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Esko、 

数10年間にわたり、Eskoはブランド、デザイナー、プレ
メディア企業、トレードショップ、印刷/コンバーターと
サプライヤがよりよいパッケージング、サイン、ディスプ
レイを管理、作成、および製造できるように支援してい
ます。Eskoのさまざまな統合されたハードウェアおよ
びソフトウェアソリューションは、業界ベンチマークと
して世界中で認められています。

大手ブランドの 9 割の
パッケージは Esko のお客様
によって製造されています。

業界ベンチマーク 
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プレメディアとトレードショップ 
向けEsko

市場リーダーが提供する使いやすいプリプレスツー 
ルを使用して、パッケージングデザインを印刷対
応ファイルとプレートに変えます。ワークフロー 
自動化ソフトウェアを使用すると、繰り返される時
間がかかるタスクに、貴重なオペレータの時間を
かける必要がありません。統合プリフライトおよ
び品質管理ツールでは確実にエラーを検出でき
ます。Webベースのコラボレーションおよび承認
ソフトウェアが、アイデアから店舗の棚まで、プリ
プレスサービスを密接にパッケージングサプラ
イチェーンと統合します。Eskoフレキソプレート
作成ソリューションは、最大の印刷機の安定性と
クラス最高のフレキソ印刷品質のための、一貫
した最高品質プレートを実現します。 

プリンタおよびコンバータ向け
Esko

短時間生産を効果的にできます。ワークフロー 
統合、ライトアウト自動化、およびオンラインコラ
ボレーションソフトウェアは、さまざまな印刷お
よび変換能力を解放します。信頼できる注文見
積もりにより、生産計画が改善され、印刷生産の
アイドル時間が削減され、期限を遵守し、利益率
を守ることができます。サプライチェーンステッ
プ間でジョブ受け渡しの管理を強化し、混乱、エ
ラー、コストを回避します。固定された5、6、また
は7インクで印刷プロセスを標準化し、印刷機の
アップタイムを最大50%高めます。Eskoのデジタ
ルカッティングテーブルは、カートン、サイン、お
よびディスプレイの短時間生産仕上げに適した
完全な製品です。 

 

ブランドオーナー向けEsko

Eskoブランド管理ソリューションは可視性と管理
能力を提供します。これは現在世界が日々複雑に
なっていくという現実です。消費者とのデジタル
および物理コミュニケーションは、市場への導入
を成功させるために必要です。Eskoブランド管理
ソリューションは、棚の考えとは別に、デジタルパ
ッケージングアセットと物理パッケージング生産に
対する可視性と管理能力を提供します。 

デザイナー向けEsko

より優れたパッケージとディスプレイをより短時間
で設計します。インテリジェント構造デザインツー
ルは最大限に棚アピールできるパッケージングア
セットを作成します。基材とデザインライブラリに
より、出荷ケースとパレットツールのデザインが
容易になります。リアルな3Dモックアップにより、
ブランド所有者とのコミュニケーションと承認プ
ロセスが簡素化され、同時にさまざまなメディア
キャンペーンのための内容を製造できます。クリ
エイティブパッケージングの概念を検証すること
は、3D仮想スーパーマーケットの棚で容易に実
現できます。
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パッケージの 

今日のビジネスニーズに対応 
より良いパッケージングにより、製品を成功に導
き、売上を伸ばせることをブランドは知っています。

しかし、より優れたパッケージング、ラベル、サイ
ン、ディスプレイは、一般的に、多様性、カスタマ
イズ、場合によってはパーソナル化を意味します。
このはさらに多くのSKU、短時間の印刷生産、およ
び納期の短縮につながり、通常はコストの増加は
許されません。

同時に、コンプライアンスは日々より重要な課題
になります。品質への要求が高まっています。パッ 
ケージングは製品であり、お客様にとっては十分
にスキルがあるオペレータを見つけることがま
すます課題となっています。

パッケージングプロセスはますます複雑になって
います。Eskoの目的はこれを簡素化することです。

Eskoはこのような課題に対応します。
これらのトレンドはグローバルであり、アイデアか
ら棚、ブランドからデザイナー、プリプレスオペレー 
タからプリンタとコンバータまで、パッケージング
プロセス全体に影響します。

Eskoは、パッケージング管理、デザイン、プリプレス、
および生産プロセスのすべてのステップを統合お
よび簡素化し、これらの緊急の課題に対応します。 

Eskoは優れたユーザー経験を提供し、ソフトウェ
アとハードウェアオペレータの両方で学習曲線を
効果的に削減します。ただし、ソリューションを使
いやすくしながら、柔軟性、速度、生産性を高め、
優れた品質を提供できるように努力しています。

