最高の性能と最大の稼働
率を実現する配合

ビデオジェット

インクおよび溶剤に関する専門知識

ビデオジェットでは、先進の科学
技術を用いて様々な用途や製造
環境に適したインクを設計して
きました。

実績のある高品質のインクを
自信をもってご提供いたします。

アンソニー・セルメチ
(Ph.D.)
リードケミスト
リン・ジュウ
(Ph.D.)
部門長 – インク開発担当
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優れたレパートリー・品質・専門知識
今から40年以上前、
最初の商用インクジェットプリンタのた
めにビデオジェットがインク関連製品を開発しました。
この
時生まれた技術が、
現在当社がご提供するすべてのインク
製品の原点となっています。
当社は特定の用途に合わせて
お使いいただける 640 種類を超えるインク関連製品を提供
しています。
レパートリーの広さにおいて、
他の業務用印字
機 / マーキング機器のサプライヤと一線を画しています。
稼働率アップのアドバンテージ

生産性アップのアドバンテージ

お使いのハードウェアに合った当社の特殊配
合インクをご使用いただくことにより、計画的
ダウンタイムおよび突発的ダウンタイムの頻度
と期間を最小限にします。
導入後すぐに最適な
マーキング性能を得られるように、予めお客様
の環境で起こりうる問題を予測し、
お客様に適
したソリューションをご提案いたします。

お客様が生産工程の効率アップのために改
善を重ねられているように、当社は新しいイン
クの配合の研究に取り組み続けています。
生産
ラインを高速化したい、限られたスペースへよ
り多くの情報を印字したい、
より多様な包装に
対応できるようにしたい、
といったお客様の課
題の解決をお助けします。

システマティックな業務方法と厳しいテストに
より、
お客様の商品にいつまでも(商品の寿命
がくるまで)消えないような印字を付加するこ
とを目的としたインク関連製品を開発していま
す。
幅広い環境下において印字の完全性が保
たれるため、安心してご使用いただくことがで
きます。

当社では使いやすさに優れた製品をご提供す
るために、汚れがなく、無駄がなく、
ミスが起こ
らない、
シンプルな製品を設計することを目標
としています。
Smart Cartridge (スマートカー
トリッジ) の設計を採用したカートリッジは、
インクの補充をクリーンでシンプルなものにし
ます。
カートリッジに搭載されたマイクロチップ
により、
インクとメークアップの残量を確認す
ることができます。

印字事故防止技術

使いやすさ
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プリンタの性能を最大化
する優れた配合

ビデオジェットのインク開発

「インクとその原材料が純度
と濾過に関する基準を満たし
ていることを確認することで、
プリンタの動作を大きく妨げ
る可能性のある不純物の混
入リスクを低減しています」

当社はサプライヤーと長期的な関係を築き、最高グレード
の特別な化学物質を選定してきました。
これにより、品質
が安定し性能が保証された製品の提供が可能となってい
ます。

当社では化学的な安定性を常にモニタし、評価し続けてい
ます。
社内の分析実験室では、製造されたインクの全ロッ
トを対象として高度な分析装置を用いたテストを行ってい
ます。
以下の厳しい環境テストに合格し、耐久性を証明できる
製品のみを販売しています。

•	さまざまな温度環境下におけるプリンタ/インクの性能
の証明
•	加速劣化試験

• 原材料および工程の条件を変化させるテスト

フランク・シャオ
(Ph.D.)
ボトリング、二次包装、
「環境に優しい」
インク、
ワイヤーおよびケーブル用顔料系インク担当
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シェリー・ワッシュバーン
(M.S.)

リードケミスト食品加工および
郵便用インク担当

業界固有の用途に合わせたインク配合
航空宇宙関連

ワイヤーおよび
ケーブル
医薬品

生鮮食料品
建材

自動車関連

飲料品関連
乳製品

冷凍食品

パーソナルケア用品

お客様とのパートナーシップ
お客様が重視されるポイントを把握し各用途に最適な
インクを選択すること、生産工程にマーカーや印字機を
組み込む方法を判断することは、必ずしも簡単なもので
はありません。
ビデオジェットは長年の経験と技術をも
とに、産業用マーキング・印字のあらゆる面のサポー
トをご提供いたします。
345,000 台を超える当社のプリンタが、毎日 10 億を超
える製品に印字を行っています。
ビデオジェットが提供す
るマーキングおよび印字ソリューションは、広範な業界・
用途で使用されています。

