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Speedmaster XL106＋SAMBAが融合
　Primefi re106 は、2016 年に開催された drupa でハイデ
ルベルグが初披露した枚葉デジタル印刷機で、枚葉オフセッ
ト印刷機『Speedmaster（スピードマスター）XL106』の
プラットフォームに、富士フイルムの IJ ヘッド『SAMBA
（サンバ）』を、1色当たり、25個のプリントモジュールヘッ
ドをライン状に並べ搭載、ドライバや画像補正等の画像形
成に関する部分はハイデルベルグが、プレコンディショニ
ングやクリーニングについては、両者の協業により開発さ
れたもの。
　用紙供給→アニロックスローラによる水性プレコンディ

ショナー塗工→水性 IJ 印刷→赤外線と熱風併用による乾燥
→アニロックスローラによる水性またはUVニスコート→
乾燥または硬化→印刷物排出という流れを経る。
　最大用紙サイズは 750 × 1060mmで、728 × 1030mm
のB1サイズの印刷が可能。IJインクは、CMYKにオレンジ、
グリーン、バイオレットを加えた 7色で、いずれもスイス
条例に準拠したローマイグレーションタイプを採用。B1用
紙 1枚当たり、120 億滴のインクドロップを吐出、それら
を完全制御することで、色の安定性を高次元で実現し、こ
れにより、PANTONE色領域の最大 95％をカバーできる。

見える手と見えざる手が
後押し
　共進 P&P では、昨年 8 月 19
日から据え付けが始まり、画像プ
ロファイル等の調整を終え、11
月 7日に動き出した。ハイデルベ
ルグ・ジャパン㈱のヨルグ・バウ
アー社長は、起動式に臨み、「共
進 P&P は、オンラインで箱のデ
ザインや注文が簡単にできる革新
的なW2P（Web to Packaging）
の『Hacoplay（ハコプレ）』を
既に成功させている。イノベー
ティブな会社である共進 P&P が

㈱共進ペイパー＆パッケージ ハコプレ事業部

Primefi re106でデジタル印刷カバー率100％
紙器、紙袋、POPをどこよりも早く・安く

　B1サイズ対応枚葉インクジェット（IJ）7色デジタル印刷機『Primefi re（プライムファイア）106』の国内初号機が、
昨年11月7日、㈱共進ペイパー＆パッケージ（共進P&P：鍛治川清司社長、兵庫県神戸市中央区元町通6-1-6、http://
www.kyoshin-pk.co.jp）のハコプレ事業部（千葉市花見川区犢橋町1616）で正式に稼働した。ハイデルベルグに
とっては世界で7台目、共進P&Pハコプレ事業部にとっても7台目となるデジタル機だが、同事業部では、過去6年に
わたるWebとデジタル印刷とを組み合わせて事業展開してきたノウハウ、そして、70年に及ぶ紙加工技術で蓄積して
きた知見に、Primefire106を組み込み、短兵急には他社が真似できない事業を更に拡張すべく、紙袋、POP市場、
印刷会社向けの新事業を開始し、2020年には同事業の売上目標20億円を視界にとらえる。 （ 川上幸一）

テープカットのセレモニーを待つ、日本初のPrimefi re106
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Primefire106 の導入を決断してくれたことはハイデルベ
ルグにとって大きな誇り。同時に、日本の先進的な印刷会
社から、ハイレベルな品質と生産性に対するニーズを学ぶ
ことができるのは、大変ありがたい。Primefire106 の素
晴らしい技術と性能を最大限に発揮させ、更にwin-win の
パートナーシップを築いていきたい。皆さんに安心して
Primefire106 を使っていただけるよう、ハイデルベルグは
全面的にサポートする」と日本語で挨拶。
　また、共進 P&P常務でハコプレ事業部長の鍛治川和広氏
は、「Primefire106 がこれからの我々のビジネス並びに印
刷業界に与えるチャンス、インパクトを想像し興奮してい
る。私は見える手と見えざる手に後押しされ、今日を迎え
ている。見える手とは、すなわち、私どもの大切な商品を買っ
ていただいているお客様、日頃から私どもを支えてくれて
いる印刷業界の皆様とハイデルベルを始めとする供給業者
の方々、そして日々、会社のために仕事をしてくれている
社員、そうした方々に支えられ、今日を迎えられたと思っ

ている。もう 1つの見えざる手というのは、今日という日
を迎えるに当たり、様々なご縁であったり、偶然であったり、
チャンスであったり、そうしたものがこの決断を後押しし
てくれた。これはもしかすると、我々の会社のDNAであっ
たり、歴々の社員の人達が招いてくれたものかもしれない
し、ともすればハコプレ事業にかける情熱がこうしたチャ
ンスをつかむきっかけを与えてくれたのかもしれない。そ
うした、確率運命的な見えざる手にも後押しされて今日を
迎えることができたと思っている」と起動式直前の心境を
語った。

