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page2016 
Agfa ブースの見所 

⽇本アグフア・ゲバルト株式会社（代表取締役社⻑松⽯浩⾏）では、来る2 ⽉3⽇（⽔）より5⽇

（⾦）までサンシャインシティコンベンションセンターTOKYOにて開催されるpage2016にブース

（⽂化会館3階・展⽰ホールC、ブースNo. C-15）を出展します。 

今回のpage2016においてアグフアは「印刷現場は宝の⼭！」として、お客様の利益増⼤を“ コミット”
する経営改⾰プログラム「A-SAP（エイザップ）Agfa System And Printing」をご紹介します。さらに国
内導⼊800胴を突破したアズーラ速乾印刷、page2016でリリースとなるApogee Cloudを始め最新プリプ
レスワークフロー、そしてUVインクジェットソリューションまで、厳しい市場環境においてお客様の経営
⾰新を強⼒にサポートするAgfaのプロフェッショナル製品の数々をご紹介します。 

 

【ステージプレゼンテーション】  

A-SAP（エイザップ）プログラム紹介 
 ASAPはアグフアとお客様が⼀体となり、印刷現場に眠る宝を掘り起こし、利益を創出し印刷会社

の経営を⾰新する今までにない新しい発想の改⾰プログラムです。アズーラ速乾印刷で国内導⼊
800胴という実績を出しているアグフアにしかできないトータルな⽀援でIT＆現場を改⾰します。
ステージではASAPプログラムならではの特⻑と内容、実例ユーザー様のご紹介を⾏います。 

Apogee Cloudが開く新たな世界 
 オートメーションに定評のあるアポジーがいよいよクラウドに対応。 常に進化するテクノロジー

とApogeeの強みを融合することで⽣まれるIT化・⾃動化の多⼤な相乗効果を同じくpage2016で
リリースとなるApogee 9.1と共にご紹介します。 

 

■ 主な出展製品 

▶現像レス CTP プレート＆スクリーニング 

出展製品    

 現像レスCTP プレート「Azura TU（アズーラ TU）」 （実演デモを⾏います） 

 クリーニングユニット「Azura CX125（アズーラ CX125）」 

 XMスクリーニング「Sublima（スブリマ）」 

 

 速乾印刷 800 胴突破を牽引した、導⼊実績 No.1 現像レスプレート 
印刷機を正しくメンテナンスし、⽔とインキを絞ることで実現する「速乾印刷」。パウダー量も削減
でき、断裁での裏付も激減、オフ輪においても低温乾燥による⽕じわ解消、インキ削減に効果があり
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ます。ドライダウンの無い美しい仕上がり品質を、速乾印刷で「経営⾰新」を実現されたユーザー様
の印刷サンプルにてご確認ください。また、検版できる現像レスプレートの使い易さを実演でご紹介
します。 

 Sublima （スブリマ）印刷コンテスト⾦賞作品展⽰ 
簡単に、240 線の⾼精細印刷が⾏なえる魔法のようなスクリーニングテクノロジー「Sublima」。
インキ使⽤量も削減でき、コスト削減にも威⼒を発揮し、現像レスプレート:Azura との組み合わせ
で超安定⾼精細印刷を実現します。12 回⽬を迎える Agfa の印刷コンテストの⾦賞作品を展⽰しま
す。 

 
▶印刷会社の IT 化・⾃動化により⽣産フローを⾰新するプリプレスワークフロー 

出展製品    

 ワークフローのコスト削減と効率化を解決する最新のクラウドベースソリューション
「APOGEE Cloud（アポジークラウド）」【新製品】 

 印刷会社の IT 化を推進する多数の⾃動化機能を装備した AGFA プリプレスワークフロー
「Apogee Suite 9.1 （アポジー スイート 9.1）」  【新製品】 

 誰でも簡単に Web to Print のショップを⽴ち上げる事ができるソフトウエア 
「APOGEE StoreFront （アポジー ストアフロント）」 【新製品】 

