
軟包装軟包装軟包装軟包装におけるにおけるにおけるにおけるＥＢＥＢＥＢＥＢオフセットオフセットオフセットオフセット印刷印刷印刷印刷とととと軟包装軟包装軟包装軟包装におけるにおけるにおけるにおけるＥＢＥＢＥＢＥＢオフセットオフセットオフセットオフセット印刷印刷印刷印刷とととと
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１１１１．．．． 「「「「小小小小ロットロットロットロット，，，，3,000ｍ」ｍ」ｍ」ｍ」でででで利益利益利益利益がががが出出出出せるせるせるせる？？？？

２２２２．．．． 急急急急ぎのぎのぎのぎの納期納期納期納期でででで、、、、対応対応対応対応はははは可可可可？？？？

３３３３．．．． 薄薄薄薄くくくく、、、、のびやすいのびやすいのびやすいのびやすい、、、、シュリンクフィルムのシュリンクフィルムのシュリンクフィルムのシュリンクフィルムの印刷印刷印刷印刷はははは？？？？

４４４４．．．． 小小小小ロットだけどロットだけどロットだけどロットだけど、、、、製版代製版代製版代製版代はいただけるはいただけるはいただけるはいただける？？？？

５５５５．．．． 次次次次のののの注文注文注文注文のときのときのときのとき色色色色あわせがあわせがあわせがあわせが大変大変大変大変だけどだけどだけどだけど、、、、在庫在庫在庫在庫はははは

おかなくていいのおかなくていいのおかなくていいのおかなくていいの？？？？

６６６６．．．． 版版版版とととと残残残残インキのスペースがインキのスペースがインキのスペースがインキのスペースが膨大膨大膨大膨大だなーだなーだなーだなー！！！！ 毎年毎年毎年毎年

増増増増えていくしえていくしえていくしえていくし、、、、地震地震地震地震のののの問題問題問題問題もあるしもあるしもあるしもあるし。。。。頭痛頭痛頭痛頭痛いよいよいよいよ！！！！



７７７７．．．． 残留溶剤残留溶剤残留溶剤残留溶剤はいつもびくびくものだねーはいつもびくびくものだねーはいつもびくびくものだねーはいつもびくびくものだねー！！！！

新聞新聞新聞新聞にににに大大大大きくきくきくきく載載載載ったったったったねねねね。。。。人人人人ことじゃないよことじゃないよことじゃないよことじゃないよ！！！！

８８８８．．．． 作業者作業者作業者作業者のののの環境環境環境環境はははは、、、、防毒防毒防毒防毒マスクマスクマスクマスク着用着用着用着用！！！！ 家族家族家族家族にはにはにはには

見見見見せたせたせたせたくないよねーくないよねーくないよねーくないよねー！！！！

９９９９．．．． 現場現場現場現場のののの火事火事火事火事、、、、溶剤溶剤溶剤溶剤をををを扱扱扱扱ってるんでってるんでってるんでってるんでねねねねーーーー！！！！

工場長工場長工場長工場長はいつもはいつもはいつもはいつも休休休休めなめなめなめないいいい！！！！

１０１０１０１０．．．．環境省環境省環境省環境省ののののＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ21 のクリアはきびしいよのクリアはきびしいよのクリアはきびしいよのクリアはきびしいよ！！！！



環境環境環境環境にににに優優優優しくしくしくしく、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しくしくしくしく、、、、

圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なコストメリットなコストメリットなコストメリットなコストメリット、、、、圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なコストメリットなコストメリットなコストメリットなコストメリット、、、、

小小小小ロットロットロットロット、、、、多品種多品種多品種多品種にににに最適最適最適最適なななな、、、、小小小小ロットロットロットロット、、、、多品種多品種多品種多品種にににに最適最適最適最適なななな、、、、

革命的革命的革命的革命的なななな印刷機印刷機印刷機印刷機！！！！革命的革命的革命的革命的なななな印刷機印刷機印刷機印刷機！！！！
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生産ロット（㎡）

品質

軟包装業界 今後の方式別市場動向

この傾向は従来の軟包装印刷業界に大きな影響を与える。フレキソとグラビアは
特定の市場と生産量には優れた面を持つが、現在の軟包装印刷からの要望に対
して対応しきれていない



EB EB オフセットオフセットオフセットオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機オフセットオフセットオフセットオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機 CI8CI8のののの特長特長特長特長のののの特長特長特長特長

（（（（What is EB offset,  CI8?)