パッケージデザインが周りを引っ張る
　ハコプレ事業の中で、Primefire106 をどう活用していく
のか。これについて、鍛冶川常務は、“ゲームチェンジャー”
という言葉とともに、ビジネスモデルの詳細を説明したの
で、紹介しておきたい。とかく、新しい印刷機を入れたか
ら仕事が来ると勘違いされている方々にとってはとても参
考になる。記者も含めてだが。
　共進 P&Pは、1948 年に鍛冶川商店として創業、紙の卸
商から始まり、今では紙パッケージの製造販売を生業とし、
国内 6工場、タイに 2工場を有し、売上は約 65億円。トー
タルパッケージングシステムを標榜し、パッケージに必要
な企画設計、デザイン、紙の卸業、商品を包む紙パッケー
ジ、運ぶ段ボール、商品のセットアップまでをトータルサー
ビスとして展開している。
　ハコプレ事業は、2013 年に立ち上げた事業で、デジタ
ル技術を生かし、印刷紙器事業、段ボール事業を補完する
位置づけ。コンセプトは、“ほしい箱を、ほしい時に、ほし
い量だけ、ほしい価格” で、ウェブを活用した、W2Pでパッ
ケージを販売していこうというもの。
　パッケージAを受注すると、サイズ違い、ロット違いで
パッケージの Bの注文が来る。店頭販売のための什器、ポ
スター、紙袋、段ボール、等身大ボード、バナー、1つのパッ

良品だけをデリバリに排出するパーフェクトスタックテクノロ
ジーを搭載した操作部と、排出されたオフセット印刷物と

遜色ないフルカラー印刷物

ハイデルベルグ・ジャパンのヨルグ・バウアー社長と
共進P&Pの鍛治川和広常務 Primefi re106はこの新工場で稼働している
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ケージの周辺には多くの印刷物がある。そして、デザインは、
実はパッケージのデザインが最初にされて、それに引っ張
られる形でその他周辺のデザインがなされる。我々は、そ
のデザインの最初の部分をつかんでいる。そこで、色合わ
せを含め、周辺のものを我々がやるべきだとのコンセプト
のもと、1つの商品の周りにあるものを、そして小ロット
になりがちな店頭ツール、もしくは紙袋についても、事業
展開している。

デジタル技術と70年のハコ造り技術
　ハコプレ事業の強みは、①ユーザーインターフェースへ
の徹底したこだわり、②デジタル技術を生かした短納期、
低価格、③ 70年のハコ造りの技術に基づく品質の 3つ。
　サービス開始当初からデジタル印刷をキーテクに据え、
最先端の印刷機を導入してきたが、中でも、2015 年 9 月
に導入した富士フイルムの『Jet Press 720S』がビジネ
スのアクセルを踏ませるきっかけとなった。それまで、デ
ジタル印刷機で対応できた用紙は、最大でサイズ 364 ×
660mm、坪量 90 ～ 350g/m2 であった。紙器や紙袋は、
単純に印刷できればいいというものではなく、展開図を考
慮した設計が要求される。当社が設計しているパッケージ
で、このサイズに収まるものを計算すると 45％にしかな
らない。商談時に、半分くらいはデジタル印刷ではできま
せんという話をしなければならず、ビジネスのドライブが
かからなかった。ところが、Jet Press 720S により、サ
イズは 532 × 750mm、坪量は 90 ～ 450g/m2 まで拡大
し、90％のパッケージが印刷できるようになった。そして
最大サイズ 750× 1060mm、坪量 160 ～ 450g/m2 に対
応できる Primefi re106 により、デジタル印刷のカバー率は
100％となった。
　紙器は、表面加工、抜き、貼りといった複雑な工程を経
て作られる。当社は、こうした後工程についても小ロット
向け、もしくはデジタル印刷向けの機械を入れてきており、
注文量に応じて最適な工程が選べるようになっている。デ

ジタル技術でポイントとなるのが、抜き用の木型が不要な
伊 SEI Laser 社のレーザーカッター『PAPERONE 5000』。
2016 年の drupa で目にし、即導入。デジタル印刷機が、
アナログのオフセット印刷機から版を無くす機械とすれば、
この機械は、打ち抜きにおける物理的な木型をデジタル化
して無くしてしまうというもの。筋押しされた紙が流れて
きてレーザーカットされる。このデジタル化の取り組みに
よって、物理的な木型を作ることが無くなるので、短納期
化が図れ、物理的な木型が無くなるのでコストが削減でき
る。細かな加工ができるので、付加価値の高いパッケージ
を提供でき、パッケージの可能性が拡がる。PAPERONE 
5000は最大サイズ750×532mmのB2ノビサイズのカッ
トが可能。drupa 2020では、B1サイズ対応のレーザーカッ
ターに注目が集まるのでは。
　一般的な紙箱、紙器のコスト構造を例にとると、イニシャ
ルコストに占める比率が高いのは原紙、印刷、木型、校正代。
デジタル印刷機を使うことで、小ロットの印刷ロスが減っ
たり、原紙使用量を削減できる。Primefire106 は 7色印刷
で特色カバー率 95％なので、色合わせに必要な校正代を削
減でき、木型はレーザーカッターで費用を圧縮できる。イ
ンクやトナーがのった紙を加工するときには課題があった
が、70年間磨いてきたパッケージのノウハウがあったから
こそ、それらを解決でき、高いクオリティを実現できている。