ビデオジェットのエキスパートが、
お客様の市場シェアの拡大、
処理
能力の向上、
生産効率の改善、
法
規制要件準拠を実現できるよう、
当社ソリューションの活用をサ
ポートいたします。
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ビデオジェットの産業用
インクジェットプリンタ
(小文字用) のインク

フードグレードタイプ
※お客様の国によりご提供
状況が異なります

ビデオジェット は 1991 年以来、専用の製造施
設でフードグレード仕様のインクを製造してい
ます。
この製造施設は適正製造基準(GMP) 、危
害分析、重要管理点(HACCP) のプロセスを導
入しており、ISO9001:2008 の認証を取得して
います。
本タイプのインクに使用されている原
材料は、
すべてフードグレードの品質です。
ビデ
オジェットでは、
コーシャ (ユダヤ教において適
法な) 製品を含めた、20 種類を超える独自の
食品工業用のインク関連製品を製造してい
ます。
最適な用途: 卵、
錠剤、
カプセル、製菓業界の製
品や、食品包装に内包される調味料の小袋な
どのある程度食品に接触する製品への印字
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ビデオジェットの産業用インクジェットプリンタ
(小文字用) では、340 種類を超えるインクが使
用できます。
ほとんどのインクは、本ページでご
紹介する特長のいくつかを併せ持っています。
お客様の用途に最適なインクについては、
ビデ
オジェットの担当者までお問い合わせくださ
い。
結露の薄い層を貫通できるインクや低温殺
菌処理に耐えるインク、
スチール、
アルミ、ガラ
ス、金属、
ワックス塗装された素材に対して優
れた固着性を発揮するインク等幅広く取り揃
えております。
ビデオジェットは標準ソリューシ
ョンとカスタムソリューション両方の技術開発
に注力し、
お客様固有のニーズにお応えできる
ように努めています。

速乾タイプ

非転写 / 耐高温タイプ

このタイプのインクは非常に速く乾燥・硬化
するため、
ロール状のフィルムなどを扱う高
速の生産ラインや、厳格なマテリアルハンド
リングの管理が必要な生産ラインでの使用
に適しています。
これらのインクは、短い間隔
で次々印字する場合や、印字面がコンベヤ*
の一部に接触したり、製品同士で接触したり
する場合でも使用できるように、特殊な速乾
性溶剤および相溶性樹脂の技術が採用され
ています。
*特殊な仕様のコンベアを除きます

ケーブルやワイヤーは、押出・印字されてから
巻き取られるまでの間はまだ熱を持っていま
す。
熱、
ケーブル外被の可塑剤、
あるいはスプー
ル内でのケーブルどうしの摩擦は、
どれも印字
の耐久性に影響します。
調理済みの缶を積み
重ねた場合も、缶の表面の印字が他の缶に
直接接触する可能性があります。
当社の特殊
な非転写/耐高温タイプのインクは、印字の裏
移りと転写が最小になるように設計されてい
ます。

最適な用途: 高速で生産ラインを流れる一般
消費者向けの製品包装(フィルム包装やシュ
リンク包装)に対するデコレーションやロゴの
印字

最適な用途: PVC、
PE、PP、
クロスリンク PE、
缶への印字

マイク・コージー
(Ph.D.)

押出成形品、
セキュリテ
ィおよび製品デコレー
ション担当

レトルトインク/サーモクロ
ミックインク (黒から赤、黒か

耐結露タイプ/苛性洗浄で
除去可能なタイプ

耐溶剤/耐化学薬品タイプ、
熱硬化タイプ

これらのインクを使用した印字は加熱調理の
工程で色が変化するため、品質管理に利用で
きます。
製造者は、印字の色の変化によって食
品が重要な殺菌工程を通過したことを知るこ
とができます。
食品の風味と食感を保つため
に、加熱調理による殺菌工程は 115～130°C
で 20～45 分以上行う必要があります。
MEK フ
リーのインクも利用可能です。

