Flexcel NX

Packaging

Flexcelサステナビリティ
NX デジタル フレキソ システム仕様
Flexcel NX イメージャ

サステナビリティ（持続可能性）は現在、購買、製 造の選択における重要なポイ
ントとなっています。フレキソ プレートを選択する際、印刷適 正のみで判断す
Flexcel NX Narrow

テクノロジー
生産性（最大メディアサイズ時）
メディアタイプ

最大メディアサイズ（TIL）
出力解像度
接続ワークフローシステム
動作環境
電源
消費電力
外形寸法（高さx幅x奥行き）
重量
その他

Kodak Flexcel NX ラミネータ

Flexcel NX Mid

ると、大きな違いは無いもしれません。しかし、持続可能性とコストおよび性能
830nm赤外線レーザーダイオード、サーマルイメージング

の妥協点を探しながらの選択は大変難しいもので、コダックは、あらゆる工程に
10枚／時

6枚／時

おいて、次のことを実現製品開発を目指しています。
Kodak Flexcel サーマルイメージングレイヤー (TIL)
Kodak DITR 4401 サーマルフィルム
Kodak CTP オフセットプレート
（オプション）
＞＞＞
持 続 可 能 性を最
大 化する

838x838mm
＞＞＞
生産コストを最 小 限に抑える838x1,143mm
2,400dpi

＞＞＞
卓越したパフォーマンスを提 供する
Kodak Tiff Front End

革新的なデジタル
フレキソ テクノロジー

オプションでPrinergy、Prinergy Evo

Flexcel NX システムは、印刷における原反の無駄を極力減らすプレートとして開発
温度17 - 30℃、湿度40 - 60%

されており、同時に、製造現場で必要なプレートの枚数の削減にも取り組んでいま
200VAC 15A

す。Flexcel NX プレートは、より短い前準備時間で、洗浄での停止回数やプレート
稼働時1.1kwh、スタンバイ時0.65kwh

の交換回数を減らします。Flexcel NX プレートをご使用いただいているお客様よ
1,600x2,000x1,200mm

り、原反の廃棄を約20%削減し、ロング ラン ジョブでのプレートの交換枚数を減
本体544kg、デブリス57kg

らし、そして特色の色数をも減らすことに成功し、お客様が求めていたサステナビリ
別途、圧縮空気が必要。

ティの目標に多大な貢献をしたとの報告も受けています。

電源

単相200VAC、8A

外形寸法（高さx幅x奥行き）

900x1,810x1,102mm

重量

350kg

Kodak Flexcel NXHデジタルフレキソプレート
プレート厚（硬度：shoreA）
解像力
最小点
細線再現
プレートサイズ
対応インキ
洗出し

1.14mm（73゜）、1.7mm（64゜）、2.54mm（60゜）、2.84mm（59゜）、
TAG
ネットワーク
175線 0.4%〜99%、300線まで

印刷インキを一つ取ってもUV、溶剤、水性、EB、印刷媒体では様々なフィルム、紙な
20μm

と、パッケージ印刷は多くのバリエーションがあり、そこには多くの経験や技術情報
20μm

が必要とされています。

610x762mmまたは800x1,067mm

コダックでは、これらの技術情報をワールドワイドで管理し、お客様に必要とされる
水性、油性、UVインキ

情報を提供することを目標に世界で約30名から成るTAG(Technical Application
一般的な洗出し環境

Group)というチームを形成しています。

Kodak Flexcel NX サーマルイメージングレイヤー （TIL)

日本のTAGメンバーも、このTAGメンバーの一員として共有される情報を生かしな

TIL サイズ
TIL厚み

640x838mm
がら顧客サポートを行っています。
0.17mm
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Flexcel NX

デジタル フレキソ システム

オフセットと同様な
高度な印刷品質と卓越した生産性
Kodak Flexcel NXは、フィルムパッケージ、紙袋、包装紙や箱、ラベルといったパッケージ分野の印刷に最適なデジタル フレキソ
システムです。高品位なイメージやデザインを、オフセット印刷やグラビア印刷によるパッケージ印刷と同様な品質をフレキソ印
刷方式で提供します。 これにより、ブランドオーナーは、各種の商品キャンペーンに統一性を持たせ、一貫したブランドイメー