１１１１．．．．軟包装用軟包装用軟包装用軟包装用 EBインキインキインキインキ使用使用使用使用のオフセットのオフセットのオフセットのオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機、、、、８８８８色色色色、、、、

１１００１１００１１００１１００mm幅幅幅幅

２２２２．．．．フレキソフレキソフレキソフレキソ印刷印刷印刷印刷ののののCIドラムドラムドラムドラム方式方式方式方式とオフセットとオフセットとオフセットとオフセット印刷印刷印刷印刷のドッキングのドッキングのドッキングのドッキング

３３３３．．．．インキのインキのインキのインキの硬化硬化硬化硬化はははは、、、、EB（（（（Electron Beam））））照射照射照射照射によるによるによるによる乾燥方式乾燥方式乾燥方式乾燥方式
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画期的な新しい印刷方式画期的な新しい印刷方式画期的な新しい印刷方式画期的な新しい印刷方式



EBEBオフセットオフセットオフセットオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機オフセットオフセットオフセットオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機 CI8CI8のののの優位点優位点優位点優位点のののの優位点優位点優位点優位点

（（（（What sort of benefits can CI8 give you ））））

１１１１．．．．画期的画期的画期的画期的なコストメリットなコストメリットなコストメリットなコストメリット

２２２２．．．．CI ドラムドラムドラムドラム採用採用採用採用でででで、、、、熱熱熱熱にににに弱弱弱弱くくくく伸伸伸伸びびびび易易易易いいいい極薄極薄極薄極薄のののの各種各種各種各種

フィルムフィルムフィルムフィルムへへへへ印刷印刷印刷印刷がががが可能可能可能可能

３３３３．．．．印刷印刷印刷印刷品質品質品質品質はははは、、、、オフセットオフセットオフセットオフセット品質品質品質品質

４４４４．．．．印刷周長印刷周長印刷周長印刷周長がががが可変可変可変可変できるできるできるできる

５５５５．．．．ジョブチェンジジョブチェンジジョブチェンジジョブチェンジ時間時間時間時間のののの大幅大幅大幅大幅なななな短縮短縮短縮短縮

６６６６．．．．EBインキインキインキインキ使用使用使用使用ででででVOCフリーフリーフリーフリー、、、、環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷がががが少少少少ないないないない

７７７７．．．．無臭無臭無臭無臭、、、、マイグレーションマイグレーションマイグレーションマイグレーション低低低低くくくく食品用食品用食品用食品用途途途途にににに採用採用採用採用
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１．１．１．１．１．１．１．１．画期的なコストメリット画期的なコストメリット画期的なコストメリット画期的なコストメリット画期的なコストメリット画期的なコストメリット画期的なコストメリット画期的なコストメリット
―――― 低い製版コスト：低い製版コスト：低い製版コスト：低い製版コスト： オフセットオフセットオフセットオフセット ２，５００円２，５００円２，５００円２，５００円 VS グラビグラビグラビグラビア、ア、ア、ア、フレキソフレキソフレキソフレキソ ３０，０００円３０，０００円３０，０００円３０，０００円
―――― 低いエネルギー使用：低いエネルギー使用：低いエネルギー使用：低いエネルギー使用： オフセットオフセットオフセットオフセット １６０１６０１６０１６０KW VS グラビグラビグラビグラビアアアア ６００～８００６００～８００６００～８００６００～８００KW

―――― 低い印刷はじめのロス：低い印刷はじめのロス：低い印刷はじめのロス：低い印刷はじめのロス： オフセットオフセットオフセットオフセット １００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ VS グラビグラビグラビグラビアアアア ５００ｍ５００ｍ５００ｍ５００ｍ
―――― 低い在庫量：低い在庫量：低い在庫量：低い在庫量： オフセットオフセットオフセットオフセット ほぼほぼほぼほぼO VS 常に在庫要常に在庫要常に在庫要常に在庫要

２．２．２．２．２．２．２．２．CICIドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能ドラム採用で、極薄の、伸びやすい、熱に弱い各種フィルムの印刷可能
―――― ２０ミクロン２０ミクロン２０ミクロン２０ミクロン厚の厚の厚の厚のPE, CP, 熱に弱いシュリンクフィルムの熱に弱いシュリンクフィルムの熱に弱いシュリンクフィルムの熱に弱いシュリンクフィルムの印刷可。印刷可。印刷可。印刷可。

