Epic® 封入封かんシステム

高精度を保ちつつ
高速で封入封かん
高速。
スマート。正確。

1台のマシンで複数のフォ
ーマットに高速で対応

93%

Epic®封入封かんシステムを
使い、
あるクライアントは12
時間の作業時間内に総合効
率93％で、23万5,000通を
処理しました。

大量の取引関連郵便発送業務を担う
部門やサービスプロバイダーにとって、
変動の激しい市場需要に合うように装
置プロフィールを予測することはなか
なか困難です。当社ではそれを簡単に
したいと考えました。BlueCrestの世
界トップクラスの技術者チームが、当社
の世界的に実績のある封入封かんシス
テムの各要素を簡素化し、ジョブから
次のジョブへ、定型封筒から定形外封
筒へより効率よく切り替えられるシステ
ム、Epic封入封かんシステムを作り上
げました。

業界でも定評のある設計
に基づいて作られた
Epic封入封かん機では以
下が実現します：
• 高い収益性で、簡単なジョブから複雑
なジョブまで処理します。

• 自動設定で段取り替えに再現性と一
貫性が生まれます。

• 定型封筒から定形外封筒へ数分で簡
単に切り替えられます。
• 作業者の生産性が上がり、人件費が
下がります。

高速処理により
競争力が高まります
Epicは、作業の習熟に時間がかから
ず、準備作業が大幅に短縮され、その
再現性も高まるため、簡単なジョブも
複雑なジョブも、作業者あたりの収率が
上がります。ダイナミックなスキュー補
正でマシン停止のリスクが低減するほ
か、仕分け作業が減るため、コストのか
かる照合作業や再処理の必要性が減り
ます。Epicのその他のメリットは以下の
通りです：
• マルチフォーマットのソリューション
で、専用システムへの投資が必要
なくなります。

• より大容量、
より優れた資産活用によ
り、生産計画がシンプルになります。

• 特に複雑な取引関連の郵便で運用収
率が高まります。

• コンポーネントへのアクセスが簡単
で、修理までの待ち時間も短いため、
稼働時間が長くなります。

• 収率が予測できるため、
自信をもって
見積もりが提出でき、
ジョブの複雑さに関わらずSLAを守る
ことが出来ます。

• 収率が上がり、運用パフォーマンスが
高まります。
• 生産能力計画が簡素化されます。

革新的なエンジニアリングにより、稼働
時の生産性が上がり、人件費や材料費
が下がり、収益性が高まります。

「Epicの汎用性と柔軟性が、我
が社社の生産現場管理を変え
ます」
— 英国の大手サービスプロバイダー
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Plus Speedのオプションを使え
ば、生産性を最大14％高めることが
できます
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速度と精度の理想的な組
み合わせ
Epic封入封かん機ではマテリアル制御
の精密度が強化されているため、最も
複雑な郵便物発送業務でも高収率が得
られます。自信をもって見積もりを提出
し、シンプルなジョブでも複雑なジョブ
でも、収益性が高いよりアグレッシブな
SLAを結ぶことが可能です。それはEpic
が以下を実現するからです：

• ジョブに含まれるすべての要素を
正確、簡単に確認します。

• BlueCrestの優れたモーションコン
トロールのプラットフォームで、
より
高い収率と最大限のシステム稼働時
間を実現します。

• ダイナミックにその場その場で調節
をかけることで、
エラーを減らしジョ
ブ照合の必要性を減らします。
• 複雑な郵便物を、
リアルタイムの
統合されたエンド・ツー・エンドの
追跡と管理とで処理します。

多種多様なマテリアルを
ロータリーおよび
フリクションフィーダー
で処理
より優れたマテリアル制御
で、複雑なアプリケーション
でも優れた運用収率を実現

シングルパネルから冊子まで、これまで以上のフォーマットに対応

定形外封筒への封入能力が60
％高まり、柔軟性が向上

Plus Speedオプション
なら、生産性が最大14％
アップ

人間工学に基づく高容量の
フィーダーとスタッカー

自動再同期機能付きのメ
ールストリーム・マージ

複雑な連続紙もカット
シートも高速処理

人が手を出さなくても良い
NoTouch段取り替えで、作業現
場の効率と品質が向上

「高速の封入封かん作業にすぐに戻れる自信がある
ので、少量の定形外封筒のジョブでも自動ライン
で処理できるようになりました」
— FSSI社 最高業務責任者 ヘンリー・ペレス氏
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運用状況をよりインテリジェントに把握する

御社独特のニーズに合うようにEpicを構成

ClarityTMとDirectViewTM

Clarityなら
洞察から行動に
素早くシフト

Epicでは生産性、収益性を高める以下の
機能が利用できます：
• 連続紙、
カットシートのインプット処理

• 自動再同期機能のある、高速、
マルチストリームのマージ
• 誤封入防止スキャンとドキュメントマッチング

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
加えて運用すれば、
マシンとジョブ、
作業者間の相互作用への理解が深
まり、予期的で協働的な軌道修正が
可能になります。

• 100％変更可能なフルカラーの封入物と封筒の印刷

• アウトプット良品検証
• 郵便料金計器
• 冊子フィード

• ダイナミックステッチ
• ADFソリューション

• ダイレクトスキャン・ファイルベース対応

• 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。

一新されたDirectView™のユーザーインターフェイスには、スクリーン上に大胆な色識
別表示があり、ジョブ完了までのリアルタイム進捗状況が表示されます。現行ジョブの
完了ステータスが変われば、作業者と作業をモニタリングする監督者に通知が送られま
す。作業者は迅速に、優先度の示されたアラーム一覧を確認し、特定の問題について状
況を把握し、是正措置を取ることができます。

• 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
根本原因を理解できます。
• 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。

当社のプラットフォームはモジュール型ですから将来的なアップグレードも簡単で、
現在のニーズも将来のニーズも満たすことができます。
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• 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。

Plus Speed オプション

最大21,000通

最大21,000通

最大24,000通

二つ折り

最大18,000通

最大18,000通

最大20,000通

最大14,000通

最大16,000通
（Epicのみ）

フィーダー

• リアルタイムの洞察と予測解析を用い
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。

Epic

三つ折り
定形外封筒

BlueCrestは世界一流のサ
ポートと包括的なサービス
を提供し、Epic封入封かん
システムの最適化を支援し
ます。御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。

「Epicのスピードのお陰で、人員を増やし
たり、残業コストをかけたりせずに、
日々
の処理能力を大幅に上げることができ
ました」
— 米国の大手サービスプロバイダー

Epic Select

素晴らしい成果を支える業界トップのサポート

高速定型封筒処理と定形外封筒とで
妥協する必要はありません。Epic封入封
かん機は、
シンプルなものから複雑なもの
まで、正確でミスのない取引関係の郵便
発送業務を一貫して実現できます。

フォーマット

ロータリー、
フリクション

ロータリー、
フリクション、冊子
連続紙、
ロール紙、
カットシート

Plus オプション
Plus SpeedのオプションはEpic、Epic Selectのどちらにもお使いいただけます。マテリアル精密制御と精度を落とすこ
となく、スピードを14％上げてジョブを処理することが可能です。
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より詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：bluecrestinc.com

DMT Solutions Japan 株式会社
〒140-0013 東京都品川区南大井6-24-10
カドヤ第10ビル6階
Tel 03-4586-4657
Fax 03-6404-6664

BlueCrest、企業ロゴ、および DirectView、Clarity、およびEpicはBlueCrestもしくはその子会社の登録商標です。その
他のすべての商標は、該当する所有者の財産です。
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