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ワークフロー

調査隊： 小幡 昌生
細川 優子

印刷の発注スタイルは、印刷会社の営業と打
ら成るワークフローソリューションを起点
合せを行う相談型発注から発注者自らＷＥＢ
に、デジタルプレス、パッケージ、ワイドフ
等を使用したセルフサービス型発注が増加し
ォーマット、CTP・環境対応の各ソリューシ
て多様化している。多様化した印刷発注者ニー
ョンをお客さまの戦略に合わせて体感でき
ズが持つセルフサービス型に対応するには、効
る、ゾーニング
率化、自動化を実現できるワークフローシステ
○印刷発注者と営業・工務・制作を結ぶ強力な
ムが欠かせない。
コミュニケーションツール「XMF Remote」や、
ワークフローシステムは進化して、原稿作
クライアントの発注工数削減に貢献する Web
成・入稿⇒プリプレス⇒プレス⇒ポストプレス
To Print システム「iAutolay Magic」などの
⇒フルフィルメントと印刷物制作全般のプロ
先進的なシステム群を揃え、「データベース
セスを網羅している。これらのプロセスにメー
連動 Web 活用システムの構築」「クライアン
カー各社が様々な機能を付加して、多様化した
トとの信頼関係を強める戦略的なコミュニ
印刷発注者ニーズに対応させている。例えば、
ケーションの体制の確立」など具体的な活用
原稿作成・入稿プロセスには、コンテンツ管理、
を提案
キャンペーン管理等の機能を付加し、プリプレ
・ 次世代ハイブリッドワークフローシステ
ス～ポストプレスのプロセスには、工程管理、
ム FUJIFILM WORKFLOW XMF V5.5 (NEW)
カラーマネージメント、MIS 等の機能を付加し
・ Web ポータルシステム XMF Remote R9.5
ている。
(NEW)
ワークフローシステムを導入から活用する
・ 自動大貼り・付け合わせソリューション
には、自社の改善がワークフローシステムが無
XMF Planner V1.5 (NEW)
くても可能なもの、ワークフローシステムによ
・ シンプル＆高機能データベース・ファイ
ってさらに大きな改善が可能なものなどに改
ルサーバー X Bucket
善の優先順位付けが必要である。自社のプロセ
・ バリアブル印刷ソフト Form Magic 4
スの改善を明確化、実現化をすることによって、
・ オンラインテンプレートパブリッシング
自社に適したワークフローシステムの導入、ま
iAutolay Magic
たは既存ワークフローシステムへの機能追加
・ ファインジェットプルーファー
で全体最適を実現していく。ワークフローシス
PRIMOJET SOFT-XG
テムの導入・活用の目的を決定し、製作現場だ
○「XMF Remote」に関するセミナーも開催し、
けではなく社内全体で共有して、さらには、印
国内外の市場動向や事例、実践的な活用ノウ
刷の発注者、関連会社も巻き込んでいくことが
ハウなどを紹介
全体最適化に必要な事である。
page2014 のテーマとして揚げた「始動！コミ
ュニケーション・ファクトリー」の“始動”に
は、現在の時代背景のもと、動き出し、アクセ
スを踏み出す必要があるという思いがこめら
れている。この“始動”に役立つワークフロー
システムが会場に出揃っている。
ワークフローシステムを下記に紹介する。
富士フイルムグローバルグラフィックシステ
ムズ
出展コンセプト＝「成功の鍵、それは『つかむ・
つなげる・つくりだす』
」
■FFGS「XMF Remote」

○ブース構成は、XMF と多彩なソフトウェアか
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大日本スクリーン / メディアテクノロジー
ジャパン
出展コンセプト＝「Pr!nt the Difference～変
わろう。印刷ビジネスのオンリーワンへ。
」

