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大日本スクリーン、
「drupa 2008」に向けた広告キャンペーンを開始
～「YOUR WISH IS OUR PRINT ON DEMAND」をスローガンに、
POD トップベンダーを目指す～

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、必要なときに必要な部数だけを印刷する POD（プリント・オン・デマンド）システムに
おけるトップベンダーを目指し、今年 5 月末からドイツで開催される世界最大の国際総合印刷機材展
「drupa 2008」に向けた世界的な広告キャンペーンを、2 月下旬から開始します。
当社は、多彩な製品ラインアップにより世界トップシェアを誇る CTP ベンダーであり続けるととも
に、POD を可能にするデジタル印刷関連機器の分野でもナンバーワンを目指すなど、世界の印刷・製
版業界におけるリーディングカンパニーとしての魅力を「drupa 2008」においてあらためて訴求。印刷
業界が大量生産主導の時代から、よりパーソナルなセグメントへの付加価値の追求へと大きく変革する
中、当社は長年培った印刷・製版技術を基に、今後多様な応用展開が期待されるインクジェット技術を
駆使し、ダイレクトメール／トランスプロモ、新聞のサテライト印刷、サインディスプレー、産業用印
刷などの分野を中心に、より付加価値の高い POD システムを紹介します。
今回「drupa 2008」に向けて展開するキャンペーンのスローガンは、これらのポイントを集約した
「YOUR WISH IS OUR PRINT ON DEMAND」
。POD がもたらす新しい印刷の価値を、環境への取り
組みの一つとしてもお客さまに訴求するため、当社の思いを込めた広告紙面を準備。明日の「メディア
スクエア京都」のオープンを皮切りに、日本国内をはじめ北米、欧州、アジアパシフィックの各地域の
業界紙誌、Web パブリッシャー、当社 Web サイトなど、さまざまなメディアを通じて幅広いターゲッ
トに向け、約 4 カ月間にわたってワールドワイドに展開していきます。
当社は今回のキャンペーンを通して、POD への流れが加速する印刷業界における大日本スクリーン
の新たなブランドの提示と強化を目指すとともに、新しい印刷ビジネスのスタイルを提案していきます。
そして、POD をメディアテクノロジー事業の中核ビジネスと位置付け、事業領域のさらなる拡大を図
るとともに環境への取り組みを一層推進し、ワールドワイドなリーディングカンパニーとして、今後も
業界の発展に貢献していきます。
＊「YOUR WISH IS OUR PRINT ON DEMAND」広告の内容は、２月下旬から下記 URL でご覧いただけます。
URL：www.screen.co.jp/ga_dtp/index.html

●

本件についてのお問い合わせ先

メディアテクノロジーカンパニー 企画統轄部 商品企画部：
Tel 075-414-7610  Fax 075-417-2705  〒 602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目
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IS OUR PRINT ON DEMAND

Truepress Jet520 – High speed, full colour digital printing system
Direct mail s transactional/transpromo s newspapers s books s journals s catalogues

Document
Based in Kyoto, the city that hosted the World’s first major treaty on climate change, you would expect Screen to take an
environmentally responsible approach to business. By adopting the ‘Eco Kyoto 21’ strategy, we now put the environment at
the top of all our product development and manufacturing procedures. Over the last 15 years we have achieved huge cuts
in CO2 emissions and reduced our waste by over 50%. All our products, including our digital presses, are 100% recyclable,
produce less waste and consume less power not only during their manufacture but also when producing quality digital
print. At drupa Your ‘Eco’ Wish is our Print on Demand. Drupa Hall: 8B / A61

Document

Industrial

Screen Europe, Bouwerij 46, 1185 XX Amstelveen, tel: +31 (0)20 456 78 00, url: www.screeneurope.com

エコ・バージョン

Industrial

Display

High-speed or high quality? Low costs or high quality? Fixed format or flexible options? Don’t you wish digital printing
wasn’t all about compromise? Screen’s Truepress Jet520 brings you the best of all worlds, good quality colour, low
running costs and the flexibility to produce a wide range of variable data and Print on Demand. Screen’s business is based
on understanding the building blocks of high quality printing – if you’re serious about colour and wish digital could give
you more visit Screen at Drupa 2008 (Hall 8b, Stand A61). You will find Your Wish is our Print on Demand.

Display
Screen Europe, Bouwerij 46, 1185 XX Amstelveen, tel: +31 (0)20 456 78 00, url: www.screeneurope.com

Truepress Jet520 バージョン

＊ ほかに Truepress Jet2500UV バージョンを準備してい
ます。

＜ drupa 2008 出展機種※ 1 ＞
・ メディアミックスソリューション
JDF/CIP4 対応ワークフローシステム「Trueflow SE」
サーマルプレートレコーダー「PlateRite 4300」
（マルチカセットオートローダー「MA-L 4300」付き）
マニュアルタイプサーマル CTP「PlateRite Niagara」
4 色カラーデジタルオフセット印刷機「Truepress 344」
ワイドフォーマット用 UV インクジェットプリントシステム「Truepress Jet2500UV」
・ サインディスプレーソリューション

RGB 画像最適化ソフトウエア「Colorgenius DC」
ワイドフォーマット用 UV インクジェットプリントシステム「Truepress Jet2500UV」
カッティング装置※ 2

・ サテライト新聞印刷ソリューション
新聞デジタル印刷用フロントソフトウエア「Newsworker」
フルカラーバリアブルプリンティングシステム「Truepress Jet520」
後加工装置※ 2
・ ダイレクトメール／トランスプロモソリューション
バリアブル編集システム「Varystudio」
フルカラーバリアブルプリンティングシステム「Truepress Jet520」
後加工装置※ 2
・ 産業用印刷ソリューション

産業用 UV インクジェットプリントシステム「Truepress Jet650UV」

※ 1	 出展機種は、2008 年 2 月 18 日現在の予定であり、変更することがあります。
※ 2 他社製品
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