方に取り組むことにより、業界の未来をお客さまとともに切り開いていきたい、と
の思いから、当社は新しいビジョン “Creating a Future in Print” をワールドワイドに展開していきます。

＜ IGAS 2007：One Source Multi Print ＞
今回の IGAS 2007 への出展では、“One Source Multi Print” をテーマに、1 つのオリジナル RGB/PDF をさま
ざまな印刷方式に応用展開する効率的な印刷のソリューションをご紹介します。当社は 2007 年初頭から、
「PDF
ブレイク元年」と銘打って、入稿データの PDF への移行を積極的に推進するなど、国内の印刷業界において、
制作側と印刷側の双方が得意分野でのイニシアティブを発揮できる、無駄のない効率的なワークフローの構
築を推進しています。当社では、Adobe PDF Print Engine を搭載した「Trueflow（トゥルーフロー）
」の最新
バージョン「Trueflow SE」を、2007 年 8 月から販売予定。これにより、PDF の特長の一つである出力形態を特
定しないワークフローの構築が可能となり、1 つのオリジナル RGB/PDF を基に、製版印刷側でさまざまな印
刷方式に合わせた出力を実現できます（One Source Multi Print）
。IGAS 2007 では、この “One Source Multi
Print” のテーマに沿って、印刷会社に求められる業態変革の一つであるワンストップサービスの実現を提案し
ます。当社ブースでは、新製品「Trueflow SE」を中心に、充実のラインアップを誇る CTP やハイブリッドワー
クフローをはじめ、Truepress Jet520 や Truepress Jet2500UV など、インクジェット印刷装置分野への本格
参入をアピール。従来のオフセット印刷だけでなく、POD やサインディスプレーなどのさまざまな印刷方式
のソリューションをご紹介します。
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＜トレンドセミナー 2007 ー PDF ブレイク元年ー を開催＞
IGAS 2007 の出展テーマである “One Source Multi Print” の実現に向けて、その第 1 ステップとなる「PDF ブ
レイク元年」にフォーカスして内容をご紹介するトレンドセミナー 2007 を開催します。当社グループが推進
している本主旨に賛同いただいたアドビ システムズ株式会社およびアップルジャパン株式会社からも特別講
師を迎え、PDF/X 入稿の促進による業務効率の改善、顧客とのより密接な関係の構築に向けた、さまざまな戦
略を満載したセミナーです。多様な印刷方式にワンストップサービスで対応するために必要となる具体的なソ
リューション、ワークフロー、設備機器などを、技術解説を交えながらご紹介します。
このセミナーは、下記のとおり 6 月 20 日（水）の東京を皮切りに、全国 14 都市（計 16 回）で開催する予定です。
■ トレンドセミナー 2007 開催スケジュール
開催日

開催都市

開催日

開催都市

6 月 20 日（水）

東京

7 月 18 日（水）

金沢

6 月 21 日（木）

東京

7 月 19 日（木）

名古屋

6 月 22 日（金）

東京

7 月 20 日（金）

仙台

7 月 10 日（火）

静岡

7 月 23 日（月）

長野

7 月 11 日（水）

大阪

7 月 24 日（火）

京都

7 月 12 日（木）

札幌

7 月 25 日（水）

高松

7 月 13 日（金）

旭川

7 月 26 日（木）

広島

7 月 17 日（火）

新潟

7 月 27 日（金）

福岡

■ アドビ システムズ株式会社のコメント
アドビ システムズ株式会社は 6 月下旬、日本市場での ADOBE CREATIVE SUITE 3 の提供開始を予定してい
ます。DTP 制作ツールの最新環境のご提供は、デザイン制作側におけるデザイン性の向上と制作の効率化を
実現します。大日本スクリーン様が先ごろ発表された Trueflow SE には、
アドビ システムズ最新テクノロジー
である Adobe PDF Print Engine が搭載され、PDF ネイティブでの処理が可能となります。これにより、制作
側と製版印刷側での環境が整い、印刷業界での PDF 入稿による制作フローの効率化が一気に進むものと期待
しています。
アドビ システムズ株式会社 代表取締役社長 ギャレット イルグ
＊ Adobe、Adobe PDF Print Engine、ADOBE CREATIVE SUITE 3 は、Adobe Systems Incorporated（アドビ シス
テムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。その他、記載されている会社名および製品名は、
各社の商標または登録商標です。
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