
印字・マーキング・生産性向上のことなら

ビデオジェット



ビデオジェットとは
ビデオジェットは、印字用プリンタ・マーキング装置を扱う世
界トップクラスの総合印字機メーカーです。当ブランドは米国
ダナハー (Danaher) 社の数ある子会社のうち、製品識別に関
するグループの一員となっています。最先端の技術とシステ 
ムをご提供することで、お客様の生産ラインを支えています。 

ダナハービジネスシステム
親会社であるダナハー (Danaher) はグループのビジネスにおける 
コアバリューを定め、この価値観に基づいた「ダナハービジネスシ 
ステム (DBS)」を各子会社に展開しています。ビデオジェットもこの 
DBS を企業活動のベースとし、終わりのない変更と改善のサイク 
ルを継続しています。ダナハーの傑出したメンバーは、持続可能なビ
ジネスプロセスを生み出すための優れたプランや世界中の子会社
が活用できるツールを生みだしており、これを子会社が利用すること
で優れた業績を上げることが可能となっています。このような取り組
みの結果、ダナハーは米国フォーチュン誌が発表する「世界で最も賞
賛される企業」の一社として選出されるに至りました。「鋭意努力す
る」というシンプルな哲学は、お客様へ提供する 4 つの重要な項目  
(品質・納期・コスト・革新性) に反映されています。

私達の使命
印字を行うお客様のパートナーとして、印字工程の信頼性および現場の
生産性を向上し、お客様の製品ブランドの保護・拡大に寄与しつつ、業界
のトレンドや法規制に対応した印字を実現することを目標としています。
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誠実さとコンプライアンス
ビデオジェットは、「誠実さをもって事業を構築すること」に真剣に取り組ん
でいます。お客様・株主の皆様・サプライヤ企業・パートナー企業・従業員・
関連会社・競合他社との間で誠実かつ公正な取引関係を構築しています。

私達は、常に誠実に行動することが成功の基盤であると確信しています。 
「誠実さこそ成功の秘訣」をモットーとしています。

ビデオジェットは安全かつ高品質、高信頼性の装置を提供することに力を
尽くしています。また、RoHS (特定の有害物質の制限) に適合しない材料の
削減も目指しています。この取り組みは、「安心」をお届けするという 
お客様との約束を守るためにほかなりません。

ビデオジェットはダナハー社が保有
する 20 社を超える事業会社の 1 つ
です。ビデオジェットおよびその他の
事業会社は皆、「人生における可能
性の実現を支援する」という目標を
共有しています。



 のフィールドサービス
チーム (業界内)

最大規模

の代理店および 
OEM が 135 か国で

サービスを提供

のサンプルラボを世界
各地に設置 

のプリンタがクラウドに
接続され、 パフォー
マンスデータを収集 

※日本対象外

10,000 台 5か所

の博士号取得者 
(開発ラボ所属)

16 名

400100 億
の製品がビデオジェットの

機器を使用して印字
されています

に及ぶ 印字および
マーキングの経験

196 件
の特許を取得済み

45 年

のプリンタが世界中で
設置済み

400,000 台
 の従業員 (26 か国)

4,000 人
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お客様の期待を裏切らない 
サービスを提供いたします
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「革新的」な生産ライン組み込み型印字機
ビデオジェットはお客様が抱える課題の解決を目指して
継続的な研究開発を行っています。

産業用インクジェットプリンタ (小文字用)
40 年以上にわたって開発実績を培ってきたビデオジェットは、お客
様のさまざまなニーズにお応えすることができる多彩な小文字用
インクジェットプリンタを提供しています。プリンタ自体が異常を検
知する自己診断機能や、不具合の兆候をユーザーに警告する機 
能を含むモデルもご用意しています。 

レーザーマーカー
30 年を超えるレーザーマーカーの提供経験を持つビデオジェット
は、CO2 レーザー・ファイバーレーザー・UVレーザーの多岐にわたる
製品を用意しております。お客様の生産ラインへよりスムーズに組
み込めるように、よりパフォーマンスの良い方法でご利用頂けるよう
に、レーザーマーカー用のアクセサリも豊富に取り揃えています。

産業用サーマルインクジェットプリンタ
ビデオジェットのサーマルインクジェットプリンタには、シンプルで
使いやすい機能がコンパクトな設計に詰め込まれています。さま
ざまな分野の印字・マーキング用途にお使いいただけます。

産業用サーマルプリンタ
エアー不要、リボンが長い、印字スピードが速い、操作が簡単、 
エラー回避機能有りといった特長があります。お客様の様々な 
ニーズに応えることができるプリンタです。