 
 Apogee 最新ソリューション 
会社全体のワークフローの IT 化により、次世代の⽣産体制を確⽴する Apogee をトータルシステムソリュ
ーションとして、MIS から CTP 出⼒指⽰までの全体を流れに沿ってご紹介します。 
 
▶ AGFA の UV インクジェットソリューション 

出展製品 

 ワイドフォーマット・プリンタ専⽤ RIP ソフトエア 「ASANTI （アサンティ）」  
アポジーをベースとした本格的ワークフロー型 RIP ソフトウエア。マーク配置、画像解像度チェッ
ク、フォント埋め込みチェックなど出⼒前に必要となる確認作業を⾃動化します。 

インクジェット製品サンプル展⽰ 
UV インクでは密着が難しいと⾔われてきた PP プラダン、アクリルボードに対しても⾼い密着性を持
つ AGFA の UV インクジェット製品の実⼒を多数のサンプルと映像でご紹介します。 

 

 

■ page2016 無料スポンサーズセミナー  

「第 2 世代に⼊ったアズーラ速乾印刷」  
〜実践ユーザー様による⾒学・教育プログラム、その驚きの効果〜 
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 2 ⽉ 4 ⽇(⽊) 13：00〜14：30 

【会 場】： サンシャインシティ コンファレンスルーム（ワールドインポートマート 5F) 

スピーカー 
株式会社共⽴アイコム  執⾏役員 ⽣産本部⻑ ⼤⽯  修 様 
サンケイ総合印刷株式会社  製作本部 副本部⻑  川⼝ 泰弘 様 
株式会社ウィザップ   代表取締役社⻑  ⾼橋 陽⼦ 様 

速乾印刷の確⽴に成功し、具体的な経営効果を出している実践ユーザー様が、更に実践現場の⾒学プロ
グラムや他社への教育プログラム実施へと発展、” 速乾印刷第 2 ステージ” へと突⼊。その驚くべき効
果とプログラムをパネルディスカッションで披露！ 

 

「国宝を蘇らせた最新インクジェット技術」 
〜平等院住職が語る感動の国宝復元劇〜 

2 ⽉ 5 ⽇(⾦) 13：00〜14：30 

【会 場】： サンシャインシティ コンファレンスルーム（ワールドインポートマート 5F) 

プレゼンター 
宗教法⼈ 平等院   住職 神居 ⽂彰 様 

  ⽇本アグフア・ゲバルト株式会社  マーケティング本部 マネージャ 花摘 孝明 

世界遺産・国宝 平等院鳳凰堂の⻄⾯扉の新造復元事業にアグフアの UV インクジェットプリンタが貢献。
3 年がかりとなった⼀⼤事業にあたり伝統技法と最新のデジタル技法の融合がもたらした「美と技と科
学」について。 

 

 

 

 

 

アグフアについて 

アグフア・ゲバルト グループ（本社：ベルギー、モーツェル）は、世界有数のイメージングメーカーであり、グループの

2014 年の全世界売上高は 26 億 2400 万 Euro（ユーロ）となっています。印刷業界および医療用の写真・デジタル画

像システム、などの各事業を展開しています。アグフアのグラフィックシステム製品としては、プリプレス工程で必要とさ

れる各種フィルム、ペーパー、刷版、ケミカル、自動現像機を始め、カラーマネージメントシステム、CTP システム、ワ

ークフローシステム、インクジェットプリンタ、インクに至る総合デジタルソリューションが含まれています。アグフアは世

界 40 の国と地域に支社を置き、100 カ国以上でグローバルに展開しています。 

 

 

 

このプレスリリースに関するお問い合わせ先： 

日本アグフア・ゲバルト株式会社 グラフィック システム事業部 

マーケティングコミュニケーション部 和田 祐実子 

電話：03（6420）2010   FAX：03（6420）2011 
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ブースイメージ 

Apogee Suite 9.1 の面付け機能 

Azura TU & Azura CX125 

Apogee Cloud 


