
導入事例｜現像レスプレート Azura

▲ 環境を配慮した愛子工場 外観

  

印刷設備について教えてください

小森コーポレーション社製 菊全判 5 色機

を 3 台所有しています。そのうち 1 台が

9年、2台が 24 年稼働しています。

アズーラ導入時期

2016 年９月に導入しました。９月は当社

の閑散期にあたるため、導入後の調整や

スクリーニングのテスト等を行う上で最

適な時期でした。

実際に導入し、調整後の印刷物を見て安

心しました。また、現像レスにする事で

網点の変動が起きないという事でしたが、

実際に繁忙期を終えた後に確認しました

が、全く変動していませんでした。

印刷部門

アズーラは、プレートの砂目が浅く作ら

れていると聞いていることから、印刷す

る側にとっては、印刷汚れの懸念があり

ましたが、実際に使ってみると、印刷の

汚れは全く無く、作業に取り組めました。

アズーラ導入後、印刷や製版工程の
変更はありましたか？

印刷、製版ともに従来のフローを変えず

にアズーラを運用することができました。

当社の印刷機では以前から宮川ローラー

社製のプレートに均一な水膜を形成する

樹脂ローラーを使用していますが、既存

の設備に対する相性も良く、違和感なく

アズーラへ移行することができました。

仙台市青葉区に本社を構える斎藤コロタイプ印刷株式会社は、全国に高品質の学校卒業アル

バムを出荷しています。写真館が取引先というコロタイプ業界で環境配慮型の印刷工場を目

指し、2016 年 9 月にアグフアの現像レス CTP システムを導入しました。現像レスによる印刷

品質の安定は、写真品質が要求される学校アルバムには不可欠な要素とも言えます。

このレポートでは、採用に至った経緯から実際の効果についてのインタビューを紹介します。

（2017 年 6 月 取材）

現像レスがもたらすコロタイプ印刷の効果
～記憶を蘇らせる高品質印刷を魅せる～

現像レスプレート対応　AVALON N8-90XT（国内 1号機） ▲

何が導入の決め手となりましたか？

導入理由は、品質安定化と作業コスト削減、

これらのメリットを見出したからです。

・現像レスにする事で現像液管理が必要な

くなり、作業コストが削減できます。

・現像による網点変動が無くなることで品

質が安定化します。

稼働状況が軌道に乗るまでどの位の
時間を要しましたか？ 

実作業を行ったのは導入から１週間位で

した。特に問題はありませんでしたが、

スクリーニングが豊富にあったので色調

を統一するのに多少時間がかかりました。

アズーラ導入前に懸念されていたこと
はありましたか？ 

製版部門

以前の CTP と同じように印刷が出来るの

か？ということが最大の懸念でしたが、

CTP 代替時期だったのもありますが、スクリーニング、現像レスでのメリット

等も含めまして印刷品質を安定させることができるというのが採用に至った最

大の理由です。アズーラ導入前は以前のCTPと同じ印刷品質を再現出来るかは、

やはり心配ではありました。しかし、繁忙期を乗り越えてみて印刷障害も無く、

以前より安定した印刷物を供給することができ、期待以上の成果を上げること

ができました。
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導入事例｜現像レスプレート Azura 斎藤コロタイプ印刷株式会社（仙台市青葉区）

高い品質を提供し続けられる秘訣は
何ですか？

当社のクライアントは、大半が写真館で

色調再現へのこだわりが非常に強いお客

様ばかりです。僅かな品質のブレも許さ

れないという状況から細心の注意を払っ

て品質管理に努めています。

長年稼働している印刷機械は、メンテナ

ンスを怠ると印刷不良やトラブル発生に

直結し、生産性ダウンやヤレ紙増加、機

械故障の原因となってしまいます。常に

ベストコンディションを保つ「意識」を

持ち、特にインキローラーや水ローラー

▲ 製造課 印刷係 相澤係長

▲ 隅々までメンテナンスされた菊全判 5色機

が重点箇所と認識し、日々努力しています。

印刷機を長時間稼動することによって過

乳化の汚れが不規則に発生していました

が、アズーラは細かく浅い砂目であるこ

とが逆に過剰乳化を抑え、乳化による汚

れを減少するという結果にもなりました。

アズーラを導入して、印刷での 1 ロット

の処理時間を 2 割削減、メンテナンス時

間を 3 割削減、損紙も 1 割削減するとい

う驚くべき結果を得ることができました。

アズーラを導入して、現場の反応はい
かがですか？

製版部門

「全体的な作業時間が大幅に短縮された」

・電源を入れてから 1 版目が出てくるま

での待機時間が格段に早くなりました。

・現像レスになり汚れが少なく、自動現像

機に比べるとメンテナンス時間が大幅に

短縮されました。

印刷部門

「印刷の安定性が向上した」

・ブレがなく高品質の網点が出来る事と水

が絞れることからトラッピングも良く、

色のキレが良くなり印刷そのものが安定

しました。

・以前のプレートより版の厚みが適正で、

強度が高いため、自動給版が行いやすく

なりました。また、刷り出し時の見当精

度が格段に良くなりました。

■ 本社
〒980-0811
仙台市青葉区一番町 2丁目 7-10
TEL 022-222-5481
■ 愛子工場／よみがえれ卒業アルバム 事務局
〒989-3124
仙台市青葉区上愛子字松原 15-2
TEL022-392-5339
http://saicollo.jp/

NPO法人　よみがえれ卒業アルバム
http://yomigaere-sotsuaru.jp
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今後の展望についてお聞かせ下さい

アズーラを導入して印刷品質を安定化す

ることができ、また高精細スクリーニン

グ「スブリマ」で期待以上の色調再現が

可能となりました。これらを活用するこ

とで、現状の品質に満足せず、さらなる

品質の向上にチャレンジすることができ

ます。また、環境配慮に対する要請は今

後不可避であると思われますので、いち

早く当社でも環境配慮に取り組むことに

よって市場での競争力に転換していきた

いと思っています。

▲ 徹底した品質管理

従来のプレートと比較して印刷品質
に変化はありましたか？

以前までのプレートは同じ条件で出力し

たとしても現像液の状態によって網点が

変動するのは当たり前で、網点の管理が

非常に困難でした。

アズーラは、現像処理がないため、常に

データ通りの網点が形成できます。製版

で想定した通りの網点が、全く変動せず

にプレートに再現されるため、常に安定

した品質を得ることが可能となりました。
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印刷機械
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月間コスト
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