事業内容
ビデオジェットは多種多様な印字装置をはじめ、印字に関する専門知識、特殊インクや溶剤、
最先端のソフトウェア、専門性の高いグローバルサービスチームによるサポートをご提供して
おります。ほぼすべての商品・包装への印字に対応できる幅広いラインアップを備えています。



インク・リボン・部品・その他消耗品
高品質の染料・顔料だけを使って Videojet・Willett (ウィレット)・ 
Marsh (マーシュ)・Wolke (ウォルケ) の各ブランドのプリンタ用の
インクをビデオジェット自らの拠点で製造しています。プリンタの
性能を最大限に発揮させて高品質の印字が行えるように、消耗
品と交換部品の製造に関して厳格な品質管理プロセスを採用し
ています。また、交換部品は ISO 準拠の環境で製造され、重要な
部品の多くに対して自動テストが実施されています。

外箱印字・ラベル貼付ソリューション
商品の追跡・トレーサビリティに関するさまざまなニーズに対応
するため、段ボール箱・紙箱・その他輸送用包装への印字を行う
ことができる高品質な装置を多数用意しております。プリンタ 
搭載ラベラーや、解像度が異なる様々なインクジェット 
プリンタをご提供しております。

グラフィックス印刷・住所印字
ビデオジェットの住所印字システムには、さまざまな用途に活
用頂ける機能が搭載されています。ダイレクトメール・その他
の郵便物に高速で可変データを印字することが可能です。
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デジタルファクトリー化の推進
ビデオジェットのプリンタ・ソフトウェア・データ分析のノウハウは、デジタルファクトリー開発を行われ
るお客様に役立ちます。印字ミスから発生する製品の廃棄や印字のやり直しといった無駄の発生を最
小限に抑え、製品切替を迅速かつ効率的に行える環境を実現します。

印字事故防止技術
Videojet CLARiSUITE™ (クラリスイート) による印字 
データの集中管理・印字制御、印字検査システム*  
といった多彩な印字事故防止ソリューションを提供し
ています。 

接続性
ビデオジェットのソフトウェアは、イーサネット、Wi-Fi、ス
マートフォンによる接続*を利用できます。データセキュリ
ティや工場内のインフラ構築のニーズに対応いたします。

生産ラインの管理
VideojetConnect™ (ビデオジェットコネクト) のサービ
ス*では工場内の複数のプリンタの状況をリアルタイ
ムで確認することができます。ラインの切替を行われ
るお客様のサポートや、その他のリモートサービスを
ご提供することにより、お客様の総合設備効率 (OEE) 
の改善に役立ちます。

トラック & トレース
トラック & トレース用途の印字にお使い頂けるプリンタ・
ソフトウェア・サービスを提供いたします。各国の規制に
対応した印字・標示を実現するほか、お客様の商品を模
倣品や横流しから保護します。

＊ 国によりご提供状況が異なります
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ビデオジェット製品のサービス・メンテナンスには豊富な知識と経験を持つスタッフが対応し、最適な形で印字機・ 
マーキング装置をご利用いただけるようにサポートいたします。常に最新の装置を生産現場でご利用いただけるよ 
うに、よりご検討いただき安いリースのオプション*も用意しております。

世界中で 
技術サポートを提供
専門的なトレーニングを積ん
だ現場サービスのプロフェッ
ショナルが迅速に対応します。 

デジタル対応サービス・その他のサポート

Videojet LifeCycle Advantage™  
(ライフサイクルアドバンテージ)
プリンタに内蔵された高度な分析機能に加え、リモート
接続機能*や業界最多のサポート拠点のメリットを活用
し、お客様のプリンタのパフォーマンスの維持、回復、 
強化を実現いたします。

VideojetConnect™ Remote Service  
(ビデオジェットコネクト リモートサービス)
ビデオジェットが提供する革新的なクラウドベースのソリューション
です。リアルタイムにプリンタの情報を確認できるため、お客様側の
ご担当者とビデオジェットの専門スタッフが機器の状態を監視して
トラブルシューティングを行うことができます。長期的に見て、機器
のパフォーマンスの改善につながります。*

VideojetConnect Rapid Recover™  
(ビデオジェットコネクト ラピッドリカバー)
高性能な自動トラブルシューティングにより、生産ライン復
旧への最短ルートを導き出します。プリンタの不具合が容
易に修理できるものであるか、予備プリンタへの交換が 
必要であるかを素早く判定します。*

