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What makes a Modern MIS? 
近代的MISとは？ 

• More than an estimating tool 
– 見積ツールを越えて 

• Automate workflows and reduce touchpoints 
– ワークフローを自動化しタッチポイントを減少 

• Accurate costing data to fine tune estimation 
– 正確なコスト計算で見積を最適化 

• Give management the information to make decisions – no more 
finger in the wind 
– 経営者に決定できる情報を提供 －風任せではダメ 

• Pass information to the rest of the workflow (Pre-Press) 
– 他をカバーしているワークフロー（プリプレス）にデータを渡す 
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The EFI EcoSystem Enables Success 
EFIのエコシステムで成功できる  Acquisition Management Pre-Production Production Reporting 

END-TO-END. ACQUISITION-TO-DELIVERY. 
エンドトゥエンド 調達から配送まで 

The sum is greater than a single component. 
集結したら、個よりも偉大となる  



More than just Estimating 見積を越えて 
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• Cross Media Marketing 

• eCommerce / Web to Print 

• Customer Relationship Management 

• Fulfillment & Warehouse 

• Shop Floor Data Management 

• Direct Machine Interface 

• Shipping & Transportation 

• Integrated DFE & Job Management 

• Global Resource Scheduling 

• Optimized Layout & Planning 

• Business Intelligence 

Efficiency & Profitability 
効率と利益率 

Pre-Production 生産準備 

• Imposition and Composition 

• Versioning and Personalization 

• Prepress Integration 

New Revenue Generation
新しい売上の創出 

Production 生産 



Reduce Touchpoints タッチポイントの減少 
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• Automate where ever possible 
– 可能なところは全て自動化 

• Remove administration time and inefficiency 
from jobs (particularly small value jobs) 
– 業務時間を減らし、ジョブから非効率を失くす 

• Manage jobs by exception not by rule 
– ジョブをルールではなく例外で管理する 



Typical Touchpoint Heavy Workflow 
タッチポイントが多いよくある例 
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Optimised workflow 最適化すると 
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Move Simple Jobs Online          
簡単なジョブをオンラインに移行する 
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• Small ticket value jobs have high 
administration time 
– 簡単なジョブは業務時間がかかる 

• Often unprofitable without 
efficiency 
– 効率良くないと利益が出ない 

• Customers can self service – this 
is a value add for them 
– 顧客が自分で出来るのは付加価値 

• Increase customer loyalty 
– 顧客のロイヤリティを向上させる 



Automate Communication         
コミュニケーションの自動化 
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• Trigger automated emails to customers upon 
job changes 
– ジョブの変更に対して、顧客に自動でメールを発送する 

• Automated follow up reminders for sales 
people 
– 営業への自動リマインダー 

• Inventory restock alerts 
– 在庫の充填アラート 

• Reduce human effort for transactional 
interactions 
– トランザクションの交信から人手を減少 

• Contact ‘stale’ customers 
– “間の空いた”顧客へのコンタクト 

 



Automate Imposition into Prepress   
プリプレスでの自動面付 
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• Imposition generated automatically based on 
business standards including press marks  
– トンボを含むビジネス要件に即して自動で面付け 

• Automatically sent to pre-press system along 
with JDF data  
– JDFデータとともにプリプレスに自動で送りこみ 

• 2 way communication with Kodak Prinergy 
and AGFA Apogee 
– Kodak PrinergyとAGFA Apogeeと双方向通信 

• Data from an MIS can be used to automate 
pre-press actions 
– MISからのデータがプリプレスの自動化に利用可能 



How accurate is your estimating     
見積はどの程度正確か  
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• Are estimates based on the actual 
capabilities of the plant? 
– 見積は実際の工場の能力に基づいているか 

• How accurate is your wastage allowance? 
– ヤレの控除は正確か 

• Realtime data collection the only way to 
achieve accurate results 
– リアルタイムのデータ収集、正確な結果の為の唯一
の手段 

• Estimate costs need to be constantly 
reviewed for accuracy 
– 見積のコストは正確性を保つために、常に見直す 



Make decisions with data         
データから意思決定を行う 
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• Any data in the system in a custom 
view for each area of the business 
– システム上のあらゆるデータがビジネス
各分野でカスタムビュー 

• ‘Top Down’ view from a dashboard 
– ダッシュボードから！“トップダウン”ビュー 

• Save time looking at multiple 
reports 
– 複数のレポートを短時間で閲覧 

 



Summary サマリー 
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• Reduce Touchpoints 
– タッチポイントの減少 

• Move small jobs online 
– 小ジョブのオンラインへの移行 

• Automate pre-press and communication 
– 自動プリプレスとコミュニケーション 

• Accurate estimating comes from accurate data 
– 正確な見積もりは、正確なデータから 

• Accurate data allowed informed decisions 
– 正確なデータから意思決定が 
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