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限定品に最適
なお︑フルカラー化の
︶ため︑今までラベルライ
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カットデータと認識する 月末までの発注分︶

ことができる︒

Adobe Illustrator

また︑同プリンタに︑

用品︑工業製品などの製
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あったラベルやステッ な印刷が可能︒ラベルや ターの﹁テプラ﹂で行っ︵ TM
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今まで外注する必要が 大解像度４８００
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央区︶はこの度︑小ロッ﹁ＬＸ６１０﹂の販売を リンタを改良して作られ
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jp従来は︑スマホ非対 広く消費者に提供︑並び 検索などもでき充実した 河 和 子 代 表︑大 阪 市 中 るカッター付きプリンタ

は︑米菓産業や米菓の製 方法を掲示︑組合の沿革 ラベルプリンタを展開 ト︑多品種のラベルを低 注に依頼していた時より リンタは業界初である︒ ファイルから複雑なデザ 見たという問い合わせで
組合﹂で検索︒ http://
インの外形を読み込み︑特別価格を提示する︒︵５
www.arare-osenbei.造方法についての情報を や会員企業を紹介︑店舗 している㈱タナック︵藤 コストで簡単に作成でき 納期も短縮できる︒
専用ソフトで簡単作成

タナック

山敏昭理事長︶は４月

全国米菓工業組合︵栗 ム を 発 足 さ せ︑当 組 合 ましたが︑今後の取り扱 合の現在の会員数は３２ グッズ付きメニューの提 型コロナウイルス感染拡 資する期間として１９７ 対応﹂〜次の時代に向け ㈱タナック０６・６２６

米菓の情報広く発信
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