―――― 見当精度が見当精度が見当精度が見当精度が高く高く高く高く、（０．０２５ｍｍ。）、（０．０２５ｍｍ。）、（０．０２５ｍｍ。）、（０．０２５ｍｍ。）ＣＭＳＣＭＳＣＭＳＣＭＳ を利用した重ね印刷に有利。を利用した重ね印刷に有利。を利用した重ね印刷に有利。を利用した重ね印刷に有利。

３．３．３．３．３．３．３．３．印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質印刷品質は最高のオフセット品質
―精細：―精細：―精細：―精細： オフセットオフセットオフセットオフセット２００２００２００２００~４００線４００線４００線４００線 VS グラビグラビグラビグラビアアアア １７５線１７５線１７５線１７５線 フレキソフレキソフレキソフレキソ１５０線１５０線１５０線１５０線（実用レベル）（実用レベル）（実用レベル）（実用レベル）

―見当精度：―見当精度：―見当精度：―見当精度： オフセットオフセットオフセットオフセット ００００．．．．０２５ｍｍ０２５ｍｍ０２５ｍｍ０２５ｍｍ ＶＳＶＳＶＳＶＳ グラビグラビグラビグラビアアアア ０．１０ｍｍ０．１０ｍｍ０．１０ｍｍ０．１０ｍｍ
―ドットゲイン：―ドットゲイン：―ドットゲイン：―ドットゲイン： オフセットオフセットオフセットオフセット低い低い低い低い VSグラビグラビグラビグラビアアアア、フレキソ、フレキソ、フレキソ、フレキソは低粘度のインキ使用のため、は低粘度のインキ使用のため、は低粘度のインキ使用のため、は低粘度のインキ使用のため、

にじみ発生、太りがでる。にじみ発生、太りがでる。にじみ発生、太りがでる。にじみ発生、太りがでる。
―色の標準化：―色の標準化：―色の標準化：―色の標準化： オフセットオフセットオフセットオフセット 進んでいる進んでいる進んでいる進んでいる VS グラビグラビグラビグラビアアアア、フレキソ、フレキソ、フレキソ、フレキソは全くは全くは全くは全く遅れて遅れて遅れて遅れている。いる。いる。いる。
――――CMS：：：： オフセットオフセットオフセットオフセット 進んでいる進んでいる進んでいる進んでいる：：：：VS グラビアグラビアグラビアグラビア 全く全く全く全く遅れている遅れている遅れている遅れている ほとんど特色使用ほとんど特色使用ほとんど特色使用ほとんど特色使用

４．４．４．４．４．４．４．４．オフセット：オフセット：オフセット：オフセット：オフセット：オフセット：オフセット：オフセット：CMYK + OGVCMYK + OGVで再現で再現で再現で再現で再現で再現で再現で再現 VSVS ほとんど特色ほとんど特色ほとんど特色ほとんど特色ほとんど特色ほとんど特色ほとんど特色ほとんど特色
――――オフセットオフセットオフセットオフセットはロング・ランの場合でも、自動色相調整により⊿はロング・ランの場合でも、自動色相調整により⊿はロング・ランの場合でも、自動色相調整により⊿はロング・ランの場合でも、自動色相調整により⊿eを２以下におさえる。を２以下におさえる。を２以下におさえる。を２以下におさえる。
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５．５．５．５．５．５．５．５．印刷周長は可変印刷周長は可変印刷周長は可変印刷周長は可変印刷周長は可変印刷周長は可変印刷周長は可変印刷周長は可変
―軟包装用に―軟包装用に―軟包装用に―軟包装用に印刷ピッチは可変印刷ピッチは可変印刷ピッチは可変印刷ピッチは可変、４５０～９３０ｍｍ、４５０～９３０ｍｍ、４５０～９３０ｍｍ、４５０～９３０ｍｍ
―１本の版胴で―１本の版胴で―１本の版胴で―１本の版胴で±±±±５５５５mmのピッチの可変可能のピッチの可変可能のピッチの可変可能のピッチの可変可能。。。。

（例：６００ｍｍ。（例：６００ｍｍ。（例：６００ｍｍ。（例：６００ｍｍ。 リピートの版胴、５９５～６０５ｍｍまで対応可）リピートの版胴、５９５～６０５ｍｍまで対応可）リピートの版胴、５９５～６０５ｍｍまで対応可）リピートの版胴、５９５～６０５ｍｍまで対応可）