Eskoパッケージングの世界がより複雑になっている
ことを理解しています。Eskoの専門知識とイノベー 
ションにより、企業はこの複雑正を理解し、明日の
世界でも成功を続けることができます。

簡素化
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仕様管理
仕様管理はデジタル形式を使用して、パッケージ
ングプロジェクトの範囲を正確に定義し、要件を
取り込み、コンテンツ収集中にコラボレーション
するためのオンラインツールを提供します。

プロセス管理
複雑なビジネスプロセスは、プロセス管理キャ
ンバスを使用してマッピングおよび実行されま
す。プロセスの各ステップでは、ユーザーにタス
クが割り当てられ、データがデザインツールで表
現され、タスクが自動化されます。構成しやすい
フレームワークはサードパーティのシステムと統
合し、データ整合性を維持します。リアルタイムの
進行状況監視と強力なレポートツールは、過去の
データを分析し、継続的なプロセス改善を可能に
するために使用されます。

承認管理
グラフィカルおよび構造ファイルの表示と承認は標
準ブラウザで実行できます。実際のパッケージング
生産ファイルのEskoの強力な3D Viewerは業界独
自です。比較機能は最高レベルであり、厳しい期限
の場合でもすべてのユーザーに安心を与えます。

デジタルアセット管理
デジタルアセット管理(DAM)のパッケージング
アセットを整理することは、ロゴ、画像、カラー仕
様、CADデザイン、またはテキストファイルを検索
するだけの作業ではありません。すべての関係者
が正しい、承認されたアセットを使用していること
を保証します。キャンペーンと営業サポートのため
のパッケージングアセットを簡単に共有できます。

ブランドアイデアから店舗棚へ、アセットがライフ
サイクルのどこにあるのかを把握することで、企業
は最も重要なアセットであるブランドのパフォー 
マンスと一貫性をより簡単に追跡できます。

パッケージングプロジェクト
管理し、市場化までの時間を 
35% 
削減します。

パッケージング 

デザインから生産までパッケージングを管理します。
規制内容を管理します。価値のある資産（デジタルと物
理）を追跡します。マルチチャネルマーケティング活動
を合理化します。

管理 
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インスタント3D 
パッケージデザイナーは3Dで考える必要がありま
す。Eskoのソフトウェアは即時および正確な3Dフィー 
ドバックがある3次元を追加します。デザイナー
はパッケージングとPOPディスプレイを最初から
構築するか、マウスをクリックしてテンプレートか
ら生成します。マルチパーツのパッケージングと
POPディスプレイの設計はシンプルで、よりスマー 
ト、より生産的になります。推測、無駄、およびエラー 
はワークフローから削除されます。

パッケージデザインと出荷の調整 
企業は、Eskoの適切なサイズおよびパレチゼーシ
ョンツールを使用して、パッケージデザインと出荷
を調整し、時間とコストを削減できます。専用のパ
レタイジングソフトウェアにより、製品サイズを改善
し、新しいケースサイズを作成できます。オペレー 
タは最も効率的なパレットデザインを作成し、資
材とキューブ利用率を改善できます。

構造 

複雑のマルチパーツ
POPディスプレイを最大

優れたパッケージングは惹き付けるブランドメッセー
ジを潜在的な購入者に伝えます。マーケティングミッ
クスの基礎です。最も複雑なマルチパーツPOPディス
プレイをデザインしている場合でも、Eskoの3Dおよび
CADエディタにより、パッケージングとディスプレイデ
ザイナーがより迅速かつスマートな方法で作業できま
す。

90%
も高速にデザイン

デザイン 
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スーパーリアルなビジュアル
3Dでの直接パッケージングデザインとPOPディ
スプレイにより柔軟性が増えます。デザイナーは
グラフィックスを追加し、さまざまな基板、印刷、
および仕上げ効果をリアルタイムで示すことが
できます。アイデアをテストするのがより簡単に
なるだけではなく、新しい更新されたSKUデザイ
ンをより高速に取得できるようになります。また、
プロセスの早期にデザインの間違いを見つける
ことができます。

問題がある視覚的影響をテスト
競争の次に、仮想棚でパッケージング概念をベ
ンチマークすることは簡単な次のステップです。
ブランドと代理店は、すべて起こる時点で、つま
り店舗で、パッケージデザインの視覚的影響を
テストできます。デザイナーは、ディスプレイと他
のブランド品によって、深いバーチャル店舗環境 
において、完全な製品投入を行うことができます。 

直感的な3Dツールに
より、デザイン時間を 
85% 
削減します。グラフィカル

パッケージングのグラフィカルデザインを取得し正し
く表示するのは簡単ではありません。パッケージング
SKUの数が上昇し、店舗内のディスプレイはより精巧
になります。Eskoのツールにより、生産に入る前に、市
場でこれらのデザインをテストできます。 

