
封筒印刷ソリューション
Print+ Messenger™
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封筒を見ずして郵便物を
捨てる人はいません 
封筒にカラーの図柄があると消費者が
郵便物を開封する率が高まるという調
査結果が出ています。このような消費
者性向を活用し、BlueCrestのPrint+ 
Messenger™インクジェット印刷ソリ
ューションで反応率を高めませんか。

高品質でフルカラーのパーソナルなメッ
セージと図柄を直接封筒に印刷できる
ようになりました。これによってすぐに
メリットが得られます：
• パーソナルで関連性の高いメッセージ
が届けられます

• 収益が生まれます
• 操業コストが下がります

 
変哲のない普通封筒が非
凡な郵便物に変身します
Print+ Messengerのソリューション
なら、白い普通の封筒や業務用返信封
筒以外は必要なくなります。それによ
り：

• 保管コストが下がります
• アプリケーションの段取り替えが簡素
化されます

• 混合郵便物が処理できます
封筒一つひとつにパーソナルなメッセ
ージを印刷できます。インパクトの強い
色と図柄で、郵便物は、開封する前から
優れた第一印象を与えてくれます。

スピードと制御を最大化
最大26,000通/時の処理速度で、
可変、フルカラーの文字と画像が、
インサーターのワークフローの中に
組み込まれて印刷されます。Print+ 
Messengerソリューションは作業現場
全体に拡張でき、複数のビジネスシス
テムや文書オーナーのジョブに楽々対
応できます。数時間以内に変更可能な
ため、時間を最大活用できます。

カラーで結果を大き
く変える

は何も文字や画像のない郵
便物よりも、文字や画像がカ
ラー印刷されている郵便物
を先に開封します。
出典：Leflein Associates 郵便物開封度調査

品質、スピード、制御性を向上

ダイレクトメールを受け取
り、それが購入や反応につ
ながった人の割合
出典： Exact Target

65%• インテリジェントな印刷送り： 
現行のワークフローを変えなくても多
彩なアプリケーションに対応し、安定
した印刷品質を実現します

• 速乾インク： 
染料インクが、乾燥装置を必要とせず
に、鮮明な画像と良質のバーコードを
実現します

• バーコード画像品質： 
郵便規制局の厳格な規格を満たしま
す

• デジタル作業ツール： 
ソフトプルーフ、遠隔ジョブレイアウト、
プリフライト、ジョブのメールマージ・
サポートなどでしっかり管理できます 



51%
の消費者は、Emailより郵便
物により高い関心を払いま
す。整合性の高いソリューシ
ョンで、コンテンツとパーソ
ナル化の正確性を確保しま
しょう。
出典： Epsilonによるモバイルユーザーと非モバ
イルユーザーの媒体選好調査

作成 適用注文 納品
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Print+ MessengerTMが
稼働パフォーマンスを向上

自給式ホットスワッ
プ対応インクカート
リッジ

白黒からフルカラ
ーに簡単にアップ
グレード可

CMYKカラーと600 x 600 dpiの
高解像度印刷ヘッドとで、各種の
ICCプロファイルに対応 

Direct Connect 技術搭
載の統合印刷制御装置 

可変画像、可変データに対
応し、業界規格のデータベ
ースに接続可能

インテリジェンスが内蔵されているため、高品質で鮮明な画像が簡単に作り出せ
ます。これはプリントヘッドと各封筒との距離を動的に調節することによって実現
しています。当社特別配合の速乾式インクによって乾燥装置が不要で、またシステ
ムに自動整備機能が搭載されているため、インサーターの現場知識がそれほどな
くても使いこなすことができます。お客様には投資から最大の成果を上げていた
だけます。

郵便物サイズ: 定形封筒もしくは定形外封筒 印刷画像高さ: 108 mm
長さ（最小）：165 mm 印刷速度：DL封筒では最大26,000／時
長さ（最大）：330 mm 液滴体積：9ng (k)、6ng(cmy)
高さ（最小）： 96 mm インクタイプ：染料ベースCMYK
高さ（最大）： 254 mm 出力解像度：600 x 600dpi
厚み（最小）空封筒 インサーター・プラットフォー

ム：MSE、MPS、APS™、FPS™、Epic™
厚み（最大）：  25 mm
同一ジョブ内の厚みばらつき： 8.13 mm

仕様

Print+ Messengerのカラーもしくは白黒のインクジ
ェット印刷システムは、大量郵便物処理に関する当社
の知識のみならず、それ以上に重要なお客様のニーズ
に基づいて設計されています。

マーケティング・コンセプトとビジネスソリ
ューションを統合

BlueCrestは世界一流のサポートと
包括的なサービスを提供し、Print+ 
Messengerから最大の投資効果を引
き出します。貴社独特の運用ニーズへの
対応も、BlueCrest グローバルサービ
スにお任せください。