６．６．６．６．６．６．６．６．製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮製版から、印刷開始までのジョブチェンジ時間の大幅な短縮
―――― 製版時間製版時間製版時間製版時間 オフセットオフセットオフセットオフセット ６版で１５分、６版で１５分、６版で１５分、６版で１５分、 ＶＳＶＳＶＳＶＳ グラビグラビグラビグラビアアアア、フレキソ、フレキソ、フレキソ、フレキソ ４日４日４日４日~５日５日５日５日
―――― ジョブチェンジ：ジョブチェンジ：ジョブチェンジ：ジョブチェンジ： オフセットオフセットオフセットオフセット ２０分、２０分、２０分、２０分、 ＶＳＶＳＶＳＶＳ グラビグラビグラビグラビアアアア ４０４０４０４０~６０分６０分６０分６０分

―――― 印刷ユニットの洗浄印刷ユニットの洗浄印刷ユニットの洗浄印刷ユニットの洗浄 オフセット、オフセット、オフセット、オフセット、不要不要不要不要 ＶＳＶＳＶＳＶＳ グラビグラビグラビグラビアアアア、、、、 特色の為、特色の為、特色の為、特色の為、毎回洗浄毎回洗浄毎回洗浄毎回洗浄
―――― 濃度調整：濃度調整：濃度調整：濃度調整： オフセット、オフセット、オフセット、オフセット、数分で容易数分で容易数分で容易数分で容易 ＶＳＶＳＶＳＶＳ グラビグラビグラビグラビアアアア、、、、 版交換要で版交換要で版交換要で版交換要で ４４４４~５日５日５日５日、、、、

フレキソ、フレキソ、フレキソ、フレキソ、 アニロックス交換要アニロックス交換要アニロックス交換要アニロックス交換要

７．７．７．７．７．７．７．７．EBEBインキ使用で、インキ使用で、インキ使用で、インキ使用で、インキ使用で、インキ使用で、インキ使用で、インキ使用で、VOCVOC フリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ないフリー、環境負荷が少ない
―――― VOC オフセットオフセットオフセットオフセット フリー、フリー、フリー、フリー、 ＶＳＶＳＶＳＶＳ グラビアグラビアグラビアグラビア 溶剤使用、溶剤燃焼で溶剤使用、溶剤燃焼で溶剤使用、溶剤燃焼で溶剤使用、溶剤燃焼でCO2発生発生発生発生

―――― 作業環境作業環境作業環境作業環境 オフセットオフセットオフセットオフセット 洗浄は水と洗剤、ＶＳ洗浄は水と洗剤、ＶＳ洗浄は水と洗剤、ＶＳ洗浄は水と洗剤、ＶＳ グラビア、グラビア、グラビア、グラビア、溶剤で洗浄作業環境悪し溶剤で洗浄作業環境悪し溶剤で洗浄作業環境悪し溶剤で洗浄作業環境悪し
―――― ネスレ規格、スイス条例クリアネスレ規格、スイス条例クリアネスレ規格、スイス条例クリアネスレ規格、スイス条例クリア
無臭、無臭、無臭、無臭、低いマイグレーションで食品用途に適している。低いマイグレーションで食品用途に適している。低いマイグレーションで食品用途に適している。低いマイグレーションで食品用途に適している。安心、安全なインキ安心、安全なインキ安心、安全なインキ安心、安全なインキ

―――― マイグレーション、１０ｐｐｂマイグレーション、１０ｐｐｂマイグレーション、１０ｐｐｂマイグレーション、１０ｐｐｂ

参 考



フレキソフレキソフレキソフレキソ用用用用フレキソフレキソフレキソフレキソ用用用用CICIドラムドラムドラムドラム概要概要概要概要ドラムドラムドラムドラム概要概要概要概要

（（（（Outline of CI Drum and its features））））

１１１１．．．．このこのこのこのCI8のののの心臓部心臓部心臓部心臓部であるであるであるである印刷部印刷部印刷部印刷部はははは、、、、フレキソフレキソフレキソフレキソ印刷印刷印刷印刷にににに

多多多多くくくく用用用用いられているいられているいられているいられている、、、、大口径大口径大口径大口径、、、、3,000ｍｍ。ｍｍ。ｍｍ。ｍｍ。

２２２２．．．．二重壁構造二重壁構造二重壁構造二重壁構造のドラムでのドラムでのドラムでのドラムで極極極極めてめてめてめて高精度高精度高精度高精度にににに研磨仕上研磨仕上研磨仕上研磨仕上げげげげ