コダック合同会社
出展コンセプト＝「新しい時代の勝ちパターン
を創出する多彩なソリューション」

○情報発信基地「ホワイトカンバス MON-NAKA」
と page 展当社ブースをライブ中継でつなぎ、
最新機種や多彩なサンプルを紹介
○最新テクノロジーを満載したユニバーサル
ワークフロー「EQUIOS」を各社の運用に最適
な“Difference”を生み出す印刷ソリューシ
ョンを提案
○国内シェア No.1 のワークフローシステム
「Trueflow」をさらに進化させたユニバーサ
ルワークフロー「EQUIOS」Ver.3 の新機能（自
動化を促進する柔軟性や機能がさらに充実
し、面付け操作がますます簡単、待望の検版
ソリューションが登場）をリリースに先行し
て紹介
○EQUIOS ワークフローコーナーでは、オフセッ
トと POD のコラボレーションをスマートに実
現する「EQUIOS」をはじめ、直感的な簡単操
作で印刷事故の原因を排除するデジタル検
版システム「EQUIOS Inspection（新製品）」、
オンライン入稿/校正/承認システム「EQUIOS
Online」の最新バージョン、クラウドを活用
したバリアブルデータ制作システム「バリア
ブルフロントエンドサービス」
、EQUIOS のア
ーカイブシステム「EQUIOS-Archiver（仮称・
参考出品）」などをデモンストレーションを
交えて詳しく紹介
○EQUIOS の特長を詳しく解説する「よくわかる
EQUIOS 講座」を実施

○お客様の経営課題を解決するハード、ソフト
両面の多彩なソリューションを「Business
Innovation（ビジネスイノベーション）」、
「Environment（環境）」、
「Future Technology
（フューチャー テクノロジー）」の 3 つのゾ
ーンにおいて提案
○世界中で約 60,000 ライセンスが導入されて
いるコダックのワークフローシステム Kodak
Prinergy の最新バージョンの高度な自動化
機 能 や 、 Web ポ ー タ ル シ ス テ ム の Kodak
InSite をデモンストレーション
○InSite ソフトウエアファミリーに新しく加
わ る 新 し い ソ フ ト ウ エ ア ツ ー ル Digital
Store Front をデモンストレーション（参考
出品）
○メインステージでは、2013 年 12 月に発表し
たソフトブレーン株式会社との協業による
印刷会社様の営業力強化のためのソリュー
ションや、コダックの最新ソリューションを
プレゼンテーション
○印刷会社様の提案する力を組織に根づかせ
る営業力強化のソリューション提案として
「売れる印刷営業の仕組みづくり大（仮
称）
」をブース内のステージで紹介

■コダック合同会社「Kodak Prinergy」

■大日本スクリーン「EQUIOS」Ver.3
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日本アグフア・ゲバルト
出 展 コ ン セ プ ト ＝ 「 :Azura が 印 刷 を 変 え
る！:Apogee がプリプレスを変える！」
○：Apogee システム最高峰の:APOGEE Integrate
による、今目指すべきワークフローをデモに
交えて紹介
○MIS と JDF 連携し入稿･校正からデータ検査、
面付け、プルーフ、出力までの自動化を推進
○印刷会社の IT 化・自動化により生産フロー
を革新するプリプレスワークフロー：Apogee
・AGFA プリプレスワークフロー
：Apogee Integrate
JDF/MIS リンクにより会社全体の最適
化と自動化を推進する Apogee の最高
峰グレード
・AGFA プリプレスワークフロー
：Apogee 8
印刷会社の IT 化を推進する多数の自
動化機能を装備した AGFA プリプレス
ワークフロー
・営業コスト削減と顧客満足度向上 Web
入稿・校正
：APOGEE Portal 8
IT 化の推進、営業コストをも削減する
ウェブ経由での入稿･校正システム
・簡単管理の高精度カラープルーフ
：APOGEE Color
簡単にプロファイル作成ができ、メン
テナンスも容易で安定運用

■日本アグフア・ゲバルト「：Apogee」
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