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印刷速度（片面A4）

印刷速度（片面A4）

印刷速度（片面A4横）

ー展示会招待状－

ー試せる展示会－

8,500円8,500円ウォッチガード機器代保守料５年付き 月額ウォッチガード機器代保守料５年付き 月額

ウォッチガードのご提案ウォッチガードのご提案セキュリティ対策に

サイバー攻撃から
ビジネスを
『守り抜く』。

企業が必要な技術的安全処置対策とは…

▼ マイナンバーの対策は万全でしょうか？

アクセス
制御

アクセス
制御

アクセス者の
識別と認証
アクセス者の
識別と認証

外部からの
不正アクセス
等の防止

外部からの
不正アクセス
等の防止

情報漏洩等の
防止

情報漏洩等の
防止

※PCにインストールするウィルスソフトは別途となります。

もう一度確認したい 5 チェックポイント

❶データはバックアップを取っている？

❷インターネットバンキングを行っている？

❸ウィルス対策ソフトは常に最新の物をつかっている？

❹システム管理者（詳しい人間）がいる？

❺USB メモリの使用に制限を設けている？

□Yes  □No

□Yes  □No

□Yes  □No

□Yes  □No

□Yes  □No

●万全なセキュリティを低コストで簡単に導入。

情報漏えいの原因と対策

1台ですべて対応できるので

●Watch Guard UTMアプライアンス●

これらの全対策をウォッチガード１台に集約

外部からの攻撃

社外

複合機 NAS

アンチウィルスソフト

CD･DVD USB HDD

ウィルス

社内

社内のPCを
ウィルスから
シャットアウト

ウィルス

インターネット

PC

社内ネットワークを

選別し、あぶない
内容はブロックゲートウェイセキュリティー

エンドポイントセキュリティー

低コスト 導入･管理が簡単 場所を取らない

対策 対策 対策 対策

PCウィルス 有害サイト閲覧 スパイウェア

ファイアウォール
導入

ウィルス対策
ソフト導入

ウェブフィルタリング
ソフト導入

スパイウェア対策
ソフト導入

（消費税別）

DICインキ相当

FG８５墨
FG60紺藍

FG64群青

FG28金赤

FG23赤

カスタム機専用速乾インク

軽オフセット印刷に迫る美しい仕上りです。

貸出
OK!

一台で製版から2色同時印刷まで

工場長もビックリ！！
営業さん本人が印刷？！

さらに

高品質!
アイコーカスタム機 新型完成！

タイプⅡ

タイプⅠ

タイプⅠ

タイプⅠ

タイプⅠ

RISOGRAPH

印刷会社様専用プロ仕様機

●速乾インク・タイプIIも同時リリース（黒のみ）

●原価もビックリ

1版42円!

㊗

機器利用・インク・保守サービス込みで、月々5,000円から

デスクサイドはもちろん

バックヤードでも活躍する

A4カラーモデル。

高速、高画質、高生産性に加え、

メンテナンス性や使いやすさを

徹底的に追求したA3モデル。

100,枚/分、75枚/分という

別次元の生産性を高画質、低コスト、

高い環境性能で実現します。

A4大容量インクジェット複合機/プリンター

A3大容量インクジェット複合機/プリンター

高速ラインインクジェット複合機/プリンター

シリーズ

シリーズ

シリーズ シリーズ

20ipm 20ipm
給紙枚数：最大580枚

24ipm 24ipm
給紙枚数：
基本モデル最大880枚
大容量給紙モデル　最大1,985枚

100枚/分 70枚/分
給紙枚数：
標準2,250枚
最大9,050枚

情報システムのセキュリティ問題が発生すると、業務に支

障が出るほかに、個人情報漏えい、信頼失墜に繋がります。

ウォッチガードを導入することによって、低コストで簡単

に、強固なネットワーク・セキュリティを実現。

また、UTMソリユーシヨンとして、迷惑メール対策を行い、

迷感メールを最大98%まで削減することができます。

ウォッチガードは情報セキュリティのプロフェッ
ショナルとして、サイバー攻撃による「情報漏え
い」や「ビジネスの停止」による被害／損失を防
ぐことを使命としています。

AIKOH FAIR 2018
TRY OUT EXCHITION 

1月18日（木）1月18日（木）
1月19日（金）1月19日（金）

10：00～19：00
9：30～18：00
10：00～19：00
9：30～18：00



レーザー加工機
　コムネット GCC LaserPro C180Ⅱ
　＋エアーコンプレッサー
多目的光沢加工機  ＤＣ－2

富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社

株式会社ムサシ

岩崎通信機株式会社

ダイヤミック株式会社

株式会社ホリゾン東テクノ

理想科学工業株式会社

株式会社メディアテクノロジージャパン

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

エプソン販売株式会社

富士ゼロックス神奈川株式会社

株式会社ジェピック

株式会社モリサワ

株式会社山櫻

エフ•ネットシステム株式会社

Real Match Assistant（色見本色合わせシステム）

マルチカードスリッター きりっ子 MCX‒AR
再転写カードプリンタ Nisca PR‒C201

CTP サーマルディジプレートシステム
　TDP－459II
アロマディフューザ　FLOW

四六判半裁クロス折機 AFC‒566FKT
横型プレススタッカー PST‒44
1クランプタイプ製本機 BQ－270V
コンピュータ油圧断裁機 APC‒610
自動折機・専用台  PF－40L+MT－40L
筋入れ機 CRS－36
紙揃え機 PJ－100