されているされているされているされている。（。（。（。（円筒度円筒度円筒度円筒度 0.002ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）

３３３３．．．．このドラムをこのドラムをこのドラムをこのドラムを自社設計自社設計自社設計自社設計、、、、製造製造製造製造しているしているしているしている。（。（。（。（COMEXIのみのみのみのみ））））

４４４４．．．．CI８８８８はははは、、、、このドラムにオフセットのこのドラムにオフセットのこのドラムにオフセットのこのドラムにオフセットの印刷印刷印刷印刷ユニットをユニットをユニットをユニットを

配配配配したものでしたものでしたものでしたもので、、、、COMEXI独特独特独特独特のデザインのデザインのデザインのデザイン。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



高高高高いいいい見当精度見当精度見当精度見当精度、、、、高高高高いいいい見当精度見当精度見当精度見当精度、、、、CMSCMSにににに必須必須必須必須にににに必須必須必須必須

（（（（Very accurate register control which is essentail for CMS））））

１１１１．．．．フィルムはフィルムはフィルムはフィルムは、、、、このこのこのこの高精度高精度高精度高精度にににに仕上仕上仕上仕上げられたドラムのげられたドラムのげられたドラムのげられたドラムの周囲周囲周囲周囲にににに

ぴったりぴったりぴったりぴったり巻付巻付巻付巻付けられたけられたけられたけられた状態状態状態状態でででで印刷印刷印刷印刷されるのでされるのでされるのでされるので、、、、見当精度見当精度見当精度見当精度

がががが極極極極めてめてめてめて精密精密精密精密にににに保保保保てれるてれるてれるてれる。（。（。（。（0.025ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）

グラビヤグラビヤグラビヤグラビヤ印刷印刷印刷印刷ではではではでは、、、、このこのこのこの精度精度精度精度をををを保保保保つのはつのはつのはつのは困難困難困難困難（（（（0.1ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）

２２２２．．．．駆動駆動駆動駆動はベルトをはベルトをはベルトをはベルトを介介介介さないモーターダイレクトドライブさないモーターダイレクトドライブさないモーターダイレクトドライブさないモーターダイレクトドライブ。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



一定温度一定温度一定温度一定温度によるフィルムによるフィルムによるフィルムによるフィルム伸伸伸伸びびびび防止防止防止防止一定温度一定温度一定温度一定温度によるフィルムによるフィルムによるフィルムによるフィルム伸伸伸伸びびびび防止防止防止防止

（（（（Drum temperature is kept precisely and no influence））））

１１１１．．．．ドラムはドラムはドラムはドラムは二重構造二重構造二重構造二重構造でででで温度制御温度制御温度制御温度制御（（（（18℃℃℃℃～～～～20℃℃℃℃））））されてされてされてされて

いるためいるためいるためいるため、、、、フィルムのフィルムのフィルムのフィルムの温度変化温度変化温度変化温度変化によるによるによるによる伸縮伸縮伸縮伸縮がががが防止防止防止防止されるされるされるされる。。。。

２２２２．．．．グラビアグラビアグラビアグラビア印刷印刷印刷印刷でのでのでのでの軟包装用軟包装用軟包装用軟包装用のののの薄薄薄薄いフィルムはいフィルムはいフィルムはいフィルムは熱熱熱熱のののの影響影響影響影響をををを

受受受受けやすくけやすくけやすくけやすく、、、、伸縮伸縮伸縮伸縮がががが避避避避けられないけられないけられないけられない。。。。
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EBEB装置装置装置装置のののの概要概要概要概要装置装置装置装置のののの概要概要概要概要

（（（（Outline of EB Curing system））））

１１１１．．．．米国米国米国米国ESI社社社社ののののEB装置装置装置装置をををを採用採用採用採用。。。。欧米欧米欧米欧米ではではではでは多多多多くのくのくのくの実績実績実績実績があるがあるがあるがある。。。。

２２２２．．．．このこのこのこの装置装置装置装置はははは高電圧高電圧高電圧高電圧でででで発生発生発生発生させたさせたさせたさせた電子線電子線電子線電子線（（（（Electron Beam））））

をインキをインキをインキをインキ（（（（モノマーモノマーモノマーモノマー、、、、オリゴマーオリゴマーオリゴマーオリゴマー））））にににに照射照射照射照射することにすることにすることにすることに