デザイン 
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オペレータ操作が必要ないすべてのタスクは、モジュ
ラーおよび動的パッケージ固有のワークフローで自
動化できます。ワークフローの自動化により無駄のな
いプリプレス処理を作成し、プリプレスオペレータは
ブランド顧客の価値を創出する時間が得られます。

クラウドでのパッケージングプロジェクトの
管理
プロジェクトとプロセス効率を求める企業はEskoの
スマートおよび一元化されたクラウドプラットフォー
ムを使用し、アセット、パッケージング承認、およびプ
ロジェクトライフサイクルを管理します。正確な3Dの
生産データを使用し、承認およびプロジェクト管理プ
ロセスを合理化します。 

さらに、ソフトウェアには、既存のアートワークを更新
し、単一の製品の複数のバリアントを作成するため
の管理および自動化されたプロセスが含まれます。

ソフトウェアプラットフォーム
多くのEskoソフトウェアソリューションは、永久ライ
センスまたは月間または年間サブスクリプションプ
ランとして提供されています。企業は要件に最適な
ビジネスモデルを選択できます。

アートワークと

ますます多くの短い印刷製造実行、より短時間での市
場化の要求、およびスキルがあるオペレータの不足に
より、使用される印刷技術に関係なく、パッケージング
プリプロダクションに圧力がかかっています。

高速なプリプレスソ
リューションでジョ

ブの作業時間を 
 50% 

短縮

世界中のプレメディアハウスととコンバータは、さ
らに多くのパッケージング、ラベル、ディスプレイ、
およびサインジョブを処理する必要があります。よ
り高速に、より低いコストで行う必要があります。 
アートワーク作成とプリプレス用のEskoの広範囲な
ソフトウェアソリューションはこれを可能にします。

高速かつ直感的なプリプレス
Eskoは、パッケージングおよびラベル生産のため
のハイエンドプリプレスにおけるグローバルリー
ダーです。直感的なPDFネイティブのプリプレス
ツールにより、オペレータはすぐにジョブ印刷機
を準備できます。 

再現 
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さまざまなCDIフレキソイメージャーは優れたフ
レキソプレートを生成します。これは、品質、安定
性、および一貫性のための認められた業界ベン
チマークです。Eskoフレキソプレート作成ソリュー 
ションは、業界で使用されるデジタルプレートと
スリーブのすべてのブランドに開かれています。

簡素化されたフレキソプレート作成
効率的な短期フレキソ印刷を可能にするには、フ
レキソプレート作成プロセスから時間とコストを
なくすことが必須です。 

このため、Eskoはフレキソプレート作成プロセス
を再設計しました。プレートイメージングと表裏の
露出を1つのソリューションに統合します。 

これにより、さまざまなプロセスステップの手動処
理を削減し、装置のフットプリントを削減します。

Eskoのソリューションはプレート製造時間を短縮
し、プレートの一貫性と使いやすさを改善します。

手動処理の削減 
フレキソプレートの製造はボタンを押すだけで
実行できます。Eskoはフレキソプレート作成をプ
リプレスワークフローに統合し、ドライバシート
にプリプレスオペレータを置きます。オペレータ
はジョブステータスを監視し、キューを優先順位
付けし、急ぎのジョブを挿入し、イメージャー間
で負荷のバランスを取ります。

プレート処理が最大 
73% 
のオペレータ時間を
削減

フレキソ 

Eskoはデジタルフレキソイメージングを発明した、比
類ないグローバル市場リーダーです。Eskoは、フレキソ
印刷品質を新しい標準にまで引き上げ、フレキソプレ
ート生産をオフセットプレートのようにシンプルにする
ことで、引き続きイノベーションを行います。 

プレート作成 
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印刷 

拡張ガモット印刷が最
大50%プレスアッ
プタイムを増加

スマート出力とカラーマネージメントソリューショ
ンにより、スクリーニング、カラー仕様、校正、およ
び拡張ガモット印刷がパッケージングと印刷サプ
ライチェーン全体で可能になります。

拡張ガモット印刷
拡張ガモット印刷により、従来のプレスで短期の
ジョブの利益率がある生産が可能になります。拡
張ガモット印刷を使用するお客様は、ジョブ交換
時間と印刷機ダウンタイムを削減し、より多くの
短期ジョブを1日に生成し、用紙の無駄とインク
在庫を削減します。

