あらゆるフィルムの

大量電子化サービス

業界トップクラス の
安価

理由 ： なぜ ？

安価

Training
Development

： 訓練
： 開発

P2

Philosophy
Equipment

： 方針
： 設備

P3

Innovation

： 革新

P4

各種フィルム
カラ― ・ モノクロ
【一般フィルム】

大判フィルム
8×10 4×5

ブローニー フィルム
（6×6、6×7、6×8、6×9）

【マイクロフィルム】

COM フィルム
カラ―ポジ （スライド） フィルム

アパチュアカード
35ｍｍ カラ―ネガ ・ ポジ フィルム

電子化

16ｍｍ 35ｍｍ ロールフィルム

フィッシュ フィルム
ジャケッ トフィルム

DVD・CD・BD-R等

H D D ・ クラウド (協業） 等

３M カートリッジ ・
ANSI エクタメイトマガジン

画像検索 ・ クラウド（協業）
WEB参照まで
情報の保存と活用

（株） 国際マイクロ写真工業社
TEL：０３-３２６０-５９３１

P１

e@kmsym.com

Training ： 訓練
１名

で

２～８ 台

平行作業を 訓練して実現

２～３ 台／名 を担当
高画質・超高速 MFスキャナー

６～８ 台／名 を担当
電子化 ・ スキャニング作業

事例： 見積り
３５ｍｍカラーネガ
６コマ ｼﾞｬｹｯﾄ
解像度 ６００ ｄｐi
の場合

単価： 電子化のみの場合
10 円／コマ ～ 18 円／コマ
※フィルム状態 ・ 梱包状態で変動
※画像処理 ・ 検査内容で変動
※テキスト入力等 不含 （別料金）

Development

画像検査 （バッチ処理後の各検査）

： 開発

独自 バッチ処理の成功

画像加工作業の
【自動化】 に成功 （２０１０年 ～ ）
独自の バッチ処理開発 等で 安価な対応が可能

と

【 １操作で自動処理 ・・・ 数万～数百万画像処理／日 】

P２

Philosophy ： 方針
儲け過ぎない方針

【適性コスト】
創業者からの方針
【創業より５０年以上】

『近江商人道』 ・ 稲盛和夫氏の 『生き方』 等
社内共育体制の確立を目標

Equipment ： 設備
自社設備

（国内最大規模）
【 2010年 ～ の国家プロジェクト用等の厖大な設備 】

DVD・CDチェンジャー

カラ－マネジメント

・ HDD管理 約３０００台
・ パソコン 約４００台

高性能フィルムスキャナー
（フィルムスキャナー ５０台以上の自社設備）

・ クラウド （協業）
エラーチェッカー

P３

社内サーバー

Innovation ： 革新
当社開発の ３５・１６ｍｍ MF 電子化サービス
２０１３年よりサービス開始

当社独自 VFR方式 なら 5分の1 で対応
当社VFR方式
スキャニング時間

スキャニング時間

検査時間
無し

検査時間

完全自動化 フィルムスキャニング
当社VFR方式 ※ ロールフィルム 一本をまるごと長い画像へ変換し 多くの不具合を徹底改善してサービス化
通常スキャニングに比べてコマ抜けの心配が皆無となり 検査費の削除 が可能、これにより
「納期」 と 「コスト」 を通常作業の約 １／５ への削減 が可能となりました （2013年～）
※ VFR （Virtual Film Rewinder） は ハード・ソフトを 自社で加工・開発したサービスです
ロールフィルムを リーダープリンターで閲覧するように PC上で閲覧できます

アイデア勝負でエコノミー

詳細は http://eco-digi.com/
※ VFR方式は ３５・１６ｍｍロールマイクロフィルムのみに対応したサービスです
想定コマ数 ・ 単価
（フルサイズの場合）

マイクロフィルムの電子化 （スキャニング）
基本料金

-

（スキャン総額が基本料金に満たないときの一式の価格）

35mmロール マイクロフィルム (100ft) １リール

通常価格

（税抜）

40,000円

-

10,000円

500ｺﾏ×20円

16mmロール マイクロフィルム (100ft) １リール

1000ｺﾏ×10円

10,000円

16mmロール マイクロフィルム シンパック(200ft) 1リール

2000ｺﾏ×10円

20,000円

解像度アップ （1ランクアップ 2ランクアップ 共に同価格）
※1ランクアップは面積比2倍 2ランクアップは面積比4倍
消費税・送料は 別途請求 （ご指名のセキュリティ宅配便等）

VFR価格

1リールあたり

2,000円
1リールあたり

2,000円
1リールあたり

4,000円
1リールあたり

-

-

VFR価格×2倍

-

-

実費をご請求

※支給されたHDDにデータを格納して納品します
※フィルム・HDDの受け渡しは宅配便が基本 （フィルムとHDDの納品は別々梱包とし セキュリティ便等で返送します）

2014．9

P４

お問合わせ e@kmsym.com 営業部フィルムデジタル化 担当まで

