ご挨拶
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お陰様で弊社内覧会も7回目を迎える事ができました。
新型コロナウイルスの収束も未だ見えず、ロシア・ウクライナ
問題、円安、少子高齢化、DX化、働き方改革等。
世の中を取り巻く環境は目まぐるしいスピードで変化・進化し
ております。そして、情報も簡単に入手出来るようになりました。

カッティングプロッタ

ただ、実際に見て触って体験して自ら得た情報に勝るものはな
いと思っています。
新 型コロナウイルスによる失 わ れ た3 年 間を取り戻 すべく、

入札

株式会社クリエイション

また 、皆さんと我 々のビジ ネス の 発 展を目 的とし、この 度

CREATION EXPO 22
実行委員長

「Creation EXPOʼ22」を開催する運びとなりました。

木村 隼人

皆様にとって少しでも有益な機会になる様、一生懸命準備をし

① 受付で申込用紙をお渡しいたします

複数名のご来場で確立アップ !?

てきました。

② 必要情報をご記入の上
入札箱に入れてください

① 受付の抽選 BOX に名刺を入れてください
１社につき 3 名様までエントリー可能ですので

③ 後日 Youtube or InstagramLive にて開票！

お誘い合わせの上ご来場くださいませ

この広島の地からクリエイティブを加速させ、中四国を中心に

最高額の方に落札されます

② 後日 Youtube or InstagramLive にて抽選

全国の業界を盛り上げて行きましょう。
きっとビジネスのヒントがここにあります。

CHECK!

当日皆様にお会いできる事を楽しみにしています。

抽選・開票は
You Tube または Instagram にて発信します

「 会場で 待っとるけぇ！
！」
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チャンネル登録・フォローをお願いいたします！
youtube

※AT-160・CG-100SRⅢ共に、別途搬入設置費を頂戴致します

新型コロナウイルス
・３密を避けるため余裕を持った会場設営をしております。
・体温が37.5度以上ある方のご参加はご遠慮ください。
・２週間以内に海外へ渡航実績のある方のご参加はご遠慮ください。
感染拡大防止ポリシー ・入り口で検温、手指の消毒にご協力ください。

Instagram

情報 は 随時更新 !

SPECIAL SITE

今注目

資材・機種の見どころをまとめています。
クリエイション的動画解説もありますので、

未来を切り開くヒントがきっとある！イノベーティブなセミナーを開催！

来場前・来場後のご検討にご活用ください。

展示会の詳細・お申込み

Seminar

01

Seminar

02

Seminar

03

Seminar

04

12 / 6 (火) 14 : 00~15 : 00

12 / 6 (火) 15 : 10~16 :10

12 / 7 (水) 11: 00~

12 / 7 (水) 14 : 00~

【第 1 部】
カーラッピングフィルムで
立体を上手く貼ってみよう

【第２部】
カラーラッピングフィルムを
綺麗に収めるコツを学ぼう

DTFの特徴と拡大するマーケット
と今後の動向予想について

UV印刷機1台から始まった会社が

モックアップの三次曲面をいかに上

車両を使用してラッピングの基本、

今話題のDTFプリンターのフロンティ

新規事業でUVプリンターの導入を

コーナーを学びます。

今後の動向をご紹介！

ど、迷える経営者必見のセミナーで

［予定］

手に早く貼るかを学べます。
これら

の基本概念を理解すると、
さまざま

な立体物にカーラッピング用フィル

ムを使用したラッピングに挑戦でき

ます。

要事前申し込み制
参加費：3,300円
定 員：先着15名

［予定］

クリーニング、
スキージング、
カット、
カーラッピングはちょっと、
という方
でも必ず役立つ情報を盛り込んで

いるので、内製作業や現場作業の方

Tシャツプリント業者様には必見の

セミナーです!!

は必見です◎
参加費：無料
定 員：なし

講師
一般社団法人
日本カーラッピング協会

講師
一般社団法人
日本カーラッピング協会

会長

会長

刈谷 伊 氏

ア、㈱イメージマジックによる特徴と

刈谷 伊 氏

8年で50台!! 売り上げ 12億!?

〜事業拡大のリアルと未来構想を大公開〜

検討している方や、
その活用方法な

す。サクセスストーリーから実践的

な内容まで包み隠さず全てを話しま
す!!