A1ノビ対応12色プリンター imagePROGRAF PRO－2000
クリエイティブアーツ向けプリンター image PRESS C65
カラーカードシステム ＣＸ－Ｇ6400

高速ラインインクジェット複合機/プリンター LX－10000F
スマートチャージA4複合機 PX－M840FX
A1サイズ4色大判プリンター SC－T3250
インクジェット複合機A4エコタンク搭載モデル EW－M571T
インクジェット複合機A3エコタンク搭載モデル EW－M5071FT
スマートグラス BT－350
短焦点プロジェクター EB－1460UT
レーザー光源プロジェクター EB－L1300U

高速シートシャッター「門番」
PCによる動画デモ

封筒印刷プリンター YL5000‒YAF
CARD MATE Digica Rev6
名刺カッター プロスカット PCM－15

パナソニック IP office
　デジタルビジネスホン VB－F411KA－S
NSS SPシリーズ
　監視カメラシステム NSPV5004
京セラ A3カラー複合機 TASKalfa2551ci
京セラ WatchGuard T－10

株式会社沖データ

高度清浄加湿装置
　うるおリッチＳＡＴ－ＵＲ22ＭB

リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社
菊全判オフセット印刷機 RMGT10(パネル展示)
A全判オフセット印刷機 RMGT940(パネル展示)

デュプロ株式会社
折込広告丁合機 EP－A230S
インクジェットアドレスプリンター ＤＩＪ－Ａ80
エアージョガー NJ－600H（除電機能付）
宛名・印面検査装置 SN－100

※出展機種は変更になる場合がございます。

フルカラーデジタル複合機 DocuCentre－VI C3371PFS
DTP向けプロダクションプリンター
　DocuColor7171P+PX710PrintServer
グラフテック オートシートフィーダーカッターCE6000－ASF　

ワークフローソリューション EQUIOS Ver.5
偽造防止セキュリティデザインシステム Super Line　
trinc 静電気除去装置
　　

バリアブルソフト MVP7 Professional Edition 7
バリアブルソフト MVP7 Standard Edition 7
インバウンド対応情報発信ツール　MCCatalog+
組版編集ソフト MC‒Smart3
統合パッケージソフト MDS-Smart 3 

日本オフィスラミネータ株式会社
ロール式ラミネート機 RSL‒382S
パック式ラミネータ　JCL－６R340 Pro　

フルカラーデジタル印刷システム
　 AccurioPress C2070 

コニカミノルタジャパン株式会社

高速2色用デジタル印刷機
　RISOGRAPH ME935
高速単色用デジタル印刷機 SF939
高速カラープリンター
　ORPHIS GD9630+メーリングフィニッシャ

5色対応LEDカラープリンター
　ML VINCI C941dn
カラーLED複合機
　COREFIDO MC843dnwv

リコージャパン株式会社
カラープロダクションプリンター RICOH Pro C7100
ガーメントプリンター RICOH Ri 100

ダイワボウ情報システム株式会社
セルスター ドライブレコーダー CSD－690FHR， CSD－670FH, CSD－600FHR
セルスター レーダー探知機 AR－W81GA, AR－W51GA
セルスター パワーインバーター HGU－350/12V
セルスター ポータブル電源 PD－650　

エプソン業務用ラベルプリンター
　TM－C7500（千社札）

ラミーコーポレイション
　オートラミネータ　Revo－Office

株式会社アイコー

株式会社フジ医療器
補聴器 
マッサージチェア SKS－6900
水素風呂スパーレEX FMLA－16
家庭用EMS スタイリフト
ウェルナイトライフ（温熱寝具） HE－8000BA
ウェルナイトウールブレスE WN－W1

ご挨拶
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃はひとかたならぬ
ご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。このたび弊社では「アイコーフェアー
2018」を１月１8日、19 日に厚木市文化会館にて開催致します。今
回 の「アイコーフェアー２０１ 8」の テ ー マ は TRY OUT 
Exhibition「試せる展示会」です。実際に機器に触れ、動作や使
用感をご確認頂けます。また印刷データ等をご持参頂ければ、展示さ
れている実際の機器で試すことができ、仕上がりをご覧頂けます。是非
この機会にお試し頂ければと思います。この展示会を通じて新たなアイディ
ア、新たな事業展開へのヒントとなれば幸いです。ご繁忙の折りとは存
じますが、是非この機会にご来場賜りますようお願い申し上げます。

株式会社アイコー　代表取締役　湖 山　和 英

株式会社ウチダテクノ
帯掛機 テーピットWX－P
テープディスペンサー9GR
インターナショナル三興
　熱収縮包装機 SL－55

株式会社工藤鉄工所
オートマチックリフター ラ・クーン AL－9 
自動紙揃え機 クドエース 900ＭＪC－14

ウエノ株式会社
エディックシステム ＪＳ HANTEN（PCによる動画説明）
印刷薬品 各種 （サンプル品、パンフレット）

ウェブテック株式会社
枚葉機用インライン品質検査装置
　SENSAI　（PCによる動画説明）
文字欠け・抜き取り用検査装置
　BISAI　（PCによる動画説明）


