東 北 縦 断 展示 会 2019 i n 秋 田 ･ 山 形 開催のご案内
ミマキ恒例「東北縦断展示会」を今年度も東北六県各都市で開催致します。

従来製品に加え、彫刻機や簡易３D プリンタなどの新製品、ラバーシートの新しい加工方法のご提案など盛り沢山の内容で
各都市を訪問します。

また , 各会場では製品セミナーも開催致しますので、是非ご参加ください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

■会場・日程のご案内
１, 秋田
会場

日時：２０１９年６月１１日(火) 1３時

〜 1７時
２, 山形
６月1２日(水) 1０時 〜 1６時

場所：

会場

秋田魁新報社 さきがけホール

秋田県秋田市山王臨海町１−１ 秋田新報社１F

▼

■セミナーのご案内
セミナー

①

日時：２０１９年６月１８日(火) 1３時

〜 1７時
６月１９日(水) 1０時 〜 1６時

場所：

山形県産業創造支援センター

山形県山形市松栄１-３-８ マルチメディアホール

→その他会場の日程：7/17-18 仙台市、8/27-28 盛岡市

各展示会場にてセミナーを開催します。

UV インクジェットプリンターの特徴と
新規事業のご提案

セミナー

②

サイン向けインクジェットプリンターの
色合わせ・色管理システムのご提案
インクジェットで狙った色を簡単に再現するには？
他の印刷機・プリンタと色を合わせたい… など
インクジェット色合わせの基礎知識をご案内します。

UV インクジェットは溶剤と何が違う？
どんな用途に使える？ などなど、UV プリンタの
基礎知識をご説明します。
秋田会場：6 月 11 日 14 時〜 ／ 山形会場：６月１８日 14 時〜

秋田会場：6 月 12 日 1１時〜 ／ 山形会場：６月１9 日 1１時〜

ＦＡＸ

ご来場の際は、下記ご記入いただきＦＡＸにてお申込みください。

貴社名

部署名

０２２-２８２-７２７１
お役職

お名前

ご住所

人数

TEL

ご来場予定

会場： □ 秋田 ／ □ 山形

(

時間：

セミナーの受講→

□申し込む ／ □受講しない

受講される場合→

□セミナー① ＵＶインクジェットプリンターセミナー
□セミナー② インクジェット色合わせセミナー

◆来場者特典 ご来場のお客様へもれなくプレゼント!!

ご来場特典をご希望の方は、右記名称欄□に✓を入れ各開催日程の
前週中にＦＡＸ返信をお願いします。
→会場受付で、お名刺と交換にてお渡しいたします。
※ご１社様につき１セットとさせていただきます。
展示はご予約なしでもご覧いただけます。
＜お問い合わせ先＞

仙台営業所
〒984-0825 宮城県仙台市若林区古城３丁目１０−７
ＴＥＬ：０２２ー３５２ー５３３３

＜販売店＞

)

FAX

月

日

□秋田会場
□山形会場

CGセット１

(

名
)

時頃

ご来場人数：

CGセット2

名

カッターセット
３Mチタンコートカッター×１
ミマキオープナー×１

出展内容のご案内

Ｓｉｇｎ Ｇｒａｐｈｉｃｓ
■ソルベントインク搭載プリント&カット対応インクジェットプリンタ

■ＵＶ硬化インク搭載プリント&カット対応イン
ト対応インクジェットプリンタ
最大プリント幅： 800mm
標準価格 218万円

２０１８年度プリント＆カット機シェア No.1 獲得 !!※
「トップシェア記念キャンペーン」継続開催中！

ラベル

※当社調べ

室内壁紙
販促ＰＯＰ
ウィンドウ
ウィンドウサイン

小型サインや小ロットラベル作成も対応
上質紙やPET、塩ビなどの印刷用タックフィルムへダイレクト
プリントが可能。カット機能と組み合せて、シール・ラベルの
オンデマンド製作を可能にします。

〇１ヘッドスタンダードタイプ ＣＪＶ１５０−１３０

本体標準価格１９８万円
→ キャンペーン価格

９８

■ウォームラミネーター

LA-140W/160W

( 税別 )

万円

ヒートアシスト機能付きで
UV プリンタとの相性も Good!
安定したラミネート作業を実現します。

〇２ヘッドハイスピードタイプ ＣＪＶ３００−１３０

本体標準価格２６８万円
→ キャンペーン価格

セットご購入がお得！

13８

( 税別 )

LA-140W:最大加工幅1,380mm
/ 標準価格 98万円

万円

※上記本体価格の他に、運送設置諸経費・保守契約費用などが必要です。

LA-160W:最大加工幅1,580mm
/ 標準価格 118万円

Industria
ndustriall Products ／ ３D
■ＵＶ硬化インク搭載フラットベッドインクジェットプリンタ

■熱溶解積層方式デスクトップ３Ｄプリンタ

■高精度デスクトップ型彫刻機

ME-II Series

標準価格 21 万円
キーホルダー

カード

A2 サイズ対応
標準価格 398 万円
スマホケース

ボトルプリント

▼造形領域：210 x 200 x 195mm

610×420mm、
153mm厚 迄の素 材へ直 接プリント可 能。
パッケージ、
グッズ、
ノベルティなど多 彩な用途に対 応します。

ＵＶプリンタ用冶具や立体成型の型、
簡易３Ｄサインの製作に最適なサイズ

Collaboration
■レーザー加工機

EPILOG HELIX
加工サイズ：
500×300mm
本体価格：
69.8万円
加工サイズ：
610×457mm

アクリルカット

ガラス彫刻

木材レリーフ彫刻

彫刻＆カットで新しい提案を！

ｅｔｃ…

様々な素 材を彫 刻 ＆カット。思い描いたデザインを
そのまま形にした商 品 提 案 が 可 能です。

彫刻サイズ：310×220mm(ME-300STII)
483×305mm(ME-500STII)
650×440mm(ME-650STII)

精密彫刻からモデリングまで幅広い用途に対応。
高精度デスクトップ型彫刻マシン

■ラバーシート

熱転写ラバーシートの新提案「ＮＯＷＬ」登場！

POLI-TAPE
×
EPILOG レーザー ( テクノロジック )
×
ミマキエンジニアリング
「NOWL・ノウル」とは「POLI-TAPE」社製熱転写ラバーシートを、「EPILOG」社製
レーザー彫刻機 ( テクノロジック社販売 ) にて微細カットを行うシステムです。
これまでのカッティング・プロッターによる加工では不可能だった mm 単位の加工を
ほぼカス取り無しで行うことが可能な、ラバーシートの新加工方式です。