参加費：無料
定 員：先着20名
申込み優先

参加費：無料
定 員：先着20名
申込み優先

講師

シンクイノベーション㈱

㈱イメージマジック

新町 光宏 氏

講師

代表取締役

三輪 直之 氏

出展機種の詳しい詳細は
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特設サイトをご覧ください

火 曜日

水 曜日

木 曜日

10：00〜17：00

10：00〜17：00

10：00〜12：00

広島県立広島産業会館 西第２展示場

〒732-0816 広島市南区比治山本町12-18 TEL .082-253-8111

ミマキエンジニアリング社

ZUND
ZUND社
社
サンプルカッター

G3 XL-2500

インクジェットプリンター

イメージマジック社

CJV330-160

Direct To Film プリンター

TransJet

アクセスのご案内
■広島駅からお越しの方
【のりば】広島電鉄「広島駅」5番のりば

比治山線経由広島港（宇品）行き

【おりば】広島電鉄「南区役所前」駅

■車でお越しの方
東、北駐車場389台、地下駐車場67台と

約456台収容可能な駐車場がございます

総勢 33 社 50 機種以上※の
最新機器と多彩な資材が一挙お披露目!!

㈱ミマキエンジニアリング

ZUND

理想科学工業㈱

ローランドD.G.㈱

リコージャパン㈱

Primera Japan

㈱SINACO

グラボテック㈱

ニチエ㈱

㈱日本HP

㈱エプソン販売㈱
㈱クリエイション

セルカム㈱

主催

TEL.082-532-4499

〜大判プリンタ・カッティングマシンの祭典〜

FAX.082-532-4489

〒733-0024 広島県広島市西区福島町2丁目13-22

https://www.creation-jp.com/

〔Special thanks〕トムス㈱・㈱UTECH・パーグラフィックス

シンクイノベーション㈱

ACS㈱

㈱イメージ・マジック ㈱サンケイコーポレーション 日本ウエーブロック㈱

ブラザー販売㈱

極東産機㈱

and more

コムネット㈱
㈱ハシマ

㈱ホースケアプロダクツ

バンドーエラストマー㈱

スリーエムジャパン㈱

トムス㈱

オラフォルジャパン㈱

㈱ポリ・テープジャパン

㈱キャル イエローツールズ

(順不同)

カール事務器㈱

火 曜日

水 曜日

木 曜日

10：00〜17：00

10：00〜17：00

10：00〜12：00

会場：広島県立広島産業会館 西第 2 展示場
〒 732-0816 広島市南区比治山本町 12-18

NESHN

当たる

が

抽選会あり!

TEL.082-253-8111

※掲載情報は9月27日現在の情報です。出展機器及びイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。詳しくはスペシャルサイトまたはSNSにてご確認ください。
※掲載情報は9月22日現在の情報です。出展機器及びイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。詳しくはスペシャルサイトまたはSNSにてご確認ください。

