
お客様のお仕事内容やご要望をお伺いしながら、
個別デモで製品を詳しくご説明いたします。

個別デモご希望の方は、製品名とご希望の時間帯をお選びの上、担当営業までお申し込みください。

● 1回目／ 10：00～
● 2回目／ 11：00～
● 3回目／ 13：00～

● 4回目／ 14：00～
● 5回目／ 15：00～
● 6回目／ 16：00～

時間
事前予約制
（約60分）

　　　　　　　 東京営業部　東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 〒105-0001
TEL 03-6757-3130　FAX 03-6757-3131　E-Mail ： tyo_info@too.co.jp 

■ お問い合わせ先

※お電話でのお問い合わせは、月～金曜日（祝祭日を除く）の9：30～17：30になります。 ※掲載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

申込
受付中！

個別相談・個別デモ

プロ向け 高画質！

《注目ポイント》
・最高峰フォト画質を実現
・高速印字・高画質プリントの両立
・圧倒的な 高画質「Crystal-fidelity」

● imagePROGRAF 
  PROシリーズ

大判インクジェット
プリンター

最新プリンター／複合機 ［場所］
キヤノン
マーケティングジャパン 本社
CANON S TOWER 3F
東京都港区港南2-16-6
JR品川駅港南口より徒歩8分
京浜急行品川駅より徒歩約10分
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スカイウェイ

Adobe    Canon    Too
Creative Cloud活用術とPOD最前線

特別無料セミナー

事前申込制

● 1回目／ 10：30～12：30
● 2回目／ 14：00～16：00

時間

講師
キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社
小野澤 ゆみ子 氏

in

今回のセミナーは、アドビとキヤノンとTooの３社ががっちりタッグを組んでお送りします。

セミナー参加ご希望の方は、右記よりお申し込みください。   www.too.com/event/y2019/tokyo12/

※同内容を2回です。

www.too.com/event/y2019/tokyo12/www.too.com/event/y2019/tokyo12/

講師
Too トレーニングセンター
Desi講師
前田 勝規 

セミナー参加ご希望の方は、右記よりお申し込みください。セミナー参加ご希望の方は、右記よりお申し込みください。

講師
アドビ システムズ株式会社
マーケティング本部  
名久井 舞子 氏

前半の《Adobe x Too》パートでは、実際に IllustratorやPhotoshopで
データを作る際に便利な機能や、Adobe Stockからその場で画像を検索
して配置したり、出力データを作るコツなどを、アドビ システムズ 株式
会社の名久井さんからたっぷり伺います。

後半の《Canon x Too》パートはまさにPrint on Demand！
様々な機器、用紙や加工を実際にその目で確認できるだけではなく、
その場で出力される様子を見て、実際にサンプルも
お持ち帰りいただけます。

要Web予約！
お早めにどうぞ  

定員：各回50名

今回の
テーマは

POD
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■ お問い合わせ先
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プリント＆カット！

・最大カット圧4.41N
・最大速度1000mm/s
・長尺最大5mの精度保証を
  実現するカット性能

● グリットローリングタイプ カッティングプロッタ 
  CE7000-40

低価格＆高性能

検証！デザイン用複合機

サンプル持ち込みOK！

● imagePRESS C660CA
プロを満足させるキヤノンの
フラッグシップモデル。

● imagePRESS C165
待望のニュースタンダード。

● imageRUNNER ADVANCE 
  iR-ADV C3520

キヤノンの複合機シリーズで一番スリムなA3
対応モデル。個人のデザイナーから小規模オ
フィス、メイン出力機のサブ機としても活躍。

● imageRUNNER ADVANCE 
  iR-ADV C5535
サーバーも付属可能で、カ
ンプ出力用としても多くの
デザイナーが愛用。

 色ブレしにくく、
 安定感抜群！

   低融点トナー採用で暗部もツブれず表現
　できます。印刷物の正確な色表現が得意。

弾性転写ベルトのおかげでいろんな紙が使え、
      用紙の対応力も更に向上しました。
 なんと最大で1,300mmの
 長尺用紙にもプリントが
　　　　　　　　可能です。

6F プロダクションシステムセンターにてご覧いただけます。

● imagePRESS C660CAimagePRESS C660CA
プロを満足させるキヤノンのプロを満足させるキヤノンの

 色ブレしにくく、
 安定感抜群！

   低融点トナー採用で暗部もツブれず表現   低融点トナー採用で暗部もツブれず表現
　できます。印刷物の正確な色表現が得意。

弾性転写ベルトのおかげでいろんな紙が使え、
      用紙の対応力も更に向上しました。      用紙の対応力も更に向上しました。
 なんと最大で1,300mmの なんと最大で1,300mmの
 長尺用紙にもプリントが 長尺用紙にもプリントが 長尺用紙にもプリントが
　　　　　　　　可能です。　　　　　　　　可能です。

