TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM

Apparel Design system Fair 2016
- 株式会社トヨシマビジネスシステム PV 展 -

この度 OMM 展示場にて、デザインシミュレーションソフトのご紹介、及び
アパレル向け展示会システム、各種繊維機器の展示を御覧頂ける Fair を
開催致します。この機会に是非ご来場頂けます様、よろしくお願い申し上げます。

2016

11/24(Thu) 11/25(Fri)
両日 10:00-18:00( タイムスケジュール制）

《会場》

《最寄駅》

大阪マーチャンダイズマート

京阪電車「天満橋」駅東口

OMM ビル 2F

地下鉄谷町線「天満橋」駅北改札口から

F ホール

大阪市中央区大手前 1-7-31

①Fair 申し込み記入欄

OMM 地下 2 階に連絡

＊ご記入後、担当営業にお渡しいただくか、下記

FAX/Mail にてご返送ください。

（申込み締め切りは 11 月 18 日金曜日まで）

貴社名

来場代表者様お名前

お電話番号or E-Mail

ご来場人数

名

②御来場日程に✓□をお願いします。（セミナーのみ参加の場合は日程記入後⑤へ）

□

24 日（木）

□

25 日（金）

③御来場時間帯に✓□をお願いします。 （ご興味ある製品についてデモンストレーションさせて頂きます。）

□

10:00

□

13:30

□

15:30

④ご興味のある製品に✓□をお願いします。（詳細は別紙にて）
□ 4DboxPLANS
□image Drawer
□Apparel-ZoneⅢ
□Textile-Zone
□ デジタル捺染プリント □Tシャツプリンター □デジタルカラー複合機
⑤御参加される製品説明会・セミナー・イベントに✓□をお願いします。（複数可）
※セミナーイベント等につきましては定員（20 名）に達し次第、締め切らせて頂きます。(内容については別紙にて）
チェック

参加人数

内容

時間

24 日のみ

□

名

11:00-11:45

( 45 分 )

「 DENATEX®-IJ システム」について

25 日のみ

□

名

10:30-11:30

( 60 分 )

「ファッションの歴史と 4dbox」について

□

名

13:30-14:00

(30 分）

□

名

14:10-15:00

( 50 分 )

□

名

15:00-17:00( 時間内随時 )

TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM

長瀬産業株式会社
田畑 敏文氏

新バージョン 4DboxPLANS Ver4.0 のお披露目 *4DboxPLANS ユーザー様限定の製品説明会となります。
「なぜモニターとプリントの色が合わないのか︖」 富士ゼロックス大阪株式会社
4DboxPLANS /T シャツプリント / インクジェット体験とオリジナルデータの出力

《主催》 株式会社トヨシマビジネスシステム P&E 事業部 西日本支店 西日本営業課
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-9-11 アイプラス江戸堀 4F TEL 06-6131-4080
お問合せ先/返信先 hara@4dbox.com FAX 06-6131-4485 担当︓原 宛

About Exhibition contents

企画・デザイナー・営業様向け製品

対象

抽選

テキスタイルシミュレーションソフト

デザイナーの使い勝手を極限まで考慮
したグラフィックアプリケーション

4Dbox PLANS

4Dbox PLANS は、図案の作成からカラーバリエーションの作成が簡単に行える Basic 機能から、織物の
シミュレーションを一から行い、リアルなマス見本が作成できるテキスタイル機能、またステッチ画像と
編み記号を入力し、簡単な操作で編み地表現ができるニット機能が搭載されております。
最終的には、シミュレーションした画像を製品合成をすることで、リアルな製品イメージを作成すること
ができる、企画にはかかせないソフトウェアです。

象

対
抽選

画像・商品情報データーベースシステム

専用サーバーでデータベース化する
商品情報を格納する「キャビネット」

image Drawer

image Drawer は、会社内の資産であるデザインや生産データを１セクション・１端末だけにとどめる事無く、
全社的に販促及び共有データとして有効活用する為のシステムです。
エクセルやイラストレーターなどで作成された仕様書や、デザインなどの画像を含む商品情報関連ファイルを、
専用サーバーでデータベース化して一元管理します。商品情報は、デザイナー～パタンナー～MD ～営業間で
共有することができます。