LX610

いつでも誰でも簡単に高品質なオリジナルシールが作

HSP-5400

26丨シンクイノベーション㈱

プリント＆カット対応エコソルベントインクジェットプリンタ

XY自動裁断機
LCT-G210-XY

CJV330-160

Mimaki フラグシップモデル、
技術力を結集し、
美しい画

小型フラットベッドUVインクジェットプリンタ

・UV印刷機 . 転写プリンタ の活用方法をご紹介致します。

UJF-6042MkⅡe

UVインクによる基材多様性を生かした無限のオリジナ

FFF
（熱溶解積層）
方式 デスクトップ3Dプリンタ

LHP-S704-OA-X

ターポリン加工用機械1式を出展いたします。 蛇行補正装置

コンベア検針機

ハシマ検針機

HN-30S-

HN-30S-

ルム巻き取りまで全て自動化

GOCCOPRO

世界最高峰のラミネートマシーンNESCHEN
様々なソリューションを基に御社のビジネスをバックアップします。

UVプリントへのラミネートにも対応可能ウォームラミネーター

LA-140WPlus

07 クリエイション
ZUND

高速作業性や簡単オペレーション 。
ラミネート距離を計測

05丨㈱日本 H P

A4サイズ（高さ30mmまで）
にの印刷範囲内で

中・小規模のカフェやレストラン、
洋菓子店などに最適。

HP Latex800W

06

SELCAM

可食インク搭載フードプリンター A4可食シートモデル

・Latex第4世代インクは高速印刷かつ高彩度を実現
優れた環境性能

SES-FBA4

・最も白く黄変しないホワイトインク
・低温硬化インクにより素材対応力が大幅アップ

A4サイズのシートに写真・イラストをプリントするだけで

14丨ローランド ディー .ジー .㈱

08丨リコージャパン㈱

溶剤インクジェットプリンター

ワイドフォーマットプロダクションプリンター

世界累計販売台数24,000台の実績をベースとして、

RICOH ProLシリーズは速乾性に優れ、
臭気とVOCの発生もきわめて
少ないラテックスインクの採用で、
塩ビやターポリンはもちろん、

さらに進化したTrueVISの性能をご体感いただけます。

04 SINACO

13

フラットベッドUVプリンター

LEF2-200

り速く、
より美しく仕上げ、
ビジネスの可能性をさらに大きく切り拓きます。

あらゆる立体物に直接プリントして様々なグッズ作成

ガーメントプリンター

・高い生産性・最高速モードで約27秒の印刷を実現、
短納期化が可能で
す。 (10“X8” サイズ 4C）
・正確な自動高さ調整とクイックチェンジが可能なマグネット式プラテンに
より、
プリントのセットアップにかかる時間を短縮します。

溶剤インクジェットプリンター

BN-20A

さらなる低価格を実現。
アイロン転写プリントやシール
ラベル制作を強力にサポートします。
UV-LEDインクジェットプリンター

UV-LEDプリント＆カット式大判インクジェットプリンター
としては初となる
「オレンジインク」
「レッドインク」
を搭載

DTTS-P302

DTFプリンタ

ガーメントプリンター

SC-F2150

コットンもポリエステルも、
この1台でプリント。

カール イエローツール

19

3M

HCP

EPSON

20

21

23

サイン：ストップシート」の紹介。 また、置き敷きなの

＼要

26

チェッ
クじゃ
！／

極東産機

02

01

高画質と短納期を実現するガーメントプリンター。
昇華転写プリンター

SC-F9450
進化した独自技術が昇華転写プリントの信頼性と

レジンインク搭載 サイン&ディスプレイ
大容量インクタンクモデル

SC-R5050

環境に配慮した新開発のレジンインクで屋外から
屋内まで幅広い用途で活躍
エコソルベントインク搭載 サイン&ディスプレイ

SC-S80650

「高画質」
「高生産性」
「安定稼働」
で
厳しい要求に応えるエコソルベントインク搭載プリンタ

マルチカッティングプロッタ

AS1613F

1台３役。
ヘッド・軸交換の
要らない新開発ユニット!

・同クラス唯一の純国産のカッティングマシン
「ASシリーズ」
「
多機能」
「高性能」
「低価格」
を実現！
・業界問わず、
様々な素材加工が簡単に！
・アルミ複合版の振動カット、
始終点が綺麗なヘリカルカット
など、
独自のノウハウでお客様のモノづくりを最適化！

販促用パネルやプレゼンボードを定規やカッターで裁断

すると、
時間と労力がかかるばかりかケガをする危険性も

あります。
この発泡スチレンボードカッターを使用すると、
安全で簡単にボードを裁断することができ、
作業の効率ア

20丨株式会社ポリ・テープ・ジャパン

今すぐ
アクセス !!

NITIE

ップにもつながります。

POLI-MELT4900と蒸着箔を使用し
た各種箔転写をご覧いただけます。

22丨トムス㈱
トムス商品（Tシャツ・ブルゾン類）
・プリンタブルウェアの先駆者！
「Printstar ＆Glimmer」
・国内無地メーカー唯一の自社工場にて製造。

MIMAKI

気軽に
さい！／
にきん

＼相談

「品質」
「価格」
に自信あり

28

・年間約4,500万着販売の実績！すぐ手に入り、

すぐ加工が出来るプリンタブル商材として皆様の

+

オークションコーナー

商売をお支えします

09丨㈱デザインラボ
カーラッピング・看板施工ツール
カーラッピング・看板施工最適なツールを一挙ご紹介！
！
即売会も予定しています。

他にはない専門ツールをご堪能下さい。

EVENT

ターポリン、
トロマット、電照用ファブリック、化学繊維、オーニング、各種塩ビシート、装飾フィル
ム、反射フィルム、車両用グラフィックス、マグネットシート、ダイカットのほかキスカット
（ハーフ
カット）
、アルミ複合板、カルプ、パッケージ素材、スチレンボード
（CP）
、ハニカムボード、ゲータ
フォーム、
アクリル板、
塩ビ板、
ダンボール、
Katz ボード、
積層板
（ハニカムボード）
、
リボードほか

01

極東産機㈱による

09

工具即売会！
！

高効率・高性能で最大限のパフォーマンスを実現。
本展示会の目玉製品です!!

㈱デザインラボによる
カーラッピング・看板施工ツール即売会！
！

当展示会3日間だけの特別な即売会！ スペシャルプライスで購入できる掘り出し物もアリ!?