環境の流れを取り込み、紙袋市場を席巻
　Primefire106 の導入目的として、B1デジタル印刷機を
活用したパッケージのデジタル領域の拡大以外に、紙袋市
場へのフルアクセル、オートメーション×システムで POP
フルオンデマンドサービスの展開がある。
　紙袋もパッケージ市場なので、改めてこの市場に注力し
ていく。既に、W2Pのハコプレ紙袋というサービスを展開
しており、非常に伸びている。その背景には、マイクロプ
ラスチックによる海洋汚染を機に、世界的に脱プラへの流
れが進んでいる。環境感度の高い企業ほど、ますます紙袋

ハコプレ事業部のスタッフ
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への需要が高まっている。一方、A3サイズの紙袋、展開す
ると、910 × 600mmというサイズを使う。B2 サイズの
デジタル印刷機では絶対に刷れない。Primefire106 を手に
入れたことで、世の中の需要が一番大きい A3サイズの紙
袋の印刷が可能となった。Jet Press 720S では A4サイズ
まで刷れるので、A4サイズ以上の紙袋を小ロットで、低価
格で製造できる唯一のメーカーとなった。環境の流れをしっ
かりと取り込み、市場を席巻したい。
　1つのパッケージの周りにはたくさんの POPツールがあ
る。大型のボードやポスターがある。大型ポスターの印刷
には IJ しかなく、Primefi re106 が活躍できるジャンルでも
ある。それとレーザーカッターを組み合わせることで、抜
きが必要なものを、小ロットでこなすことができる。こう
したジャンルを伸ばしていける。

瞬間風速ではなく量を集めきる
　デジタル印刷機をビジネスラインに乗せるためのポイン
トは 2つある。
　1つは、デジタルの付加価値を生かして高単価商品を作
ること。つまり、バリアブル、刷り分けを付加価値にして
通常の印刷物よりも高く売るというものだが、こうした商
売の弱点の 1つは、販促を年に 3回行うと、その後、2年
くらいは間があく。そういう瞬間風速の仕事は、生産側か
らすると、きわめてリスクが高い。その注文をこなそうと
すると、その間、他の仕事はできない。デイリーに流れて
いく仕事は落とし、瞬間風速のような仕事を繋ぎ合わせて
いかないと成り立たない。そうすると、アイデアを出し続
け、営業をし続けなければならないというモデルになるの
で、我々には適していないと判断した。

　もう 1つのポイントは、小ロットの方がデジタルは安い。
となれば、小ロットのパッケージを死ぬほど集めるモデル
に特化しようと決めた。となると、パッケージだけではなく、
同じ刷り方のできる紙袋、POP、入口は違うが、パッケー
ジとして出来上がる世界は同じなので、新しいサービスを
どんどん加えて行って、デジタルの技術で統合することで、
量を集めきるというのが、我々がこれまでビジネスモデル
としてきたもの。
　パッケージ業界で最初に B1デジタル印刷機を手に入れ
たので、夢を紡いで、必ず成功したい。このチャンスを生
かしてやっていきたい。

ハコプレ事業部では、Primefire106 導
入を契機に、新たに、POP、紙袋、印刷
会社向けサービスを開始する
　W2P の POP 版、『ポップレ（Pop play）』の上級者
向けサービスとしてのPop play Professional（PPP）
は、月額システム利用料金 8000 円で、パウチやポス
ター、スチレンボードを、ロットにかかわらず定額（低
額）、最短当日出荷の短納期で、こだわりの高品質で
提供するもの。
　ハコプレ紙袋の定額サービスは、A3, A4 ヨコサイズの
紙袋に限定して、基本料金 5000 円＋（必要枚数× 150 円）
で、フルカラーの紙袋を提供するもの。「全世界見渡して
も最安の価格、非常に大きなビジネスになる」（鍛冶川常
務）。
　そして最後は、印刷会社向けの『BeONE Club』サー
ビ ス。 こ れ は、 月 額 50000 円 で、Primefire106 を
印刷通販のように使えるというもの。

軟包装用水性IJ印刷装置、今年第1四半期にリリース
　㈱トライテック（高橋一義社長、新潟県柏崎市軽井川
931-5）は、昨年10月29日～11月1日に幕張メッセ

で開催された JAPAN PACK 2019において、開発中
の軟包装用水性 IJ（インクジェット）装置『Roll JET-
FP』による印刷サンプルを展示していた。解像度は1200
×1200dpi、最大基材幅は 560mm、最大印刷幅は
540mmで、最高印刷速度は80m/min（ただしインク
により異なる）。今年第1四半期にはリリース予定だ。イン
クは、水性顔料インクを使用しており、アンカーコートなし
にOPP, PET、ナイロンフィルムに直接印刷できる。ただし、
インクメーカーは限定している訳ではなく、顧客ニーズに
応じ、適時、適切なものがあれば採用する意向だ。また、
色数も、CMYKのプロセスインク＋ホワイトの5色に固定
せず、顧客の要望をかなえる特色インクがあれば都度対応
する。 （ 川上幸一）