新製品！

複合機の色合わせ「Tooカラーマッチングサービス」
個別のデモンストレーションを交えて、Tooのエンジニアがご案内します！

えっ！ ここまで
色があうなんて……モニターとの色合わせ、どうしたらいい？

カラーマネージメントワークショップ

   低融点トナー採用で暗部もツブれず表現
　できます。印刷物の正確な色表現が得意。

弾性転写ベルトのおかげでいろんな紙が使え、

● 1回目／ 12：45～
● 2回目／ 16：15～

時間 （約40分）

キヤノンのカメラ＆プリンターで実現する新たな表現を
HDRディスプレイと印刷物を使用し、ご紹介いたします。

EOSと imagePROGRAF PROシリーズの連携

キヤノンのトータル技術力による
最高画質の追求

講師：
キヤノン株式会社　香川 英嗣 氏

入出力連携による高画質化！

Crystal-fidelity

ミニセミナー



Macお悩み相談ルーム

ネットワーク強化のすすめ

VR空間でデザインレビュー

展示展示

今さら相談しにくいけど……

御社の大事なデータや資産を守る、数々のソリューションをご紹介します。

デザイナーにとってMacは大事な商売道具。
もっとMacのことを知りたい。愛すべきMacをメンテナンスしてあげたい。

いつも多くのMacをセットアップしているTooのエンジニアが、
あなたのお悩みに応えます。

高速で安定したネットワーク環境を！ 安全な無線LAN環境を構築しましょう！

プロ仕様！おすすめ
EIZOモニターも実機展示！

快適・安全
・簡単！

PCウイルス感染防止 
ESET ENDPOINT
PROTECIONシリーズ

ウィルス拡散防止
セキュリティアプライアンス 

SubGate

UTM（統合脅威管理）
アプライアンス

FortiGateシリーズ

クラウド時代を支えるインフラのスタンダード。
次世代型インターネット回線を
圧倒的なコストパフォーマンスで実現します。

個別相談

申込
受付中！

実寸大の

VR空間を
体験！

● 法人向け高速インターネット回線 ● 法人向け無線アクセスポイント

SYMMETRYは、建築、工学、建設の専門家向けVR
ソフトウェアです。直観的なインターフェイスで、
3D CADデータをVRに変換し、実寸大の世界と
してデザイン検討を行うことができます。

おかげさまで
顧客満足度6年連続No.1

複数のセキュリティ機能を統合！
コストを削減

外部からの脅威対策と
感染PCからの2次感染対策

情報漏洩対策
＋IT資産管理ソフト
MaLionCloud
WindowsとMacを
まとめて管理

● ColorEdge CS2740
2019/10/24新発売。4K高解像度！
ケーブル１本でノートPCに接続・給電できる。

● ColorEdge CG2420-Z
センサー内蔵でメンテナンスフリー。
印刷物とのマッチングで刷り直しコスト削減！

● FlexScan EV2785
4K・USB Type-C搭載でMacとの
相性抜群！目が疲れないモニター。

セキュリティ相談コーナー

これ全部違
います！「Macは安全」

「ウイルスソフトだけで十分」
「漏れて困るデータはない」

ACERA
電波干渉に強く、
電波が飛び交う場所でも
安定した通信が可能。

● 1回目／ 10：00～
● 2回目／ 11：30～

● 3回目／ 14：00～
● 4回目／ 15：30～

時間
事前予約制（約60分）

シンプルでセキュアなファイル
共有とコラボレーションを実現
ファイルをセキュアに共有できるだ
けでなく、場所やデバイスを問わず、
他のユーザーとリアルタイムで文書
を作成、編集、レビューできます。

クラウド・コンテンツ・マネジメント チームの作業を
より安全に、より速く
どこよりも高速で効率が向上するオ
ンラインストレージ。大切なファイ
ルを自動バックアップ、堅牢なセ
キュリティ、ファイルの遠隔削除。

オンラインストレージ

同じ時間に複数のお申し込みがあった場合は、
時間を調整させていただく場合がございます。
予めご了承ください。

オンプレミス

クラウド

予約制
個別デモ
開催！

バックアップ！

QNAPで実現する効率的なバックアップソリューション！

ファイル共有で効率UP！

外付け
ストレージへの
バックアップ

HDDとSSDを複合利用することで同時アクセスの性能UP！

アンマネージドスイッチで
シンプルに低コストでの
10GbE環境を実現！

Thunderbolt3を
10GbEに変換して
効率的に通信速度UP！RAID構築が可能な

USB外付けHDDで
安心バックアップ！

● TR-004

● TVS-951X

● 10Gスイッチ

● TS-932X

● 10Gアダプター

● Mac

バックアップソリューション 
■ NAS to NAS（ローカルバックアップ）
■NAS to Box（クラウドバックアップ）
■NAS to 外付けHDD（外部バックアップ）
10Gアダプターを利用することで、
Macユーザーも10Gネットワークに接続。

アンマネージドスイッチで
シンプルに低コストでの

●10Gスイッチ

ストレージへの

同時アクセスの性能UP！

Thunderbolt3を
10GbEに変換して

●10Gアダプター

Mac

徹底比
較！