• 当社の専門グローバルチームが実績
のある技能と専門知識を用いて、クラ
ス最高の設置、統合、導入サービスを
提供します。

• 業界トップの技術・保全サポートで最
高の性能を達成します。

• リアルタイムの洞察と予知解析を用い
て、当社のグローバル専門家が情報に
基づいた判断、迅速なパフォーマンス
問題の解決を行い、システム稼働時間
を最大化します。

素晴らしい成果を支える業界トップのサポート

マーケティングポータル：

アイデア創出：
各クライアントに合わせて
• ロケーション
• 価格
• ベーシック／シルバー／ 
ゴールド

コンテンツ作成：
• テンプレート
• メッセージ（可変）
• 画像（可変）

インテリジェントな洞察で印刷と郵便発送業務全体
に透明性を出し、最大の運用パフォーマンス、効率、
コスト削減を推進します。Clarityを追加することで、
マシンとジョブ、作業者間の相互作用への理解が深ま
り、予知的で協働的な軌道修正が可能になります。 

• 24時間365日の可視性で、精度の高い決断を下すことが
出来ます。

• システム、作業現場、作業者、ワークフロー全体の運用問
題の根本原因を突き止められます。 

• SLAを守るために、生産能力計画を最適化できます。 
• 規制やデータセキュリティの厳しい要件を 
満たすことができます。

Clarity™を使えば洞察から行動により早く移行できます

インテリジェントな印刷送
り装置が縦に動き、厚みが
ばらつく郵便物にも対応
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住所と郵便データ 
マーケティングメッセージ、
画像をマージして 
ダイナミックな封筒を簡単
に作成します。

業務印刷のワークフロー
を一元化
Print+ ComposerのPDFサポート
オプションを使えば、ユーザーは既存
の文書作成ツールを活用して、文書と
封筒のワークフローを簡素化できる
上、PDFサポートでCMYK画像リソー
スの最大化を図ることができます。

当社のソフトウェアは印刷ジョブをよ
り早く読み込むため、ジョブ間のマシン
停止時間が短縮され、作業がはかどり
ます。

以下をフレキシブルにこな
します：
• シンプルなスタティック印刷。

• （マッチングのない）汎用郵便物の連
続印刷。

• マッチングのあるメールマージが可能
です。

• 差し込みデータファイルのプロセスか
らは独立して、外側封筒のデザインを
一定に保てます。

• Print Serviceが住所データファイ
ル、テンプレートのバージョン、画像リ
ソースを自動マージして、作業効率を
高めます。

• 印刷総費用（TCOP）計算プログラム
が、生産コストとインク消費量の推計
値を素早くはじき出し、使いやすいツ
ールで報告します。

• 地域設定、言語設定。
• オプション：Print+ Composerソフト
ウェアの革新的なPDF Matchを使う
と、既存の作成ツール、リソース、ディ
ベロッパーが活用できます。

Print+ Composer™ なら、より価値の高
いコミュニケーションが簡単に

実績のあるPrint+ 
Responseテクノロジーを
活用して、100％可変の返
信封筒と同封物を印刷しま
しょう 

郵送物処理業務の効率と 
パフォーマンスを高める 
コストを削減し、運用メリットを実現し
ます：
• 印刷済みの業務用返信封筒を在庫と
して抱える必要がなく、死在庫が無く
なります。

• ジョブの設定や段取り替えに伴うマシ
ン停止時間が減ります。

• 作業ワークフローが合理化します。 
• 複数のジョブを上流で合わせたり、単
一システムで少量バッチを管理するプ
ロセスが簡素化します。

コストを減らしつつ柔軟
性が得られます
ジョブファイルの情報を用いて返信封
筒にロゴや、Intelligent Mail® バーコ
ード

(IMb)、パーソナル化した返送先住所
など、ダイナミック・コンテンツを印刷
します。パーソナル化した関連性の高い
マーケティング用同封物の印刷も可能
です。

必要な時だけ返信封筒や同封物を印刷
することで、印刷コストを最小限に抑
え、無駄を減らすことができます。 

Print+ Response™ ならコストを抑えつ
つ印刷量アップ

Print+ Response仕様
郵便物サイズ 定形封筒 
長さ（最小） 6.0” (152 mm) 
長さ（最大） 9.0” (229 mm) 
高さ（最小） 3.0” (76 mm) 
高さ（最大） 5.75” (146 mm) 
全丁合 
厚み（最大） 0.32” (8 mm)

印刷画像高さ 4.25 (108 mm) 

速度 最大22,000通/時 

インク種類 染料ベースK  
（白黒）

出力解像度 600 x 600 dpi
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