
GMG ジャパン株式会社 

102-0073 

東京都千代田区九段北 1－

武千代ビル 4 階 

 

 
 
 

プレスリリース 
 

 

GMGGMGGMGGMG    / / / / 「「「「IPEX2010IPEX2010IPEX2010IPEX2010」」」」においてにおいてにおいてにおいて

 

ドイツドイツドイツドイツ、、、、テュービンゲンテュービンゲンテュービンゲンテュービンゲン    

ソリューションの開発・提供会社

（ホール９、ブースE322）

場全体で多様なソリューションを

「There is a little bit of GMG everywhere

GMGの製品群が、いかにサードパーティー

向上させ、多様なアプリケーションに

「GMGは、品質の標準化

は、GMGソリューションの

GMG GmbH & Co. KGの

 

GMGGMGGMGGMG製品製品製品製品のののの展示展示展示展示／／／／デモデモデモデモ

GMG GMG GMG GMG （（（（ホールホールホールホール9999、、、、ブースブースブースブース

デジタル印刷、ラージフォーマット

ネジメントソリューションのデモ

GMGカラーマネジメント

CanonCanonCanonCanon（（（（ホールホールホールホール10101010、、、、ブースブースブースブース

Canon iPF 8300とGMG ColorProof/FlexoProof/DotProof

点プルーフの実演。 

EnfocusEnfocusEnfocusEnfocus（（（（ホールホールホールホール12121212、、、、ブースブースブースブース

GMG FlowConnectによる

ョン。 
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においてにおいてにおいてにおいて、、、、多彩多彩多彩多彩なパートナーシップなパートナーシップなパートナーシップなパートナーシップ戦略戦略戦略戦略をををを展開展開展開展開

    （（（（2010201020102010年年年年5555月月月月5555日日日日））））： ハイエンドカラーマネージメントおよびプルーフィング

提供会社として知られるGMGは、来る「IPEX 2010」において

）での最新製品デモに加え、数多くのパートナーとチームアップし

なソリューションを紹介します。 

There is a little bit of GMG everywhere」のスローガンのもと、これらのパートナーシップにより

いかにサードパーティー社のプルーフ、印刷、パッケージ

なアプリケーションに活用されるかを存分に紹介します。 

標準化およびコスト削減のための幅広いツールを紹介します

ソリューションの品質、多様性、柔軟性を、IPEX会場の至る所でご覧

のCEOであるポール・ウイレムスは述べています。 

デモデモデモデモ一覧一覧一覧一覧：：：：    

ブースブースブースブースE322E322E322E322））））    

ラージフォーマット、パッケージング印刷、及びオフセット・商業印刷向

ネジメントソリューションのデモ。モックアップ制作、パッケージ用コントーン

カラーマネジメントとワークフローのインテグレーション。 

ブースブースブースブースCDEF270CDEF270CDEF270CDEF270））））    

GMG ColorProof/FlexoProof/DotProofの組み合わせによる

ブースブースブースブースC150C150C150C150））））    

による、Enfocus SwitchとGMGカラーマネジメントのワークフローインテグレーシ

展開展開展開展開    

ハイエンドカラーマネージメントおよびプルーフィング

において、自社ブース

くのパートナーとチームアップし、IPEX会

これらのパートナーシップにより、

パッケージなどの生産システムを

します。IPEXご来場者に

覧いただけます。」と、

商業印刷向けのカラーマ

コントーン及び網点プルーフ。

わせによる、コントーン及び網

カラーマネジメントのワークフローインテグレーシ
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EpsonEpsonEpsonEpson（（（（ホールホールホールホール10101010、、、、ブースブースブースブース

Epson Stylus Pro WT7900

とGMG ColorProof/FlexoProof/DotProof

クアップ制作、コントーン

HPHPHPHP（（（（ホールホールホールホール12121212、、、、ブースブースブースブースAB150AB150AB150AB150

GMGのカラーマネジメントソリューション

ることにより、多様な出力

Mimaki Europe BVMimaki Europe BVMimaki Europe BVMimaki Europe BV（（（（ホールホールホールホール

Mimaki UJF 706 UV

ColorSever/SmartProfiler

演。 

Roland DGRoland DGRoland DGRoland DG（（（（ホールホールホールホール12121212、、、、C140C140C140C140

Roland LEC 330とGMG 

印刷用プルーフの向上

 