よりよりよりより低分子低分子低分子低分子のインキをのインキをのインキをのインキを高分子化高分子化高分子化高分子化しししし、、、、インキをインキをインキをインキを硬化硬化硬化硬化させるさせるさせるさせる。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理 ①①①①①①①①
（（（（Working  principle of EB Curing））））

１１１１．．．．装装装装置置置置はははは、、、、電源部電源部電源部電源部、、、、照射部照射部照射部照射部、、、、制御部制御部制御部制御部によりによりによりにより構成構成構成構成。。。。

照射部照射部照射部照射部（（（（図参照図参照図参照図参照））））はははは EBをををを照射照射照射照射するするするする部分部分部分部分でででで、、、、真空真空真空真空チャンバーチャンバーチャンバーチャンバー、、、、

フィラメントフィラメントフィラメントフィラメント、、、、グリッドグリッドグリッドグリッド、、、、ウィンドウィンドウィンドウィンド――――，，，，ウィンドウィンドウィンドウィンド――――フォイルフォイルフォイルフォイル部部部部

によりなるによりなるによりなるによりなる。。。。

２２２２．．．．真空真空真空真空チャンバーチャンバーチャンバーチャンバー内内内内のフィラメントでのフィラメントでのフィラメントでのフィラメントで生生生生じたじたじたじた熱電子熱電子熱電子熱電子をををを

グリッドによってグリッドによってグリッドによってグリッドによって引引引引きききき出出出出すすすす。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ
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作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理作動原理 ②②②②②②②②

（（（（Working  principle of EB Curing））））

３３３３．．．．ウィンドウィンドウィンドウィンドウウウウとのとのとのとの間間間間にかけられたにかけられたにかけられたにかけられた高電圧高電圧高電圧高電圧60~110kV

にににによってよってよってよって電子電子電子電子をををを一気一気一気一気にににに加速加速加速加速。。。。

４４４４．．．．加速加速加速加速されたされたされたされた電子電子電子電子はははは電子流電子流電子流電子流となりとなりとなりとなり、、、、ウィンドウィンドウィンドウィンドウウウウ･フ･フ･フ･フォォォォイルをイルをイルをイルを

通過通過通過通過しししし大気大気大気大気側側側側にににに飛飛飛飛びびびび出出出出してしてしてして、、、、インキをインキをインキをインキを一一一一瞬瞬瞬瞬でででで硬化硬化硬化硬化させるさせるさせるさせる。。。。

５５５５．．．．そそそそのののの際際際際、、、、酸素酸素酸素酸素があるとオがあるとオがあるとオがあるとオゾゾゾゾンをンをンをンを発生発生発生発生させさせさせさせ、、、、硬化硬化硬化硬化をををを妨妨妨妨げるげるげるげる

ためためためため、、、、窒素窒素窒素窒素ををををパパパパージしてージしてージしてージして酸素酸素酸素酸素のののの進入進入進入進入をををを防防防防ぐぐぐぐ。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



このこのこのこのこのこのこのこのEBEB照射照射照射照射によによによによ照射照射照射照射によによによによるるるるるるるるインキインキインキインキ皮膜皮膜皮膜皮膜ははははインキインキインキインキ皮膜皮膜皮膜皮膜はははは？？？？？？？？

（（（（How EB cure affects to the ink film？？？？））））

１１１１．．．．硬硬硬硬いインキいインキいインキいインキ皮膜皮膜皮膜皮膜がががが形形形形成成成成されされされされ、、、、スクラッチフリースクラッチフリースクラッチフリースクラッチフリー、、、、高高高高いいいい

化化化化学学学学的的的的、、、、物理物理物理物理的的的的性性性性能能能能がががが得得得得られるられるられるられる。。。。建材建材建材建材、、、、床材床材床材床材へのへのへのへの応応応応用用用用。。。。

２２２２．．．．光反応開始光反応開始光反応開始光反応開始剤剤剤剤がないのでがないのでがないのでがないので、、、、低臭低臭低臭低臭、、、、低低低低いマイグレーションいマイグレーションいマイグレーションいマイグレーション。。。。

食品用途食品用途食品用途食品用途にににに適適適適すすすす。。。。

３３３３．．．．溶剤溶剤溶剤溶剤をををを使用使用使用使用しないのでしないのでしないのでしないので、、、、残留溶剤残留溶剤残留溶剤残留溶剤なしなしなしなし。。。。VOCフリーフリーフリーフリー。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