04丨㈱SI NACO

生産性 を高めるハイエンドモデル

トリムギア 発泡スチレンボードカッター

「ＹＥＬＬＯ ＴＯＯＯＬＳ」
の実力をご自身の手で触れて、ぜひご体感ください

世界最高峰のマルチカッティングマシン

など、
印刷が難しい、
凹凸のある部分もキレイに印刷できます。

大掛かりな設備を必要とせずどこでも誰でも簡単にアル

ミ複合板をカットできます。

07丨㈱クリエイション／セルカム㈱

G3 XL-2500

高性能モデル。
ポケットの縫い目やジッパー上の生地の重なり部分

簡易複合板カッターを出展!!

ドイツ生まれの看板・カーラッピングの施工工具専門

1.タイル&パンチカーペットへの箔転写
2.各種テキスタイル素材への箔転写
3.各種グッズ類への箔転写

高機能デジタルカッティングマシン

Tシャツだけでなくパーカー等の厚物やトートバック等にも対応した

エクストリマー

イエローツール

サンケイコーポレーション
ハシマ

16丨カール事務器㈱

効率かつ安全に作業できるようなさまざまな工夫がこらされています。

グラボテック 27

あらゆる素材の高精度カットを実現可能に

GTXPro

グフィルムORACAL8300

でマット感覚で設置出来るので現場施工不要です。

25

24

BANDO イノベックス

トムス

国産インクを真空パウチし吐出安定性

ガーメントプリンタ

ORACAL951
・コストパフォーマンスに優れた透明色付きマーキン

店」
世界的ベストセラー商品である
「スキージー」
や「スピ

18

DTTS-P600

をあげた。弊社も加工工場を保有して
いるのでサポートも安心。

・メタリックの豊富な色数、プレミアムキャスト塩ビ

ードグリップ」
といった商品をはじめ約１０００アイテム

DTTS-P302・P600

21丨エプソン販 売 ㈱

機能カーラッピングフィルムORACAL970RA

環境

・特別な設備不要で、
すぐに始められる
「置き敷きフロア

11丨㈱イメージマジック

LEC2-330

フォームテープ、
両面テープのご提案

ほどラインナップがありサイン製作や施工工程において

17

16

22

03

耐候はもちろん、不燃対応・RoHS/REACHなど

14

Ri2000

を可能にするフラットベッドタイプのUVプリンター

・最先端の技術を駆使して開発された、
多層構造の高

にも配慮したIJメディア・ラミネートフィルムです。

カーラッピング

シンクイノベーション

Roland

POLI -TAPE

ACS

壁紙や透明PETといった幅広いメディア対応力可能です。
RICOHならではの使いやすさに磨きをかけて、
さまざまな大型プリントをよ

11
イメージマジック

12

オラフォル

ProL5130e

VG3-540

10

コムネット

15

05 日本HP

・バンドーグランメッセ定評の低収縮・少ない糊残り・高

17丨㈱キャル

フェリック
理想科学

簡単に食品へ転写することが可能です。特にフォトケーキにおすすめ。

・お客様のニーズに合わせた様々なタイプのアクリル

09

08

お好きな食品ダイレクトプリントが可能です。

HP Latex 800プリンター

デザインラボ

RICOH

SES-FBA4

ORACAL970RA/951/8300

・フィルム設計・製造から粘着・小巻スリットまで国内一

貫生産の安心ブランド
「バンドーグランメッセ」
の紹介。

特設サイトにて詳細情報発信中!!

商談コーナー

可食インク搭載フードプリンター A4フラットベッドモデル

できるカウンター機能が搭載で正確な生産管理を実現

QS2536

シルクスクリーン印刷の製版時にポジフィルム、
暗室、
洗い場必要ありません。
消費電力が少なく排水を生じない
「RISO感熱ドライ製版シ
ステム」
によってスクリーン印刷の生産効率を劇的に高めることが可能です。