ブースガイドへのリンク：

http://www.gmgcolor.com/fileadmin/user_up

df 
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ブースブースブースブースC260C260C260C260））））    

tylus Pro WT7900（日本名：PX-W8000）及びEpson Stylus Pro 7900

FlexoProof/DotProofの組み合わせにより、パッケージ印刷

コントーン及び網点プルーフィングを実演。 

AB150AB150AB150AB150））））    

のカラーマネジメントソリューション、GMG ColorSever/SmartProfilerをデジタル

出力デバイスのキャリブレーション及プロファイル作成を実現

ホールホールホールホール12121212、、、、ブースブースブースブースC120C120C120C120））））    

Mimaki UJF 706 UV プ リ ン タ と GMG の カ ラ ー マ ネ ジ メ ン ト ソ リ ュ ー シ ョ ン

ColorSever/SmartProfilerの組み合わせで、モックアップ制作及びパッケージ

C140C140C140C140））））    

GMG ColorProof/FlexoProof/DotProofにより、モックアップ

向上を実現。 

： 

http://www.gmgcolor.com/fileadmin/user_upload/gmgdata/misc/Dateien_Mailing/IPEX_Boothguide_Web.p

– End – 

 

 

 

 

 

Epson Stylus Pro 7900（日本名：PX-H8000）

印刷向けプルーフ、モッ

をデジタル印刷で活用す

実現。 

の カ ラ ー マ ネ ジ メ ン ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 、 GMG 

びパッケージ印刷用プルーフを実

モックアップ制作及びパッケージ

load/gmgdata/misc/Dateien_Mailing/IPEX_Boothguide_Web.p
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GMGGMGGMGGMG についてについてについてについて：：：：    1984

あるテュービンゲンに拠点

リカに現地法人を設立し

全体を対象としたハイエンドのカラーマネージメントに

テムが、広告代理店を始

国際的なグラビア印刷工場

システムは、ヨーロッパの

 

GMGGMGGMGGMG 製品製品製品製品ファミリーについてファミリーについてファミリーについてファミリーについて

インクジェットプルーフ機

密に適合したデジタルコントラクトプルーフの

ルのビットマップデータを

ッケージング業界のニーズに

ァイル形式をサポートしており

載しています。GMG ColorServer

そして RGB から RGB へと

動的に減少させることで

のより優れた印刷安定性

きる理想的なソリューションです

化を図るための単体ソフトウェア

る、検証ツールです。GMG Media

ィルムの製品群です。様

性を示すよう、製造されています
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1984 年創立されたソフトウェア会社である GMG は、ドイツの

拠点を置き、フランス、スペイン、ベネルックス、北欧、英国

し、世界的販売ネットワークを築いています。GMG は、グラフィックアー

としたハイエンドのカラーマネージメントに特化しています。これまで、

始め、製版会社、オフセット印刷会社、新聞会社、フレキソ

工場に至るまで、業界全領域に渡り販売されてきました。

ヨーロッパの広範囲なグラビア印刷産業界では、事実上業界標準にな

ファミリーについてファミリーについてファミリーについてファミリーについて：：：：    カラーマネージメントソフトウェアシステム GMG ColorProof

機を最も正確にキャリブレーションする方法を提供します。

したデジタルコントラクトプルーフの作成が行えます。GMG DotProof
®
は

データを使用して、校正用高品質網点プルーフの作成を可能

のニーズに対応するために開発された GMG FlexoProof は

をサポートしており、完全な Pantone
®
スポットカラー・ライブラリ、

GMG ColorServer は自動色変換用ツールです。CMYK から CMYK

へとより効率的なワークフローが実現します。GMG InkOptimizer

させることで、不必要なインク使用量を削減することで経費の節約を

印刷安定性をもたらします。GMG ProofControl は、プルーフのカラー

なソリューションです。GMG PrintControl は、作業工程の開始から終了

ソフトウェアです。GMG RapidCheck は、マウスクリック 1 つで

GMG Media は、最も一般的なインクジェットプリンタのための

様々なサイズが用意されており、カラーが重視されるアプリケーション

されています。 

GMG GmbH & Co. KG.  本記述で使用されている GMG 製品名は、

またはサービスマークであり、特定の管轄で登録されている場合があります

およびサービス名は記述のみを目的としており、当該権利所有者

なく変更される場合があります。 

のホームページをご参照ください。www.gmgcolor.com 

関するお問い合わせは、下記までお寄せください。 

ジャパン株式会社 

0073 東京都千代田区九段北 1－14－15 武千代ビル 4

03－6272－6580 ファックス 03－6272－6581 

メールアドレス： japan@gmgcolor.com  

ドイツのシュトゥットガルト近郊に

英国、アジアおよび南北アメ

グラフィックアーツ産業界

、10,000 件を超えるシス

フレキソ印刷加工会社、そして

。実際、GMG ColorProof

になっています。 

GMG ColorProof は、デジタル

。これにより、印刷機に厳

は、出力 RIP のオリジナ

可能にします。特にパ

は、特定のフレキソフ

、並びにその他機能を搭

CMYK、RGB から CMYK、

GMG InkOptimizer は、有彩色を自

を可能にし、印刷機上で

プルーフのカラー精度を瞬時に検証で

終了まで、印刷機の標準

つで印刷工程を管理でき

プリンタのための校正用ペーパーとフ

されるアプリケーション用途に高特

、GMG GmbH & Co. KG

があります。その他の社名、ブラ

当該権利所有者の商標もしくは登録商

4 階 