EBEB装置装置装置装置のののの安全性安全性安全性安全性装置装置装置装置のののの安全性安全性安全性安全性

（（（（Safety and installathion regulations of EB Cure system））））

１１１１．．．．セーフセーフセーフセーフ・・・・シールドシールドシールドシールド構造構造構造構造によりによりによりにより電子線電子線電子線電子線おおおおよびよびよびよび二二二二次次次次的的的的にににに

発生発生発生発生するするするするX線線線線をををを完全完全完全完全にににに遮蔽遮蔽遮蔽遮蔽するするするする。。。。

２２２２．．．．通常通常通常通常のののの作業環境作業環境作業環境作業環境へのへのへのへの設置設置設置設置がががが可能可能可能可能。。。。

３３３３．．．．放放放放射線射線射線射線取取取取扱扱扱扱いいいい主任主任主任主任者者者者のののの専任専任専任専任、、、、文科文科文科文科省省省省へのへのへのへの申請不要申請不要申請不要申請不要。。。。

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



他他他他のののの硬化方法硬化方法硬化方法硬化方法とのとのとのとの比較比較比較比較他他他他のののの硬化方法硬化方法硬化方法硬化方法とのとのとのとの比較比較比較比較

（（（（Safety and installathion regulations of EB Cure system））））

EB硬化硬化硬化硬化 UV硬化硬化硬化硬化 熱硬化熱硬化熱硬化熱硬化

無溶剤無溶剤無溶剤無溶剤 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ××××

臭気臭気臭気臭気 〇〇〇〇 △△△△ 〇〇〇〇

ポポポポットライフットライフットライフットライフ 〇〇〇〇 △△△△ ××××

温度温度温度温度 常常常常温温温温＋＋＋＋αααα 40～～～～80℃℃℃℃ 80～～～～250℃℃℃℃

硬化時間硬化時間硬化時間硬化時間 瞬瞬瞬瞬時時時時 2～～～～3秒秒秒秒 30～～～～60秒秒秒秒

ON/OFF出出出出力力力力可変可変可変可変 〇〇〇〇 △△△△ ××××

ラインラインラインライン長長長長ささささ 短短短短いいいい 短短短短いいいい 長長長長いいいい

硬化硬化硬化硬化厚厚厚厚みみみみ 加速電圧加速電圧加速電圧加速電圧でででで調整可調整可調整可調整可 インキでインキでインキでインキで制限有制限有制限有制限有りりりり －－－－

ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ



採用状況採用状況採用状況採用状況採用状況採用状況採用状況採用状況

2012年年年年 ススススペペペペインインインイン インインインインププププラクラクラクラクササササ社社社社（（（（中堅中堅中堅中堅コンバーターコンバーターコンバーターコンバーター））））

・・・・フレキソフレキソフレキソフレキソ印刷印刷印刷印刷中中中中心心心心、、、、食品包装食品包装食品包装食品包装のののの印刷印刷印刷印刷にににに活活活活用用用用

2014年年年年 ススススペペペペインインインイン SPグルーグルーグルーグループプププ社社社社（（（（大大大大手手手手コンバーターコンバーターコンバーターコンバーター））））

・・・・冷凍冷凍冷凍冷凍食品包装食品包装食品包装食品包装材材材材のののの印刷印刷印刷印刷がががが中中中中心心心心

2015年年年年 カナカナカナカナダダダダ 大大大大手手手手ググググロロロローバルーバルーバルーバル企企企企業業業業へへへへ納入納入納入納入

2016年年年年 韓韓韓韓国国国国 大大大大手手手手食品包装食品包装食品包装食品包装メーメーメーメーカカカカーーーー

※※※※ 稼働稼働稼働稼働4台台台台、、、、受注受注受注受注7台台台台

アジアアジアアジアアジア圏圏圏圏はははは中国中国中国中国、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、トルコトルコトルコトルコ、、、、インドへインドへインドへインドへ納入予定納入予定納入予定納入予定
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EBEBオフセットオフセットオフセットオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機のののの現状現状現状現状のののの問題点問題点問題点問題点オフセットオフセットオフセットオフセット印刷機印刷機印刷機印刷機のののの現状現状現状現状のののの問題点問題点問題点問題点

１１１１．．．．表表表表刷刷刷刷りのりのりのりの隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽用用用用白白白白インキインキインキインキ

・・・・アルアルアルアルミミミミ蒸蒸蒸蒸着着着着フィルムフィルムフィルムフィルム用途用途用途用途はははは完完完完成成成成済済済済みみみみ、、、、透明透明透明透明フィルムのフィルムのフィルムのフィルムの

