Orbit Magic
株式会社 近代美術

『DBシンクロ組版』
と意思決定支援ツール
が受注の決め手！
沖縄県において印刷をはじめとして販売促進企画の立案、広告・宣伝まで
を幅広く手がけている株式会社 近代美術。
同 社 は、 コ ープ お きな わ の 生 協 カ タ ロ グ「 あっ ぷ る」の 制 作 に、
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズの DB シンクロ自動組版システム
『Orbit Magic』
を導入されました。
同社、DTP 部 次長の照屋 薫 氏に現在のシステムの活用状況と今後の
展望についてお話を伺いました。
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