
お問合せ

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。その他の社名または商品名は、各社の登録商標または商標です。

http://www.fujixerox.co.jp/c4/

6月11日（水） 10:00より受付開始
申込締切日

URL

コード ※必須 ナンバー ※記載があれば
　こちらも入力して下さい

下記のお申込み専用ページよりお手続き下さい。　

お申し込み

お披露目会 会場

●お披露目会 会場は、日本橋三井タワー内（３F）です。（右上拡大地図参照）
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富士ゼロックス株式会社　プロダクションサービス営業本部　営業計画部　マーケティング部
メールアドレス　seminarV2100@fujixerox.co.jp　　担当　安東・森

6月26日（木）  18：00（各講演とも定員120名になり次第締め切らせていただきます）

Xerox、Xeroxロゴ、Fuji XeroxロゴおよびVersantは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 1

主催：富士ゼロックス株式会社　共催：富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社

SkyDesk Media Switchアプリ（ダウンロード
無料）で動画をご覧いただけます。
使い方はP2をご覧ください。

参加無料／事前登録制ご招待

富士ゼロックス新商品お披露目会
～扉をひらく～

「Versant™2100 Press」※

各種ソリューションや、低コストでマーケティング
ツールとして活用が可能となる長尺や封筒といっ
た新しいサンプルをご紹介します。

展示会場は、10:00～18:00までご自由に
ご覧いただけますので、お申し込みいただき
ぜひご来場ください。

プロ市場向けに機能を厳選し、コンパクトなボディに凝縮して搭載。また、デジタル
画像処理技術を刷新し、さらなる高画質を実現したコストパフォーマンスに優
れたA4カラー100ページの高速印刷が可能なスタンダードモデルです。

※Versantは米国ゼロックス社の商標です。

新商品

※ソリューション展示詳細については、P2をご覧ください。

ごあいさつ  

　拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。 
　さて、弊社ではプロダクションカラー新商品「Versant™ 2100 Press（バーサント2100
プレス）」を、6月27日より発売いたします。本商品は、長年にわたりデジタルプリンティング市
場で培った技術・ノウハウ・品質を取り入れ、且つ、徹底的な低コスト化を図ったプロ印刷市場の
お客様向けエントリーモデルです。拡張する印刷ビジネスに貢献できるものと確信いたします。 
つきましては、お客様のより近くでこの商品をご覧いただけますよう、下記要領にて東京でお披
露目のイベントを開催させていただきます。
　ご多用の折とは存じますが、是非ご来場賜りたく、ご案内申しあげます。 末筆ではございま
すが、お客様のますますのご健勝、ご発展をお祈り申し上げます。

敬具 

富士ゼロックス株式会社 
プロダクションサービス営業本部 本部長　麻生 修司

日 時 ：2014 年7月2日（水）
 10:00～18:00（受付開始10:00）

会 場 ：マンダリンオリエンタル東京
 東京都中央区日本橋室町 2-1-1
 TEL：03-3270-8800
 展示・デモ ： グランドボールルーム
 セミナー：サンクチュアリ　

FX72 0 0 4 4 0

富士ゼロックスのカラー複合機で出力しました。



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。展示内容は、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。

セミナープログラムガイド

受付開始 10:30

公益社団法人  日本印刷技術協会  専務理事

相馬　謙一 氏

日印産連「デジタルプレス推進協議会」座長として、調査報告書名：印刷
業界におけるデジタル印刷に関するアンケート調査（2013年度版）の
報告をベースに、デジタル印刷を推進する際のポイントや、未来に向
かって通用する印刷産業にするために経営陣は何をすべきか？を考察し
ていきます。

相馬　謙一 氏  プロフィール
1972年JAGAT入社。プリプレスの実
技研修や調査などを経験。1981年以降
は各印刷関連工業組合などの調査事業
で委員などを歴任。近年は全日本印刷
工業組合連合会・業態変革推進企画室
委員、経営革新・マーケティング委員会特別委員など。日本
印刷産業連合会のデジタルプレス推進協議会座長（2010
～ 2013年度）。JAGATではデジタル関連ビジネスや技術
などを幅広く情報発信。2012年より専務理事。