印刷の安定性
従来のデジタル フレキソ プレートでは印刷機上のさまざまな圧力変動の影響により、安定した
印刷を行うことは容易ではありません。丸みを帯びたつり鐘状のドットでは、加圧によって大
きなドットゲインが生じてしまいます。しかし、
Flexcel NXシステムで形成される網点は、レリー
フの頂部が平坦なため印圧が高い場合もドット ゲイン変動の影響を大きく受けません。
また、網点サイズが充分大きく、レリーフの頂部が平坦なため、プレートにインキが詰まりに
くく、清掃のために印刷機を停止させる必要が少なくなり、稼働率の低下やハイライト ドット
の破損を回避できます。

LAMSのハイライト ドット

ジを提供することができます。

露光中の酸素の影響を排除

FlexcelではNarrow/Midに加え、大判プレートサイズ（1.067×1.524mm）に対応するWideタイプも用意しています。そのため、

出力が終了したFlexcel NXサーマル イメージング レイヤーは、直接フレキソ プレートに密着

お客様の仕事内容に最適なFlexcel NXシステムを選択いただくことができます。

されます。露光中の酸素がプレートに作用して、凸型でつり鐘状のハイライト ドットを発生さ
せる原因となりますが、この密着により酸素の影響が除外されます。Flexcel NXシステムでは、
十分なサイズを持つ頂部が平坦なレリーフによってそのショルダーが最適化され、印刷機上で
のドット ゲインを抑えるとともに、広いラチチュードで一貫した再現性を達成できます。

オフセット クラスの印刷品質

レイヤーに加えFlexcelフレキソ プレートを

で出力します。これは従来のLAMS
（レーザー

Flexcel NX システムは、高品位かつ200線を

採用しています。従来の印刷用紙からフィル

アブレーションタイプ）のデジタル フレキ

ベタ濃度を向上する

越える超高解像度で、従来のフレキソ印刷で

ム、ホイル、板紙、ラベルまで、各種基材に

ソ プレートへ出力した場合の2倍以上の速さ

Kodak DigiCap NX技術

は実現が難しかったオフセット印刷やグラビ

最適なフレキソ プレートを提供します。

です。プレートを保持するためのテープによ

Flexcel NXイメージャでDigiCap NX機能を使

るクランピングが不要なため、TILのロード/

用すれば、優れた解像力と安定したレーザー

Flexcel NXシステムでは、
コダックの持つ様々

最高の生産性

アンロードは迅速に行なわれます。イメージ

テクノロジーにより、5ミクロン単位の超微

ア印刷と同等な印刷再現を可能とします。

Flexcel NXプレートのハイライト ドット

なメディアの技術を統合し、フレキソ印刷に

Kodak Flexcel NXイメージャは、フィルムベー

ングが終わるとTILはFlexcelフレキソ プレー

細な格子パターンが、TILに焼き付けられて

おける最高品質を提供できるようになりまし

スのFlexcel NXサーマル イメージング レイ

トへラミネートしますが、この処理も2分ほ

Flexcelフレキソ プレート上に再現されます。

た。コダック独自のサーマル イメージング

ヤー（TIL）に１時間あたり9.5㎡のスピード

どで完了します。

この微細な格子状のパターンがプレートから
原反へのインキ転移性を向上させ、インキを
原反に平滑に塗布させるため、ベタ部におけ

フレキソ印刷の制約を打破

る隠ぺい性が高まります。こうしてベタ部の

DigiCap NXの効果（プレートの拡大写真）

DigiCap NXなし

DigiCap NXあり

印刷物上における隠ぺい性向上の効果（印刷物の拡大写真）

濃度が上がることで、コントラストの高い画
像再現が可能となります。

微細なハイライト ドット
従来からのアナログおよびデジタルの

DigiCap NXは、これまでのフレキソ印刷にお

LAMSタイプによるフレキソ技術で正確に

ける課題であるベタ濃度を、飛躍的に向上す

作成されるドットは、最小でも 20 〜 30 ミ

る技術です。

クロン程度です。フレキソ印刷の制約か

DigiCap NX未使用

DigiCap NX使用

ら、最小の印刷網点を確保するため「バン
プ カーブ」が多用されて、印刷可能な階調

完全に統合されたソリューション

の幅は狭くなっています。Flexcel NXシステ
ムではグレー階調全体を出力し、再現でき
るため、ハイライト部とシャドウ部の解像
力が高くなり、大幅なドット ゲインの補正