 • ジョブ交換時間の最大53%の削減 
 • 軟包材パッケージの25%のインク節約 
 • 最大34%のジョブ交換ごとの印刷済み無駄の

削減

パッケージングコンバータは、どのようにして、デジタ
ル、フレキソ、グラビア、オフセットといった混合印刷環
境の複雑さを処理できるのでしょうか。また、増加する
一方の基材と製造場所全体で、どのようにカラー一貫
性を実現できるのでしょうか。 
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スマート設定機能に 
より、テーブル出力が最大
20% 
向上

仕上げ 

確かなベンチマーク
Kongsbergカッティングテーブルは、確実、パフォー 
マンス、および品質の業界ベンチマークです。多
用途およびクリエイティブジョブに対応する柔軟
性が必要な場合でも、頑丈な短期生産に集中す
る場合でも、すべてのニーズに合ったKongsberg
カッターとルーターがあります。

処理能力の向上
ジョブ処理能力を上げるために、Eskoは高速かつ
信頼できるカッティングテーブルを作成するだけ
ではありません。総パフォーマンスを最適化するた
めに、スマート機能をテーブルに追加し、ワークフ
ロー全体でステップを排除または自動化します。 

たとえば、テーブルの設定はかつてないほと高速
化されます。すべての設定は共有リソースのある
専門システムに保存されます。ジョブ間のツール
の変更とブレードの交換は大幅に自動化され、
非常に簡素化されました。

無人のデジタルカッティング処理でも、自動用紙セッ 
トと積み上げのさまざまなオプションにより、さま
ざまな構成が可能です。

ワークフローは印刷機対応ジョブを生成し、時
間とコストをなくします。オペレータはすべての
実行中およびキュー内のジョブの完全な概要を
把握し、テーブルキューを管理して優先順位付け
し、急ぎのジョブを挿入し、テーブル間の負荷で
バランスを取ります。

短期パッケージング、サインとディスプレイ生産の急
速な増加により、さまざまな素材の高速で正確なアウ
トラインカット、折り、およびミリングの要求が高まりま
す。完全に自動化、統合されたワークフローを実現で
きます。
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グローバル 

Eskoアカデミー
プロフェッショナルトレーニングは、従業員のスキ
ルを高め、生産性を上げ、高速な投資収益率にプ
ラスの影響を与えます。

カスタマーサービス
使用可能時間を最大にするために、Eskoのお客様
に取って大切なのは、迅速で継続的なカスタマー
サポートに頼ることができ、それが自分たちの言語
で提供されることです。Eskoの経験豊富なサポート
ネットワークは業界最高です。スキルがあるスタッ 
フは、技術的なソフトウェアおよびハードウェア
の問題を可能なかぎり最短時間で解決します。 

ソリューションサービス
Esko のソリューションアーキテクトとプロジェク
トマネージャーが、お客様の Esko ソフトウェア
ソリューションの設計、導入、開始を専門的に対
応いたします。お客様の組織全体で、成功への準
備を整えます。

Eskoソリューションは、グローバルで常時、生産環境に
おいて非常に重要です。500名以上の有資格サービス技
術者を抱えるEskoは、市場で最大のチームであり、お客
様のプロセスを改善し、アップタイムとパフォーマンス
の最大化を保証します。

サービス 

500名 
以上のサービススタッフ
がお客様プロセスを改善
し、アップタイムの最大
化を保証
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Esko 

Eskoは、受賞経験がある統合ソフトウェアおよび
ハードウェアソリューションを使用し、企業にお
けるより効果的なラベル、パッケージング、サイ
ン、ディスプレイの管理、作成、製造を支援しなが
ら、数10年間にわたりグラフィックアート業界を革
新し続けています。 

Eskoには世界中に1,500人以上の社員がいます。
直接営業およびサービス組織は欧州、中東、およ
びアフリカ地域、南北アメリカ、アジア太平洋、日
本、および中国地域に対応しています。さらに、50
ヶ国以上に販売パートナーのネットワークが構築
されています。

Eskoの本社はベルギー、ゲントにあり、R&Dおよ
び製造施設は5つの欧州の国、米国、中国、およ
びインドにあります。

プリンタ、発行者、およびグラフィックデザイナー
向けの自動化ソリューションとPDF品質管理ツー
ルを提供するEnfocusはEskoの子会社です。 

デジタルアセット管理(DAM)ソリューションを提供
するMediaBeaconもEskoファミリーの一部です。

EskoはDanaher企業です。
(www.danaher.com)

Esko は、パッケージング、ラベル、サイン、ディスプレイ
業界向けに総合ソリューションを提供するグローバル
企業です。

 について 

詳細情報 

ベルギー Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

米国 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

ブラジル Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

シンガポール 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

日本 135-0064東京都江東区青海2-5-10　テレコムセンタービル西棟6階 | Tel. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

中国 Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com
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