
東北地区のお客様へ、ミマキエンジニアリングの最新ニュースをお届けします。
イベントやキャンペーン、新製品のご案内などお得な情報が盛り沢山！ 是非ご一読ください。

●キャンペーン開催

●新製品のご案内

●キャンペーン開催

●新製品のご案内

お得なキャンペーンを開催中！ お見逃し無く！

最新のインクジェットプリンタ・カッティングプロッタが続々登場！

CJV150-   75  本体定価：148 万円を⇒１２８万円
CJV150-107  本体定価：168 万円を⇒１４８万円
CJV150-130  本体定価：198 万円を⇒１７８万円
CJV150-160  本体定価：228 万円を⇒２０８万円

CJV300-130  本体定価：268 万円を⇒２４８万円
CJV300-160  本体定価：298 万円を⇒２７８万円

①ＣＪＶプライスダウンキャンペーン ②SIJ-320UV 発売記念
         メディアプレゼントキャンペーン期間：2015 年 10月 19日～ 11月 30日ご注文分まで

         ※予定台数に達した場合は、早期終了させていただきます。
期間：2015 年 10月 28日～ 12月納品分まで

スタンダードターポリン
遮光ターポリン
ノンライン内照用ＦＦシート
PWS-G  光沢塩ビシート
PWS-M マット塩ビ シート

※表示価格は税抜きです。※表示価格は税抜きです。

3,200mm×50M
3,200mm×50M
2,500mm×50M
1,370mm×50M
1,370mm×50M

135,000円
170,000円
190,000円
21,480円
21,480円

お好きなメディアを
50万円以内で
お選びください。

２０万円

Price
Down

本体価格

５０
プレゼント

万円
相当

Sign GraphicsSign Graphics Industrial ProductsIndustrial Products
⇒屋内外の看板広告・ポスター・標識製作 ⇒印刷・工業用途でのデジタルオンデマンド生産

福島 郡山 福島 郡山 盛岡青森 八戸

多目的カッティングプロッタ

★偏芯カット、高圧カット
    振動カット、罫引き
    様々な場面で活躍する
   １台４役のマルチプロッタ

★最高 110 ㎡ /h 高速＆高画質プリントを実現
★最大 1,524mmメディア２本を同時にプリント
★新開発 LUS-120インクで堅牢性と柔軟性を実現

★高精度・高速プリントで
    スクリーン印刷市場での
    オンデマンド生産を実現

フラットベッド
UVインクジェットプリンタ

フラットベッド
UVインクジェットプリンタ
★710×510mm対応

３.２ｍ幅グランドフォーマット
LED-UV インクジェットプリンタ 多目的カッティングプロッタ３.２ｍ幅グランドフォーマット
LED-UV インクジェットプリンタ

実機出展 展示会場 実機出展 展示会場

⇒それぞれの機種は展示会場でご覧いただけます。詳細は裏面のご案内をご覧ください。

担当：竹内･ 安田･ 佐藤･ 相馬

MIMAKI EXPRESS@TOHOKUMIMAKI EXPRESS@TOHOKU

高品質プリント＆カット機能付
インクジェットプリンタ

Textile & ApparelTextile & Apparel
⇒アパレル・ソフトサインなど生地へのプリント

仙台

★高品質＆高生産性に加え
     大幅なランニングコスト
     削減を実現した、
   「次世代の昇華転写プリンタ」

実機出展 展示会場

抜群の安定性を誇る、イタリアの
老舗「 モンティ・アントニオ」社製
オイルヒーター式熱プレス機を各種
取扱い販売

全国２０台限定 !
!!

全国２０台限定 !
!!

他社機も対象 !  昇華プリンタ
30万円下取りキャンペーン開催中 !!
他社機も対象 !  昇華プリンタ
30万円下取りキャンペーン開催中 !!

30セット限定 (12/29ご注文分迄 )30セット限定 (12/29ご注文分迄 )



●仙台ミニ展のご案内

●東北縦断展示会のご案内

●仙台ミニ展のご案内

●東北縦断展示会のご案内 恒例の縦断展示会を開催！

各業界向けへ特化した、最新のシステムをご提案します。

※各会場での出展機種はお問い合わせください。
ご来場者特典  ⇒ 下記全会場でミマキCGシリーズ用カッター刃「SPB-0030 (1ケース)」をプレゼント！

Mod.120-TMod.120-T

昇華転写プリンタ 高性能省スペース型プレス機
高精度ＵＶプリンタ

ソフトサインソフトサインファッションアパレルファッションアパレル ユニフォームユニフォーム
★ファッション＆スポーツアパレル、サインなどでますます活躍の場を
    広げる昇華転写プリントを最新のシステムでご提案します。
    昇華転写のノウハウをお伝えするセミナーも開催。  
    ＜セミナー内容＞
     ・スポーツ応援グッズアプリについて
     ・ポリエステルバナー ( ファブリックサイン ) について

★最新型の高精度ＵＶプリンタ「UJF-7151Plus」で実現する
    スクリーン印刷市場でのオンデマンド生産をご提案します。
    また、多目的ＵＶプリンタ「UJF-6042」とカッティングプロッタ
   「CFL-605RT」、簡単パッケージ作製の新ソフト「ArtiosCAD DS」
   でパッケージの小ロット生産、モックアップ製作をご案内します。
＜セミナー内容＞
・これから始めるパッケージアプリ

八戸 会場

八戸総卸総合センター
展示場Ａ

11/17( 火 )  ・11/18( 水 )
13 時 ～17 時       10 時～16 時

青森県八戸市卸センター 1-12-10

青森 会場

青森市はまなす会館
１Ｆ体育館

11/19 (木 )  ・ 11/20 (金 )
13 時 ～17 時       10 時～16 時

青森県青森市問屋町 1-10-10

郡山 会場

ビッグパレットふくしま
コンベンションホールＢ

１２/９ ( 水 )
10 時～17 時

福島県郡山市南 2-52

福島 会場

ウィル福島
コンベンションホールＢ

１２/１１( 金 )  
10 時～17 時

福島県福島市鎌田字卸町 10-1

盛岡 会場

岩手県民会館 第2展示室

12/15( 火 )  ・12/16( 水 )
13 時 ～17 時       10 時～16 時

岩手県盛岡市内丸 13-1
会場駐車場をご利用の場合は、
駐車料金を当社で負担致します。

11 月開催 12月開催
お近くの会場で、最新のミマキ製品をご体験ください！

11/19-20
青森 11/17-18

八戸

12/15-16
盛岡

12/11
福島福島

12/9
郡山

‘16予定
秋田

‘16予定
山形

巻取り機能付き コールドラミネーター

高速＆高精度 UV フラットベッドプリンタ

A2対応高機能 UV フラットベッドプリンタ

A2対応多目的フラットベッド 
カッティングプロッタ

最新のミマキ

A2 対

※山形＆秋田地区は 2016 年初旬に開催予定です。ご期待ください。

 ※会場受付にてお名刺と交換、ご一社様に付き 1ケースとさせていただきます。

日時：11月10日（火）・11日（水）１０時～１７時 日時：

仙台ミニ展会場： 株式会社ミマキエンジニアリング 仙台営業所ショールーム
〒984-0825 宮城県仙台市若林区古城 3-10-7     Tel：022-352-5333 / Fax：022-282-7271

パッケージソリューションパッケージソリューション

12月17日（木）13時～ 17 時
          18日（金）10時～ 17 時 