これらのタイプのインクは、
冷却充填した直後
の容器に印字する場合であっても飲料缶や瓶・
ペットボトル表面の結露層を貫通して固着しま
す。
耐結露タイプのインクは、
低温殺菌や冷却/
再冷却にも耐性を発揮します。
苛性洗浄で除去
可能なタイプのインクは、
リサイクル/再充填の
プロセスで一般的に使用される苛性洗浄の洗
浄剤で溶解します。
リサイクル可能な容器とリ
サイクル不可能な飲料容器の両方に共通して
ご使用いただけるインクもあります。

このタイプのインクは約 175°C の温度で
30 分加熱することで硬化し、蒸気・摩擦・様々
な溶剤を原因とした裏移り、転写、剥離への耐
性が得られます。

ら青)

最適な用途: スープや野菜、
ソースの入ったア
ルミ缶またはティンフリースチール缶、
ひき肉用
パウチ(ポリエステル、
ナイロン、
アルミ、ポリプ
ロピレンフィルムラミネート)、使い捨てプラス
チック容器およびトレイへの印字

最適な用途: 瓶、ペットボトル、
缶、水タンクへ
の印字

最適な用途: 油、
潤滑液、不凍液およびディー
ゼル燃料などの環境溶剤にさらされる自動車
および航空宇宙関連部品、電子部品やその他
の部品 (押出成形又はモールドされたコネクタ
及びハウジングといった、洗浄溶剤やフラックス
リムーバーにさらされるもの)、特定の石鹸や
イソプロピルアルコールを含むパーソナルケア
製品の包装への印字
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ビデオジェットの
産業用インクジェット
プリンタ (小文字用)
のインク

ぞれ特定の要件に合わせた特性やメリットを備えてい

ます。

• にじまないバーコードを実現するインク
• IPA/アルコール耐性のあるインク

• 色のバリエーション (赤、
青、
紫、
グレー、
緑など)
• 視認性が高いインク

• 耐化学薬品性のあるインク

• MEK フリーかつ高耐久性のプラスチック用インク
• 卵殻用のインク

• アルミ箔/薄いフィルム用のインク
• 電子機器用のインク

耐光/退色耐性タイプ

不可視 UV 蛍光タイプ

耐油タイプ

特殊な染料や顔料が含まれた ビデオジェット
の調整インクは、紫外線による退色への耐性
があります。
これらのインクは、一時的または
恒久的に太陽光にさらされる物体への印字に
最適です。
また紫外線による退色への耐性と
印字の耐久性は、屋内の人工光に長期間さら
される製品や器具への印字にもメリットをもた
らします。

パッケージ、瓶、ペットボトルおよび特定の製品
では、UV ライトを照射したときのみ視認できる
蛍光タイプの印字やブランド情報の印刷が求
められる場合があります。
サプライチェーン全
体を通して製品を追跡するために目立たない
印字が必要な場合や、包装/ラベルのスペース
が限られている場合、包装の図柄や別の印字
により印字した内容が見えにくくなる場合に、
不可視の蛍光インクを使用することができ
ます。

金属製の自動車部品や押出成形の金属パイプ
には、成型、曲げ、
または機械加工用に潤滑油
が施してある場合があります。
インクに特殊な
化学技術が使われていない限り、
こうした潤滑
油や錆止め用オイルがインクの固着の妨げと
なる恐れがあります。
独自の溶剤と樹脂を含む
当社の耐油タイプのインクは、
オイルの層を貫
通し優れた固着性を発揮します。

最適な用途: 押出成型の窓枠、一時的に外に
保管されるケーブル/電線、および建材への
印字
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ビデオジェットでは素材との相性を考えて設計した

インクを複数ご用意しています。
これらのインクはそれ

最適な用途: 自動車の部品、
エアロゾル缶、薬
剤の包装、
レトルト加工食品の容器、化粧品の
包装への印字

最適な用途: 自動車の部品、金属部品、離型
剤を使用したプラスチック部品への印字

ジョン・ガレット
(B.S.)