デザイナーが目標とするオリジナル画像

や「バンプ カーブ」が不要です。その結果

通常のフレキソ プレートでは微細なハイライト ドット
を表現できないため、画像にレタッチを加えないとハイ
ライト部の飛びやシャドウ部のつぶれが発生します。

Kodak Flexcel NX サーマル イメージング レイヤー
Flexcel NXサーマル イメージング レイヤー独自の構造

によって高解像度画像を高速に形成できます。また、
UV露光でのプレートへの光学特性が向上しています。

オフセット印刷のドットゲインカーブに近

Kodak Flexcel NXイメージャ
Flexcel NX Narrow/Midイメージャには、高品位印刷
の提供で評価されているKodak SQUAREspotイメー
ジング技術を搭載しており、微細な網点を高い精度
で描画し、卓越した画質を提供します。

くなり、ファイル作成時間も大幅に短縮さ
れます。

Flexcel NX システムは10ミクロンという極
小のドットを印刷できるため、ハイライト
部での微妙なグラデーション表現やグレー
階調全域の使用が可能です。そのため、従
来のフレキソシステムでは対応できなかっ

Kodak Prinergy ワークフロー システム

た多様なデザインを正確に再現することが
できます。
ハイライト部のディテールを維持するために「バンプ
カーブ」を適用していますが、全体のグラデーションが
平滑化されるため、トーン レンジが制限され、画像にコ
ントラストがなくなり「ねむく」なってしまいます。

Flexcel NXシステムならば「バンプ カーブ」を必要とせ

ずハイライト部を正常に出力でき、従来のフレキソ印刷
では不可能だったオフセット クラスの品質が得られます。

パッケージ業界向けのPrinergyワークフロー システ
ムは、高度な自動化と、抜群の性能、高い信頼性を
実現するパワフルなワークフロー マネジメント シ
ステムです。

Kodak Flexcel NX ラミネータ
Flexcel NXラミネータは、露光および現像の前にサー
マル イメージング レイヤーをFlexcelプレートへ密着

する処理を行います。これは短時間で終わる単純な
作業ですが、レイヤーとプレートの間から酸素を完全
に除去するという点で重要なプロセスです。これに
より、トップが平坦な高品質で安定した形状のレリー
フで、理想的な網点サイズのドットを形成します。

Kodak Flexcel フレキソ プレート

Flexcel NXイメージャで出力したFlexcel NXサーマ
ル イメージング レイヤーは、Flexcel フレキソ プ
レートにラミネートされます。Flexcelフレキソ プ

レートは、幅広い基材への印刷に対応する高信頼性
かつ高品位なプレートです。優れたインキ転移性、
滑らかなベタ、均一な基層、安定した印刷機上特性、
そして抜群の耐オゾン性によって、Flexcelフレキソ
プレートはフレキソ印刷における最適のプレートと
なります。
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Kodak Flexcel NX ラミネータ

Flexcel NX Mid

ると、大きな違いは無いもしれません。しかし、持続可能性とコストおよび性能
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おいて、次のことを実現製品開発を目指しています。
Kodak Flexcel サーマルイメージングレイヤー (TIL)
Kodak DITR 4401 サーマルフィルム
Kodak CTP オフセットプレート
（オプション）
＞＞＞
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＞＞＞
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＞＞＞
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Kodak Tiff Front End
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フレキソ テクノロジー

オプションでPrinergy、Prinergy Evo

Flexcel NX システムは、印刷における原反の無駄を極力減らすプレートとして開発
温度17 - 30℃、湿度40 - 60%

されており、同時に、製造現場で必要なプレートの枚数の削減にも取り組んでいま
200VAC 15A

す。Flexcel NX プレートは、より短い前準備時間で、洗浄での停止回数やプレート
稼働時1.1kwh、スタンバイ時0.65kwh

の交換回数を減らします。Flexcel NX プレートをご使用いただいているお客様よ
1,600x2,000x1,200mm

り、原反の廃棄を約20%削減し、ロング ラン ジョブでのプレートの交換枚数を減
本体544kg、デブリス57kg

らし、そして特色の色数をも減らすことに成功し、お客様が求めていたサステナビリ
別途、圧縮空気が必要。
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印刷インキを一つ取ってもUV、溶剤、水性、EB、印刷媒体では様々なフィルム、紙な
20μm

と、パッケージ印刷は多くのバリエーションがあり、そこには多くの経験や技術情報
20μm
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コダックでは、これらの技術情報をワールドワイドで管理し、お客様に必要とされる
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情報を提供することを目標に世界で約30名から成るTAG(Technical Application
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