ユーザー様向けトレーニング
お客様の印字用途、現場の人員構成、生産ラインの課題等の諸条
件に対応したトレーニングをご提供いたします。

サービス 
契約
透明性の高い料金体系の 
サービスプランをご用意して
おります。お客様のニーズに
応じて複数のプランからお選
びいただくことが可能です。

電話による 
技術サポート
トラブルシューティングや技
術的な疑問について、ビデオ
ジェットのコールセンターへ
お問合せいただけます。

生産ラインに「安心感」を

交換修理

ビデオジェット高品質なプリンタをさらに補強する、革新的なデジタル対応サービスを用意しております。
これらをご利用いただくことにより、生産現場の稼働率が向上し、印字・マーキングにまつわる日常的な 
トラブルに煩わされずに済むようになります。

* 国によりご提供状況が異なります。



我々があるべき姿や理想的
なゴールを分析することによ
り継続的改善を行い、環境や
安全に関わる活動に献身的
に取り組みます。 

環境保全に関わるあらゆる法
規制および安全規制をグロー
バルレベルで遵守します。 

廃棄物を最小にし、汚染を防
止する技術を開発すること 
によって、環境に対する悪影
響を抑制します。 

ビデオジェットで働く一人ひとり
が自覚を持って活動します。ビ
デオジェットは最高の人材を集
め、育成し、メンバーに対してビ
デオジェットの活動への積極的
な関与を促し、継続雇用するこ
とに尽力しています。 

献身 規制の遵守 削減 育成
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持続可能性
ビデオジェットは、従業員一人ひとりおよびビデオジェットのグローバルコミュニティに
対して、安全かつ衛生的で健康的な環境を維持することに全力で取り組んでいます。 

ビデオジェットの事業
世界的な印字機の総合メーカーとして、
未来を守るために果たすべき我々の役割
がきわめて重要であることを認識し、情
熱と誠実さと信念をもって環境保全に取
り組みます。これを実現するための方針
および手順をあらわし、技術革新を通じ
て問題の解決を支援します。

ビデオジェットの製品/ 
サービス
環境にやさしい素材を製品に使用してい
ます。例えばインクについては、ムダな廃
棄の発生を抑え、尚且つ優れた性能を 
実現する設計を採用しています。ビデオ 
ジェットは、環境マネジメントシステムの
規格である ISO 14001 に準拠して事業を
推進しています。

ビデオジェットの従業員
ビデオジェットは従業員の成長を促し、 
従業員が様々なことにチャレンジできる
職場環境を目指しています。 また、設備の
点検と改善活動の実施をベースとした、
安全第一の企業文化を推進しています。

地球環境への取り組み
ビデオジェットは、事業のあらゆる面にお
いて持続可能な発展を進めるべく活動を
進めています。環境に対する影響を最小
限に抑えるために CO2 排出量を削減する
努力を進めています。また、紙・段ボール・
プラスチック・電子製品・液体製品をリサ
イクルしています。

地域のコミュニティ
ビデオジェットは責任ある企業として、将
来の持続可能な発展を実現するために、
エネルギーを有効に活用して自分たちが
生活している環境に与える影響を最小化
することのできる製品やソリューションを
提供する義務があると考えます。



TEL: 0120-984-602  
Email: info.japan@videojet.com
URL: www.videojet.co.jp
ビデオジェット社
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“安心”がビデオジェットのスタンダード。
ビデオジェットは、産業用印字のグローバル市場で活躍する企業です。 
印字用装置、特定用途向けに開発されたインクや溶剤、そして製品の 
LifeCycle AdvantageTM (ライフサイクルアドバンテージ) を提供してきました。

当社の目標は、コンシューマ向けパッケージ品、医薬品、工
業用品などを製造するお客様とのパートナーシップを通し
て、そのお客様が生産性を強化してブランド価値の保護や
向上を図り、業界トレンドや法規制遵守で業界のリーダー
となるお手伝いをすることです。産業用インクジェット 
プリンタ (小文字用)、サーマルインクジェットプリンタ、 
レーザーマーキング技術、産業用サーマルプリンタやラベ 
ラーなどの製品分野で専門的ノウハウや先端技術を有する
ビデオジェットは、世界で 400,000 台を超えるプリンタの納
入実績があります。

ビデオジェット製品は、販売先で 1 日 100 億を超える製
品に印字を行っています。世界 26 ヶ国の直営事業所で 
4,000 名以上のスタッフが、製品販売、設置やトレーニング
のサポートを提供しています。また、流通ネットワークには 
400 以上の代理店業者および OEM が含まれており、135 か
国でサービスを提供しています。

グローバル本社

ビデオジェットの営業・サービス
拠点

製造および製品開発拠点

ビデオジェットの営業・サービス
拠点がある国

ビデオジェットのパートナーによ
る営業・サービス拠点がある国

mailto:info.japan@videojet.com