隠蔽性隠蔽性隠蔽性隠蔽性がががが高高高高いいいい白白白白インキはインキはインキはインキは現現現現在開在開在開在開発発発発中中中中。。。。

・・・・フレキソユニットをフレキソユニットをフレキソユニットをフレキソユニットを追追追追加加加加しししし、、、、隠蔽性向隠蔽性向隠蔽性向隠蔽性向上上上上がががが可能可能可能可能になるになるになるになる。。。。

２２２２．．．．版版版版のののの継継継継ぎぎぎぎ目目目目

・・・・1.7ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの継継継継ぎぎぎぎ目目目目がががが出出出出るためるためるためるため、、、、連続模様連続模様連続模様連続模様のデザインにのデザインにのデザインにのデザインに

不向不向不向不向きききき。。。。別版別版別版別版をををを追追追追加加加加しししし補補補補うううう方法方法方法方法もあるもあるもあるもある。。。。
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今後今後今後今後のののの開発開発開発開発今後今後今後今後のののの開発開発開発開発

１１１１．．．．EBコーコーコーコーテテテティングィングィングィング

・・・・印刷印刷印刷印刷のののの最後最後最後最後にニスのコーにニスのコーにニスのコーにニスのコーテテテティングユニットをィングユニットをィングユニットをィングユニットを

搭搭搭搭載載載載することですることですることですることで、、、、耐摩耗耐摩耗耐摩耗耐摩耗、、、、耐薬耐薬耐薬耐薬品品品品、、、、耐油耐油耐油耐油にににに優優優優れたれたれたれた

強強強強いいいい表面膜表面膜表面膜表面膜がががが形形形形成成成成されるされるされるされる。。。。

２２２２．．．．EBララララミネミネミネミネートートートート

・・・・EB Cureのののの接接接接着剤着剤着剤着剤をコーをコーをコーをコーテテテティングによりィングによりィングによりィングにより、、、、EBララララミミミミ

加工加工加工加工がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。強強強強度度度度とととと高高高高いいいい物性物性物性物性がががが得得得得られられられられ、、、、即即即即

硬化硬化硬化硬化するのでタイムラグなくスリットなするのでタイムラグなくスリットなするのでタイムラグなくスリットなするのでタイムラグなくスリットなどどどど後後後後加工加工加工加工をををを

開始開始開始開始できるできるできるできる。。。。
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パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工パッケージングの付加価値を高める後加工

ノンソル・ラミネーターノンソル・ラミネーターノンソル・ラミネーターノンソル・ラミネーター （Solventless Laminator）

用途によって組合わされた各機能性フィルムのラミネートは、現在日本では、ほとんどの
製品が有機溶剤を使用したドライ・ラミネート方式である。
欧米では、この方式に代わる無溶剤の接着剤を使用するノンソル・ラミネートプロセスが
主流を占める。

特徴
１．VOCフリー

２．高い経済性

３．高い生産性

４．接着剤の進化による高品質



ＣＯＭＥＸＩ Ｇｒｏｕｐ

ホログラム加工ホログラム加工ホログラム加工ホログラム加工 （Holographic  process）

同じ陳列台に並ぶ中で、その商品を特に目立たせたいときは、ホログラム加工は大変有効
である。ホロ原紙が一回限りの従来方法に比し、数十回使用でき、コストが低減できるホロ
グラム原紙の転写方式が開発された。

速度 ：450ｍ/分
フイルム幅 ：1330ｍｍ
最大リール幅 ：1000ｍｍ
最大リール重量 ：1000ｋｇ
コア径 ：3ｲﾝﾁ、6ｲﾝﾁ
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全自動スリッター全自動スリッター全自動スリッター全自動スリッター （Automatic  Slitter）

スリッターは、加工機の中で最も稼働率の低い設備とされている。（25～30％）
これを画期的にあげる４軸型のスリッターである。（70～80％） これに、レーザー
による微細穴加工（50ﾐｸﾛﾝ）を高速で可能した装置である。

原反の最大有効幅：
1350/1650ｍｍ

原反の最大幅：
1400/1700ｍｍ

原反の最大径：
1000ｍｍ

最大巻き径:

610ｍｍ

最大速度：

500ｍ/分

最少スリット幅：
40ｍｍ

最大原反重量：
1000ｋｇ
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END