展示会場
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ピックアップ

商品タグの QR コードが、iPhone、iPad
のカメラで読み取りできます。展示会場で
は専用のバーコードリーダーやハンディー
ターミナルなどを使用しなくても対応アプ
リのインストールされたスマートデバイス
で受注見込みのピックアップを行えます。

抽選対象

アウトプット

ピックアップリストやランキングもデバイスでの閲覧はもちろん、
アウトプットも可能なので、展示会での受注オーダーシートやス
ワッチのテンプレートなどもデータベースから書き出す事が可能と
なります。

こちらのしるしが付記されている製品（説明会）・セミナー・イベントのご説明をお聞きになられた
お客様対象に、抽選会を実施させていただきます。（抽選券はお一人様 1 枚のみ、詳細は担当営業まで）
《主催》 株式会社トヨシマビジネスシステム

P&E 事業部

西日本支店

西日本営業課

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-9-11 アイプラス江戸堀 4F TEL 06-6131-4080 FAX 06-6131-4485
TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM

お問合せ先

担当：原

hara@4dbox.com

About Exhibition contents

社内営業事務・総務経理様向け製品
C: Apparel-ZoneⅢ

アパレル情報管理システム

総合アパレル情報管理システム

企画から生産・出荷・売掛管理まで
アパレルの基幹業務を総合的に
D: Textile-Zone 糸・織物・ニット加工販売管理システム
サポートします
テキスタイル企業における事務・生産管理に対し「効率よく、正確に、より効果的な」運用と管理を実現させます。
企画から生産・出荷・売掛管理までアパレルの基幹業務を総合的にサポートします。

また、過去の予算・実績対比などの一覧表示や、蓄積されたデータを抽出・表示が自由にでき、集計分析が簡単にできます。

Apparel-ZONEⅢ

・産元システム・ニット製造業向けシステム・反番管理システム等、各業種別にシステムがございます。

Apparel-ZONEⅢは、アパレルビジネスの合理化、かつ先進的な経営戦略に不可欠な業務効率化を
総合的にサポートする「トータル情報管理システム」です。

パッケージ本体
【販売管理システム】
●売上仕入管理

商品特性に応じた入力方式を展開、タイムリーな売上・売掛・仕入・買掛・請求回収までトータルに管理できます。

●商品管理

商品、得意先、仕入先などのマスタ情報、在庫評価を常に把握することができます。

●TOP ビュー

部課、担当者、取引先など様々な角度からの月度、累計などをマネジメントの観点から集計できるツール。

●集計分析

日々、蓄積されたデータを簡単に集計分析でき、EXCEL への出力も可能です。

糸・ニット、織物製造・卸売企業様向け
生産販売管理システム

Textile-ZONE

繊維業界特有の複雑な管理をスムーズに
自由に選べるセミオーダー方式の
管理システム

テキスタイルメーカーシステムでは、原糸の買い約定から製品出荷まで、掛金管理はもちろん各種約定管理・生産・加工指図
その他台帳管理・ロスの処理・在庫（現物／仕掛／預り／預け）、バランス管理、コスト（原価）管理、実績管理、
など皆様が必要とする管理が実現可能となります。

Textile-Zone（テキスタイルゾーン）パッケージ概要
加工管理
販売管理
在庫管理

各種加工の指図書をシステムで発行し加工残高の確認もできます。
「受渡入力」機能で直送の指図、原材料の投入、製品出荷などを一度の入力で対応可
能になり、業務効率の改善を図れます。
各種在庫の状態別の管理（仕掛・原料・製品・仕切預かり）と場所（倉庫・加工先）
の管理ができます。

《主催》 株式会社トヨシマビジネスシステム

P&E 事業部

西日本支店

西日本営業課

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-9-11 アイプラス江戸堀 4F TEL 06-6131-4080 FAX 06-6131-4485
TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM

