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●株式会社小森コーポレーションと販売

や展示会、製品評価やマーケティングに

提携を開始
（1999年7月5日付発表）

関しても協力関係を築き、将来的には、
開発、研究などの協力体制も検討してい

当社と株式会社小森コーポレーション
（代
表取締役社長小森善治）は、7月5日に販

きます。
この提携により、プリプレスからプレス

売提携にかかる契約書に調印しました。
今回の提携は、双方の機器・システムの

まで、一貫したソリューションを提供で
きる環境が整うことから、顧客満足度の

販売に相互協力、また、両社の製品によ
るシステム的な相乗効果を生み出す販売

一層の向上、印刷業界の発展に貢献する
ことを目指します。

協力関係の確立を目指すもの。セミナー
●
『ミクロサービス株式会社』
が地鎮祭を
実施

低減を目的として、資本金5,000万円、
出資比率当社70％、
（有）サンキョウサー
ビス30％で設立されたもの。

昨年4月27日、ブラウン管用シャドウマ
スクの検査・出荷およびこれに関連する

■会社の概要

事業を行う会社として登記していたミク
ロサービス（株）は、今年5月１日より操

社
名
本社所在地

：ミクロサービス株式会社
：滋賀県彦根市高宮町
480−１
大日本スクリーン製造（株）

業を開始。7月8日、新社屋建設（滋賀県
愛知郡秦荘町大字島川字三ノ坪）のため
の地鎮祭を実施しました。
同社は、マスク検査業務の効率化、検査

電話番号
：0749-24-6951
代表取締役社長 ：山嵜 威

システムの改善・改革などによる費用の

社員構成

●軽印刷のカラー化を支援

て、カラー化対応のノウハウを提供しよ
うとするもの。モノクロ印刷を主体とす

「カラー印刷パートナーズ」
を発足
7月2日、当社を含む印刷機メーカーと販
売会社11社は、軽印刷業者のカラー化促
進を目的とした団体「カラー印刷パート
ナーズ」を発足しました。
これは、短納期、小ロットなど多様な
ニーズが求められる軽印刷業界におい

：18名

る印刷会社向けにカラー化に関わるセミ
ナーやイベントの開催、情報提供など、
カラー印刷への取り組みを推進します。
■
「カラー印刷パートナーズ」会員企業
岩崎通信機、東京航空計器、丸紅マシナリー、
日本エーエム、ハマダ印刷機械、
富士写真フイ
ルム、文祥堂、三菱製紙、リョービ、リョービイ
マジクス、大日本スクリーン製造
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●台湾で優良装置メーカーとして表彰
当社は台湾のカラーブラウン管・液晶
ディスプレーメーカーの中華映管股 有
限公司より優良装置メーカーとして表彰
されました。昨年から同国の液晶ビジネ
スが急速に拡大するなか、同社新工場の
製造開始にあたり、当社が納めた液晶
エッチング装置や剥離装置が順調に稼働
し生産立ち上げに貢献したことが認めら
れたものです。表彰式は6月25日、同社
の開業式典にて行われました。

▲贈られた盾

●東南アジアで半導体製造装置の販売・
サービスを強化
（1999年7月1日付発表）

け着工したもの。

当社は、シンガポール・テックパーク
（政府
系開発地区：Kaki Bukit Techpark）に

メンテナンスサービスやパーツの供給に
よってシェアの拡大を目指します。

センターでは顧客へのデモやサービス要
員の教育を実施し、また、24時間体制の

テクニカルセンター兼事務所（Dainippon
Screen Singapore Pte.Ltd.）
を建設し、
1999年6月28日から操業を開始。これは
シンガポールおよび近隣諸国の半導体メー
カー各社への技術サービスと販売を強化
するため、設備投資額8億2,000万円をか
＊ Dainippon Screen Singapore Pte.Ltd. は、
1979 年に設立。資本金は 1,580 万 SP ドル、従業
員数 51 人。設立当初は、印刷関連機器の販売・保
守サービスのみを業務。1991 年から半導体製造装
置のサービスを手掛けています。

▲敷地面積1,437平方メートル、
のべ床面積約2,811平方メートル、
鉄筋コンクリート5階建

●3製造事業所でISO14001を取得

審査を受審。その際に受けた指摘事項を

当社は、洛西、多賀および久世事業所に

事業所全体で取り組み、ただちに是正。
認証を5月26日に取得しました。また、

おいて、
（株）
日本環境認証機構より環境
マネジメントシステムの国際規格

久世事業所においても、3月の初動審査
で受けた推奨事項に対処し、6月30日の

「ISO14001」の認証を取得しました。
洛西、多賀事業所では、今年4月に初動

認証に至りました。
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●著作権使用料フリー、高画質 C D ROMデジタル素材集の新作発売

クにすることでユーザー層の拡大をね
らったもの。発売されたのは、
「VOL. 1

当社は、高画質画像データを収録した

テクスチャー編」
「VOL.2 東京・パリ・ニュー
ヨーク編」
「VOL.3 クラフト編」
の3シリー

CD-ROM「MIXA（マイザ）イメージ・ラ
イブラリー」に新作5タイトルを追加、

ズ。価格は、それぞれ18,000円。

1999年6月29日から販売しました。
今回発売したのは、「和紙抄 」
「 ビジネ
ス・ワールド」
「日本の野鳥 「
」CG・3Dク
リップアート」
「新選生活雑貨」
の5タイト

スクリーンミニレポ

ル。価格は、各巻10,000円。
また7月8日には、「MIXAイメージライ
ブラリー」
を3本組み合わせたお買得パッ
クシリーズ
「MIXAの写真素材」Vol.1〜3
を発売しました。
同シリーズは、値ごろ感のある3本パッ

〒 602-8585
京都市上京区堀川通り寺之内上ル４丁目

▲使い勝手の良い素材が満載の「MIXAの写
真素材」

Tel 075-414-7131
Fax 075-431-6500
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