シニアケミスト素材
分析担当

フレキシブルフィルム用 /
プラスチック用

OPP(BOPP)、HDPE、PE、PVC、PP、PET、
アクリ
ル、ABS、ポリスチレン、表面処理を施したポリ
エチレンフィルムなどは、表面が滑りやすいと
いう特性を持ち、
さらに各種の可塑剤が使用
されているため、
インクの固着性が十分に得ら
れない場合があります。
ビデオジェット のフレ
キシブルフィルム/プラスチック用インクは、優
れた固着性と印字の耐久性を実現するため
に、
このような厳しい条件をもつ素材にも対応
できる配合がなされています。
最適な用途: 食品用の袋、
パウチ、
カップ、容
器、シュリンクフィルム、および化粧品や薬品の
ボトルへの印字

高コントラストタイプ

熱硬化/蒸気硬化タイプ

不透明な顔料インクは、暗い色の物体に印字
した場合に非常に読みやすくなるように配合
されています。
包装工程で加えられる圧力や
熱、
そして処理中に発生する製品同士の接触
への耐性もあります。
本タイプのインクはさま
ざまな色をご用意しております。
印字対象が明
るい色の物体でも、暗い色の物体でも、
どちら
であっても高いコントラストを発揮するインク
もご提供しており、
このインクを用いることで
異なるインクを使い分ける必要が無くなりコス
トを抑えることができます。

ホース、ベルト、
タイヤなどのゴム製の押出成
型品の特徴は、特殊な 2 段階の工程で加工さ
れることです。
押出成形後に、加圧水蒸気の熱
によって 175 °C で約 30 分間かけて硬化 (加
硫) 処理が行われます。
他の一般的なインクは
このような処理の間にかすれたり消えたりして
しまいますが、
ビデオジェットの熱硬化/蒸気硬
化タイプのインクであれば硬化プロセス以後
も色がよく保持され優れた固着性を発揮し
ます。

最適な用途: ケーブル、電線、
パイプ、ホース、
ベルトなどの押出成型品、ガラス瓶、ペットボト
ルやプラスチック容器への印字

最適な用途: 自動車のラジエーターホース、
ト
ランスミッションベルト、
タイヤ、押出成形され
たブチルゴムへの印字
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Videojet 1000 シリーズの
インク供給システム
Smart Cartridge™（スマートカートリッジ）式のインク
供給システムは、
IC チップ内蔵の高機能設計で非常に
使いやすくなっています

Videojet 1000 シリーズの
インクジェットプリンタでは、
最新の Smart Cartridge™ (スマー
トカートリッジ) 式のインク供給シ
ステムを採用しています
設計の特長

•	汚れを低減します
Smart Cartridge™ では、
インク類の充填時にインクがこ
ぼれることがありません。
ニードルとセプタムを使用した
最先端の構造により、
インク類のこぼれや漏れが防止さ
れます。
各カートリッジの取り外しや交換を行う際はセプ
タムの働きによりインク類が密閉されるため、
簡単に作業
することができます。

•	廃棄物を最小限に抑えます
Smart Cartridge™ は、
インク類の無駄をなくすように設
計されています。
下向きのインク吐出口、
内部の形状、
そし
て重力により、
カートリッジには最小の液しか残らないよ
うになっています。
•	ミスをほぼゼロに低減します
Smart Cartridge™ 技術によって、
お使いのプリンタに適合
するインク類のみが使用できるようになっています。
新し
いカートリッジを取り付ける際にカートリッジがプリンタ
と同期する仕組みになっており、
システムが互換性を検証
した後でなければ、
カートリッジからインクやメークアッ
プが供給されません。

10

バルクインクシステムで Videojet
1000 シリーズインクジェット
プリンタの稼働時間を延長
バルクインクシステムを利用すればカートリッジ交換回数
が減り、稼働時間が延長され、
プリンタ停止回数も少なく
なります。
このシステムは大量に印字を行う用途のために
設計されており、1000 シリーズのプリンタに 5 リットルのイ
ンクまたはメークアップを供給することが可能です。
バルク
インクシステムにはビデオジェットの Smart Cartridges™
が採用されており、
クリーンで使いやすく、
インクやメーク
アップの供給におけるトラブルを未然に防ぎます。

ビデオジェット/Wolke のサーマル
インクジェットプリンタ用インク
Wolke プレミアムブラック

Wolke プレミアムブラックインクは、高コントラ
ストタイプで信頼性が高く、速乾性のある
サーマルインクジェットプリンタ用インクです。
ビデオジェットおよび Wolke のサーマルンクジ
ェットシステムで最適な性能を発揮するように
開発されています。
本インクの主な特徴は次の通りです