『新たなビジネスモデルを創出するためにすべきこと』

新商品Versant™ 2100 Pressのデモ、各種ソリューション展示、講演を通じて、デジタル印刷を経営の武器に高めるために必要な 「顧客
啓蒙、提案型営業、IT教育、バリアブル出力、ハイブリッド印刷、工程の自動化」の「扉をひらく」機会となれば幸いです。

講 演 ① 11:00-12:00 （定員 120 名）

受付開始 15:00

感動会社 楽通  代表

田村　慎太郎 氏

お客様にとって印刷会社は必要なのでしょうか？答えはお客様にあります。
例えば、お客様はチラシという印刷物を作りたいのではなく、そのチラシ
を見てもらうことによって、見た人が来店する、商品を買ってもらうという
効果が欲しくて印刷物を作っています。しかし想いはあってもそれをちゃ
んとビジュアルに変えることができないお客様のほうが多いのです。実は
そこに印刷会社のチャンスがあるのです。お客様のその先のお客様のこと
まで考え新しい印刷物の力をどんどん発信するそんな印刷会社になりま
せんか。それをいろんな事例を交えてお話しします。

田村　慎太郎 氏  プロフィール
1995年船場印刷株式会社営業部入社、
13年在職。その後「お客様が求めてい
ることを形にしたい」と2008年7月4
日兵庫県姫路市に「感動会社楽通」を開
業。開業後、売上の8割程は印刷物、「印
刷物での利益率40％」という仕事を体感する。
＜経営理念＞ 
サプライズを常に考え実行しお客様の悩みや夢をカタ
チにするため全力投球
＜商品ラインナップ＞ 
成功報酬型名刺、営業同行付きチラシ、営業代行（PR
ガールズ）、楽しい営業活性化プロジェクト、ラクロス（楽

etc…。

『印刷会社にこれから本当に求められる
～想いを形にする仕事～』

講 演 ③ 15:30-16:30 （定員 120 名）
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Step 1 スマートフォンやタブレット端末に、富士ゼロックス提供の専用アプリ「SkyDesk Media Switch」（無料）をインストールします。

※ アプリの対応OSのバージョンなどに
　ついては、App StoreおよびGoogle Play
にてインストール前にご確認ください。

Media Switch

「Media Switch」で検索App Store または Google play にアクセス インストール

SkyDesk Media Switch の使い方

（展示会場は、10:00～18:00までご自由にご覧いただけます。）

App Storeは、Apple Inc.が運営するiPhone、iPad、iPod touch向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行なえるサービスの名称です。その他の掲載されているサービス、商品名等は各社の登録商標または商標です。

アプリを起動

Step 2 SDMSのマークがついた画像（表紙に掲載）を「SkyDesk Media Switch」で撮影！

※ SkyDesk Media Switchは、富士ゼロックス社が提供するアプリケーションソフトです。

SDMSの
マーク

お客様価値創造センター

お客様価値創造センター

お客様価値創造センター

Media Switch
コレクション
検索

最近使った
コレクション

コレクション検索で
「お客様価値創造センター」を
検索、該当の結果をタップ

カメラアイコンを
タップして
撮影モードに移動

SDMSのマークがついた
画像がガイドの中に
入るように撮影

送信すると
コンテンツへ
アクセス

３

展示・デモガイド

受付開始 13:00

慶應義塾大学大学院  教授

岸　博幸 氏

我が国は、経済大国であり、治安がよく、暮らしやすい豊かな社会を形
成している反面、少子化、高齢化により人口、生産年齢人口が減少して
いることに加え、画一性が高い社会となりイノベーション創出が進まず、
国際競争力が低下傾向にあるといわれています。今講演では、国際競争
力のある「個性ある地域の確立」に向け地域活性化をいかに進めていけ
ばよいのか、人と社会（地域）とのかけ橋である「印刷ビジネスの使命」
を観点にわかりやすく語っていただきます。