お問合せ先

担当：原

hara@4dbox.com

About Exhibition contents

ハードウェア関連

入出力機器

デジタル捺染プリントシステム

DENATEX® 長瀬産業株式会社

DENATEX®-IJとは、ゼロエミッション デジタル捺染プリントシステムです。
DENATEXインクは、独自開発した顔料捺染インクで生地種や糸種に関わらず
ハイブリットなプリントが可能です。生地への前処理も、プリント後の蒸し加工も
必要なく、排水を出さないエコプリントを実現します。

ガーメントプリンター

SC-F2000

セルカム株式会社

(EPSON 販売株式会社協賛）

製版レスで、普段使っているプリンターと同じ感覚でプリントワークフローも
少ない工程で制作でTシャツ等への印刷がきます。
製品レベルの作品を仕上げることができ、Tシャツのほか、
エコバックや応用としてシューズにも印刷ができます。

富士ゼロックス製 デジタルカラー複合機 DocuColor1450GA（Model-Ex）

富士ゼロックス大阪株式会社

忠実な色再現と高精細な画質でエキスパートが求める高画質を提供、
ビジネス拡大に貢献するネットワーク対応フルカラー複合機。
名刺、クリアファイ等、様々な出力ができるのも特徴のひとつで、
繊維業界でも人気の高い機種となっております。
「富士ゼロックス㈱提供」

About the event seminar 抽選対象
24 日のみ

(11:00-11:45)

題目「 DENATEX®-IJ システム」について

繊維企業で定番になりつつある、デジタル捺染プリンターの中で
排水を出さないプリントシステム DENATEX®-IJシステムのご紹介
と仕組みを分かりやすくご説明いたします。

25 日のみ

(10:30-11:30)

(13:30-14:00

田畑

デジタル捺染開発チーム

山田

竜二 氏

（略歴）
1974 年 瀧定株式会社（現瀧定名古屋）入社。
婦人服地部へ配属後、㈱三陽商会の営業窓口として
販売活動を行う。その後もオリジナル素材開発等を中心に
販売業務を経て企画室室長となり、トレンド情報の収集や
大手アパレルへの積極的な提案、同社の成長に大きく貢献。

敏文 氏

2 日間 )

カラー & プロセシング事業部

題目「 ファッションの歴史と 4Dbox」について

いち速くテキスタイル業界で4Dboxを導入、
活用した繊維業界の生き証人が語る、
アパレルファッションの構造と歴史。
繊維業界一筋、元瀧定名古屋株式会社の田畑氏が
ファッションの歴史と4Dboxについて語ります︕
（講師）田畑委員会

長瀬産業株式会社

2014 年

退職後は田畑委員会を設立。現在に至る。

題目「 4Dbox PLANS 次期 Version 4.0 を初公開︕」

４Dboxは誕生して25年。PLANSとして生まれ変わってから
次期バージョンの4.0を初公開。4DboxPLANSは次世代を担う
繊維業界のデザインソフトとして進化してまいります。

株式会社トヨシマビジネスシステム
西日本支店

西日本営業

P&E 事業部

営業担当

（14:10-15:00 2 日間） 題目「なぜモニターとプリントの色が合わないのか︖」
デザインされたものをプリントしたとき、「思ってたんと違う︕」
ということはありませんか︖実はモニターとプリントの色の作り方は
全く違います。今回は、お互いの色の違いをご理解頂き、モニターと
プリントの色合わせ方法をお話させて頂きます。

(15:00-17:00

2 日間 )

富士ゼロックス大阪株式会社 ニュービジネス統括部
プロダクションサービス営業部

村瀬

幸一 氏

4DboxPLANS /T シャツプリント / インクジェットプリンターの体験会

オリジナルデータを持参ください。4DboxPLANSで簡単に配色作成・送り付けを行い、
最終的にTシャツまたはテキスタイルとして出力を行い一連の流れを体験頂けます。
Dataがない場合でも、サンプルデータにて体験ができます。
(Dataはjpeg/BMP/PNG/TIFF テキスタイルへ出力する場合はMAX A3サイズまで Tシャツは白Tシャツのみ）
（主催）

TOYOSHIMA BUSINESS SYSTEM

（協賛）