セミナー

マーキングフィルム

置き敷きフロアサイン：ストップシート

デジタルスクリーン製版機

セミナーは
ぶちおすすめじゃけぇ

ORABOND1812/1822L5/1826

IJ用メディア・ラミネートフィルム

パウダーも自動循環

ツプリント向け、
転写プレスを出展致します。

一連をご覧いただけます。

ORABOND1397PP

カー、
定着装置が一体化。
コンパクトかつプリント〜フィ

安全を守る世界トップシェアの検針機と、Tシャ

メ打機でハトメ加工を行うターポリンの後加工の

ORABOND UHBシリーズ

23丨バンドーエラストマー㈱

今話題のDirect to Filmシステム。
プリンター、
シェイ

アパレル付帯機器の総合メーカーとして安心・

Neschen coldlam 1650 JP

作、
立体サインの提案

15丨オラフォルジャパン㈱
両面テープ

DTF mR１

ラミネーター

簡易操作によりUVプリンターと組み合わせた治具制

・エシカルパネル/エシカルパネルW

DTFプリンター

熱板式連続溶着機

板式連続溶着機で溶着加工、最後に全自動及び半自動ハト

06丨セルカム㈱

タムオーダーサービスなどもご用意しています。

・エシカルサーフェイス/エシカルスタンド

付きXY自動際暖機で裁断し、高周波ウエルダーもしくは熱

リティ創世を提案

品や各種フィルムなどの資材製品などを幅広く取り揃

えております。豊富な経験値と高い技術力によるカス

・Re:PETシリーズ 防炎クロスメディア

12丨理想科学工業㈱

MEW-18 型 #25

専用に作られた小物雑貨・メディアをご紹介します。

ニーズにお応えできるよう、
オリジナルパッケージ製

工場のボイラー燃

ば幸いです。

SC-4000T

全自動ハトメ打機

・UV印刷用 / 転写用メディア(資材) フラットベッドUV印刷機

ホースケアプロダクツは、ひとりでも多くのお客様の

料として再利用が出来ます。
SDGｓ推進にお役に立てれ

3P6-X

・見て触って試して、
UV印刷機の最大限の活用方法を公開！

質、
高い生産性、
省作業をアシストする付加価値を提案

ホースケアプロダクツ

サーマルリサイクル
ディアをRPF(固形燃料)にする事で

識を必要としないお手軽さをご堪能下さい。

半自動ハトメ打機

UV印刷用 / 転写用 メディア(資材)

インクジェットメディアの
今まで産業廃棄物として処理されていたインクジェットメ

れるプリンターPRIMERA
「LX610を出展します。
専門知

高周波ウエルダー

19丨株式会社ホースケアプロダクツ

13丨コムネット㈱
CO2とファイバーが両方使えるハイブリッドレーザーカッター

S400

27丨グラボ テック㈱
レーザー加工機

LS100

・A1サイズ対応 ハイパワーレーザーで広がる可能性！

・静かでコンパクトなレーザー加工機＆レーザーカッター

・加工エリア1016×610㎜高さ280㎜まで加工可能。

・小ロットから中ロットまで対応できる加工エリア

・10㎜厚のアクリルもカット可能。

・幅広い対応素材：プラスチック、
木材、
革、
ガラス、
紙など

・CCDカメラオプションによりUVプリンターとの相性も抜群。

・アクセサリが豊富
集塵装置、
ハニカムカッティングテーブル、
フローティングピンテーブル、
エアアシストコンプレッサ、
シリンダーアタッチメント、
交換レンズ 等

・hybridモデルでは金属彫刻も可能。

・加工に連動して稼働する集塵装置

デザインオフィス

足りていないのはデザインかも!? 制作のご相談承ります！
✓ 会社のロゴやパッケージデザインを刷新したい □
□
✓ インパクトのある企画を打ち出したい
✓ サービスや商品をよりよく見せたい・伝えたい
□
✓ WEBでの販路拡大を図りたい
□

✓ 高品質なサンプルデータを作成したい
□

✓ 自社ブランドを高め、
□
より良い人材を集めたい

長野県東御市（とうみし）のデザインオフィス［パーグラフィックス］はデザイン歴20年の経験を活かし、

単純な見た目の良し悪しだけではなく、サービスの本質や課題を捉えたお客様に寄り添ったデザイン提案を得意としています。

パーグラフィックス ／パー合同会社

サービス

ご相談はこちら

□ ブランディング □イラストレーション
□ CI・VIの設計

□ 3DCG・映像制作

□ WEB制作

□ 販促企画・デザイン

□ ロゴデザイン
□ 広告全般

□ パッケージ

□ 商業写真撮影

□出力サンプル制作
□商品開発

per-llc.net

Per合同会社はCreationEXPO ʻ22 プロモーションパートナーです

注目

カッター付きカラーラベルプリンタ

平型昇華転写プレス

28丨㈱ミマキエンジニ アリング

25丨ニチエ㈱

今こそ補助金活用 で︑
ものづくり を元気に！

展示会のご案内

22

3DFF-222

07丨㈱クリエイション

事業再構築補助金︵最大１億円︶
／ ものづくり補助金
︵最大２千万円︶

02丨株式会社ハシマ

㈱クリエイションがプロのコンサルタントと共に申請をサポートいたします︒今期採択実績多数有り！

03丨㈱サンケイコーポレーション