岸　博幸 氏  プロフィール
エイベックス・グループ・ホールディング
ス株式会社顧問、
エイベックス・マーケティング取締役
1962年9月1日生まれ。東京都出身。
一橋大学経済学部卒業後、通商産業省
（現・経済産業省）入省。通産省在籍時にコロンビア大学
経営大学院に留学し、MBA取得。資源エネルギー庁長官
官房国際資源課等を経て、2001年、第1次小泉純一郎内
閣の経済財政政策担当大臣だった竹中平蔵氏の大臣補佐
官に就任。その後、江田憲司衆院議員や元財務官僚の高
橋洋一氏らと共に「官僚国家日本を変える元官僚の会（脱
藩官僚の会）」を設立。以降、「脱藩官僚」としてテレビや
雑誌でも活躍中。

『いかに地域を活性化するか
～イノベーションの創出が鍵～』

講 演 ② 13:30-14:30 （定員 120 名）

地域コミュニティ活性化
富士ゼロックスはコミュニケーションの質の向上を通じて、人と人、人
と社会がお互いに理解を深めるお手伝いを続けてきました。「地域社
会」への貢献をテーマとして、さまざまな活動をより積極的に展開し
ます。

アドビ アプリケーション教育
Adobe Creative Cloudの新機能と製版・印刷業様向けの新教育
コースを、弊社アドビ認定インストラクター（ACI）よりデモンスト
レーションを交えてご紹介します。
富士ゼロックスは、「アドビ認定トレーニングセンター（Adobe 
Authorized Training Center:AATC）」の認定を取得しています。

バリュー・イノベーション・プログラム
デジタル印刷を経営の武器にいかに高めていくのか、富士ゼロックス
は、「変革への共創」「人材の育成」「システムの構築」をキーワードに、
デジタル印刷を活用したビジネスモデルの確立にお役立ちします。

デジタル印刷自動化ワークフロー
FreeFlow Process Managerを活用した自動化ワークフローが、プ
リプレスから印刷までの工数とミスを削減して生産性向上による短納
期化を実現するだけでなく、新たな商材の提供も可能にします。

One To One コミュニケーション
デジタル印刷とバリアブル印刷で実現する効果的なコミュニケー
ションツールや販促ツールをサンプルを交えてご紹介します。

PODワークフローソリューション
FUJIFILM WORKFLOW XMFと連携したデジタルプレスの戦略的活用のための『POD Workflow Solution』をご提案いたします。 
オフセット/デジタルプレス統合ワークフローを構築することで、制作工程や校正作業の効率化を支援いたします。また、本社、工場などの複数拠点
間、オフセット印刷、デジタルプレス、プルーフなどの複数デバイス間の色品質 を一元管理し、品質安定化と生産性向上の実現を支援いたします。
さらに新商品Versant™ 2100 Pressでは富士フイルム独自技術との連携を強化し、プルーフやデジタルプレス用途として、オフセット印刷との親
和性を最大限に高める事が可能となり、事業領域拡大に寄与します。

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社

富士ゼロックス株式会社

POD印刷物専用 多目的光沢加工機
●DC-1
トナーを糊の代わりに箔転写し、無版で小ロットに対応した光沢加
工機です。コンパクトボディで液体を使用しないため、メンテナンス
も簡単で臭気もありません。

印刷業総合業務管理システム（MIS）
●M BOOSTER
印刷会社の業務情報一元管理と原価管理を実現する印刷業向け
MISです。「M BOOSTER」の受注情報から、ボタンひとつで
「FUJIFILM WORKFLOW XMF」へジョブ生成と「XMF Remote」
ジョブ公開の連携機能をご紹介します。

株式会社ムサシ