•	ユニバーサルブラックインク (WLK667482)
よりも 33% 濃い黒色

•	デキャップ時間を長くとることができ、長期
間にわたる生産ライン停止後であっても迅
速に高印字の高い品質を回復
• 高品質のバーコード印字が可能

Wolke ユニバーサルブラック

Wolke ユニバーサルブラックインク
(WLK667482) は、医薬品の包装、
タバコの包
装、食品の包装といった様々な対象への印字
のために使用される、標準的なサーマル
インクジェットプリンタ用インクです。
長いデキ
ャップ時間 (30 分 ~ 2 時間) と短い乾燥時間と
いう優れた特長を併せ持っており、
ニスを施し
ていないボール紙製の箱やその他の紙製製品
への印字に理想的です。
この優れたインクは、
比較的長い間印字を中断した場合でも、再開
時に質の高い印字を実現します。

特殊なインク

サーマルインクジェットプリンタを使う用途の
多くでは、黒以外の色も求められます。
ビデオ
ジェットでは、赤、青、緑など特色のインクをご
提供しています。
コーティングされた素材への
印字に使用できる水性インクおよび溶剤イン
クをご用意しております。

インクは、
ビデオジェットおよび
Wolke の印字ヘッドに適合する
カートリッジから供給されます。

11

産業用インクジェット
プリンタ (大文字用)
のインク

「我々は、
ベストな印
字ソリューションを提
供するためにプリンタ
と相性のよいインクを
開発して、
お客様の実
際のご使用方法を想
定したテストを実施す
るという原則を堅持し
ています」

Videojet 2300、
2120、
Patrion Plus、
Unicorn、
Marsh シリーズのプリンタ
用インク
ビデオジェットは、段ボール箱への印字などに使用する
産業用インクジェットプリンタ (大文字用) のために、優れ
た効果を発揮する 60 種類超のビデオジェット/Marsh
ブランドインクをご用意しております。
業界と環境のニーズに合わせた一般用と特殊用途のイン
クがあります。

•	高解像度プリンタ用インクはすべて非加圧インク缶につ
められており、周囲のインク汚れ無し
•	低解像度プリンタ用のインクは、水、
アルコール、
または
MEK を ベースとしており、浸透性のある素材もしくは非
浸透性素材への印字に使用可

ビデオジェット/Marsh インクには、わずか数秒で乾燥する
ものもあります。
これらのインクは、金属、
プラスチッ
ク、PE、PP やクレーコーティングした素材など、
さまざまな
製品や包装材に対して固着性を発揮します。

ルス・ピータース
(B.S.)

技術マネージャー
インク/プリンタの環境テストおよび品質保証担当
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ビデオジェットおよび Marsh 社の高解像度の
外箱用印字機は、
テキストやバーコード、ロゴ
などの可変データを出荷用段ボール箱などの
二次包装に対してインラインで印字する用途
でお使いただけます

浸透性のある素材に対する
大文字印字

浸透性のある素材に対する
高解像度印字

非浸透性素材に対応する
溶剤ベースのインク

大型の紙製品や紙袋は、薄暗い倉庫内や離れ
た場所からでも印字を明瞭に識別できるよう
に、大きな文字の製造情報表示が必要になる
場合があります。
浸透性のある素材への印字
に使用できるビデオジェット/Marsh インクは、
文字が大きく視認性の高い印字を経済的に
マーキングできるように設計されています。
本タイプのインクは主に、浸透性のある素材の
内部に吸収されること、溶剤が揮発することの
両方の要因によって乾燥します。

木材およびパルプ製の外箱への印字では、
箱自体の品質のバラツキ、表面仕上げ/処理の
違い、使用している再生素材の違いに対応す
る必要性があります。
本タイプのインクでは、高
解像度のバーコードと複数行の製造情報を安
定した品質で印字することができます。
黒、赤、
青、緑、紫、
オレンジ色のインクは、
グリコール
およびオイルをベースとした顔料インクであ
り、明瞭な印字が可能です。

シュリンクラップやプラスチックラップなどの素
材、非浸透性の容器やフィルムなどは、印字が
固着しにくい性質を持っています。
これらの素
材では、製品同士の接触または生産ラインの
部品との接触によって印字が不鮮明にならな
いようなインクが必要になります。
非浸透性素
材への印字用に開発されたビデオジェットの
溶剤ベースのインクは、上記のような素材にも
固着します。
エタノールなどの速乾性の溶剤を
使用しているため、
すばやく乾燥します。

