
オンデマンドサービス紹介

OnDemand
Services

OnDemand + N =  Good service. 
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　　　　　は、
「印刷」に付加価値を提案します。

+N+N
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ナミカワには充実した自社生産体制があります。

例えば、こんなことができます。

オンデマンド印刷

小ロット・カスタム品
グッズ作成に対応
特急対応も可能！

ミシン入り冊子や、
ナンバリング入り冊子・
チケットなども可能！

表紙だけオンデマンド、
本文はオフセットという
組合せも可能！

32頁折機で一気に、
最大３８４ページの無線
綴じを製本可能！

モノクロ印刷も、
高精細カラー印刷も
自社印刷可能！

県内屈指の高速
無線綴じラインなど
充実した製本設備を
保有しています！

オフセット印刷 製本設備

様々な加工が可能 組合せも可能！ 高速無線綴じライン
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カラーオンデマンド機 モノクロオンデマンド機 大判出力機

オンデマンドラインナップ〔1〕
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多用な用紙に対応 !!
出力も超キレイ !!

超高速！ 分速 135枚！
可変印字も最適！

１枚～大判出力に対応
展示会パネルも作成可

無線綴じラインがあるか
ら、カラー冊子も小ロット
から対応可能！
いろんな用紙を
お選び頂けます。

モノクロちらしを色上質で
サッと1000枚。そんな急
ぎの依頼でもすぐに対応
可能。
宛名印字や可変印字も得
意です。

B0まで対応しています。
出力だけでなくフレーム・
パネル加工・ラミネート
加工も承っ
ております。



モノクロラベルプリンタ バーコードプリンタ 名刺プリンタ/カッター

オンデマンドラインナップ〔２〕
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抜き型不要パスカット。
PP加工も可能。

可変マイクロQRラベ
ルの印字も可能！

名刺サイズの名入れ
プリントが可能です。

シール素材は業務用の
為、耐擦性、耐油性、耐
光性に優れており、海外
輸出規制もクリアする安
心ラベルを作
成できます。

専用の型抜きロール台紙
を作成して、ナンバリン
グや、バーコード印字が
可能です。

台紙をオフセット印刷をし
て、名前は後から名入れ
すれば、大量に名刺を消
費する企業様は、
コストメリット
になります！



オンデマンドまとめ

ご相談はお気軽に申し付け下さい。

◎豊富な機種と印刷設備を組合せ可能。
◎カラーオンデマンド印刷はいろんな用紙に対応。
◎ラベル印刷は本格的な工業ラベルが作成可能。
　（オフセット印刷ラベルも可能です。）
◎展示会やビジネスなどで使用する印刷物を
　ワンストップでオーダー頂けます。
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Monster Mashine.
Kodak Magnus 400 II Quantum

毎時 30版という高速スピードでCTPプレー
トを出力します。FMスクリーンという超高精
細印刷も、出力速度を落とさずに対応可能です。

超高速
高精細!

CTPプレートセッター

オフセット印刷設備〔1〕
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オフセット印刷機
SHINOHARA 66ⅣP

400 線相当の高精密印刷も可能です。
万全な空調設備を設け、安定品質を目指してお
ります。SOYインキ、洗浄液など環境に配慮
した材料を使用しております。

環境
対応

菊半裁４色印刷機

オフセット印刷設備〔2〕
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ピンクCTP 菊半裁モノクロ両面機 合紙機能印刷機

オフセット印刷設備〔3〕
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モノクロ小ロットを
安価に生産。

モノクロ印刷にも
特化しております

合紙を入れながら印刷
できます。

多品種小ロットの取扱説
明書や、モノクロちらし
などに最適な安価なオフ
セット印刷ができます。

A2⇒A5・A6サイズ折の
取扱説明書なども、印刷
⇒折加工を社内生産でき
ます。

菊四裁モノクロ専用機で
すが、合紙を挟める為、
「50枚ごとに合紙」とい
うお仕事も機械挿入が可
能です！
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◎毎時4000冊の高速ライン
◎32頁折×12鞍=384頁を一気に製本
◎乱丁検知CCD・厚さ検知・重量検知センサー搭載

Horizon CABS4000

３２頁折機

県内
屈指

高速無線綴じシステム

製本設備〔1〕
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全判から極小まで
マイクロミシン、
スジ加工、
ジャンピングミシン、
様々な加工が可能です。

折り・ミシン・スジ加工

製本設備〔2〕
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中綴じ

製本設備〔3〕
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64ページまでの冊子なら、中綴じ製本がオススメです。
カラーオンデマンドの小部数や可変印字した表紙の製本も可能です。
もちろん大ロットにも対応しております。
ページ数が少なければ、ステッチなしの製本も可能です。



各種冊子・製本に対応しています。
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報告書 記念誌

決算書 論文・学術誌・テキスト文集・会報・広報誌

統計年報



厚い

紙の厚みガイド

薄い

四六判40kg～60kg
約0.03mm～約0.06mm

四六判58kg～70kg
約0.06mm～約0.1mm

四六判（kg）÷1.44＝菊判
四六判（kg）÷1.563≒A判
四六判（kg）÷0.86≒g/㎡
1µm=0.001mm

四六判70kg～90kg
約0.07mm～約0.13mm

四六判110kg～135kg
約0.11mm～約0.19mm

四六判160kg～180kg
約0.15mm～約0.25mm

四六判220kg～
約0.25mm～

※紙の厚みは種類により密度も異なり、バラつきがあるため、およそとなります。

書籍
本文

商品券

パンフ
レット

文庫本
表紙

はがき スタンプ
カード

薄い
包装紙

コピー
用紙

１万円
札

カレン
ダー

ボール
紙
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折込
ちらし

賞状

クラフト
紙 名刺



用紙換算表

１４

 52.3 45 43.5 31 28.5 特薄口
 64 55 53 38 35 薄口
 73.3 63 61 43.8 40.5 
 79.1 68 65.5 47 43.5 
 81.4 70 67.5 48.5 44.5 中厚口
 84.9 73 70.5 50.5 46.5 
 104.7 90 87 62.5 57.5 厚口
 127.9 110 106 76.4 70.5 特厚口
 157 135 130.5 93.5 86.5 最厚口
 209.4 180 173.5 125 115 超厚口
 232.6 200  139  
 256 220  153  
 279 240  167  

 坪量（g/㎡） 四六判（kg) B列本判（kg) 菊判（kg) A列本判（kg) 色上質