最適な用途: 紙袋、ペットフード用袋、石膏ボー
ド、ベニヤ板、屋根材包装、大型の紙製品、
段ボール (箱・トレイ) への印字

最適な用途: プレプリントされた出荷用段ボー
ル箱、木箱、ボード材、木材、大型の紙製品、浸
透性のある押出成形された素材への印字

最適な用途: シュリンクラップされた水および
飲料製品のトレイ、押出成形されたパイプ、
ニス加工された二次包装用の箱への印字
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環境に配慮したインクと
印字工程

環境に優しい印字

インクの構成要素の 1 つである溶剤は染料と樹脂の溶媒として使用されており、
インク
の付着を円滑にするために不可欠です。
インク用の溶剤には、
メチルエチルケトン
(MEK) など様々な化学物質が使用されます。
ビデオジェットでは、様々な業界の環境関
連の要件に適合するインクや、揮発性有機化合物 (VOC)/HAP の低減と食品包装への
染み込みの低減、発がん性物質やアレルギー物質の低減を目的としたインクとして、
エ
タノール、
アセトン、水などの代替溶剤を使用したインクを提供しています。

「 当社では、
常に変化する世界のニー
ズに合わせてインクの信頼性を確保し
ていくために、
あらゆる原材料の使用
履歴を 40 年以上にわたって追跡す
るシステムを構築しました」

ジョン・ガレット
(B.S.)

シニアケミスト
素材分析担当
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低臭気タイプ

消費財や食品の中には、製造、包装、
および印
字の工程で周囲の臭気を取り込んでしまうも
のがあります。
これに対応するために、
ビデオ
ジェットの低臭気インクには、ほぼ無臭の溶剤
やそれに適した染料/樹脂が配合されていま
す。
これらのインクは、換気の必要性を少なく
し、印字工程での臭気の影響を最低限に抑え
る目的で開発されました。
最適な用途: 食品の充填工程と近い場所でパ
ンの包装・焼き菓子の包装・その他食品の包装
へ印字する用途、
タバコ製品の包装へ印字す
る用途

インクジェット印字
とラベルの比較

MEK フリータイプ

MEK は HAP (有害 (性) 大気汚染物質) および
ODC (オゾン破壊性化学物質) には分類されて
いませんが、地域の法規制や基準によって
は、MEK ベースのインクの使用が制限されて
いる場合があります。ビデオジェットの MEK フ
リーインクは、多様な印字対象物、印字工程、
耐久性要件に適合するように開発されていま
す。
一部のインクでは、
プリンタの稼動効率を
向上させてメークアップの消費量をより削減す
ることもできます
最適な用途: LDPE、
HDPE、
ポリプロピレン、
ポリ
スチレン、
PVC、
ABS、
ポリカーボネート、
ステンレ
ススチール、
ブリキ、
アルミ、
ガラスで製造された
食品容器、
缶、
パウチ、
ボトルなどへの印字

速乾タイプ

速乾性の溶剤であるアセトンには揮発性有機
化合物 (VOC) が含まれていませんが、
印字の
耐久性を向上させる性質があります。
ビデオジ
ェットの速乾性インクによる印字はすばやく乾
燥するため、
かすれや裏移りが防止されます。
最適な用途: 生産ラインの制約によって、
製品
同士の接触が発生したり、印字直後に製品が
生産ラインのレールやベルトと接触する可能性
のある高速生産ラインでの印字、揮発性有機
化合物 (VOC) の厳格な要件や法規制がある地
域での印字、VOC 削減のためのイニシアチブを
採用した企業における印字

パッケージのラベルにビデオジェ
ットのインクを使用することで、国
の法規制に準拠しながら、企業の
資源の回収、
リサイクル、
およびリ
ユースの目標も達成できます。
ラベルや接着剤を使用した場合
に多くの廃棄物が発生するの
に対し、
インクジェットプリンタで
印字する場合は、わずかなインク
の使用で済みます。
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安心がビデオジェットの標準

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関連製品、そして製品のラ
イフサイクルを通したサポート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の面で業界のリーダー
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 (大文字用と小文字用)、
サーマルインクジェッ
プリンタ、
レーザーマーカー、
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 か国の直営事業所で 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

TEL: 0120-984-602
E-mail: info.japan@videojet.com
URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル 西棟 6F
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