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メディア関連連絡先： 
Mark Wilton 
CIP4 Education & Marketing Officer 
CIP4 Organization 
Eメール: mark.wilton@shaw.ca 
電話: (+1) 604-418-6421 

CCIIPP44がが22000099年年CCIIPPPPIIアアワワーードド受受賞賞者者をを発発表表  

イリノイ州シカゴ（2009年9月15日）— CIP4 Organizationは、Print 2009のレセプションにおいて「ユルゲン・

シェーンハットメモリアル 国際印刷生産革新賞（CIPPIアワード）」の2009年の受賞者を発表しました。CIPPI

アワードは、毎年、申請者を対象に、3つの部門と4つの地域において最も優れたケーススタディを行った印

刷会社、出版社、プリプレスサービス会社に対して授与されるものです。本年の受賞者は以下の通りです： 

 プロセス自動化の結果、最も大きなコスト削減／利益向上および効率改善を実現した事例部門 

o 優秀賞－Druckerei Bauer GmbH（ドイツ、フェーデルバッハ） 

o 準優秀賞―Sirivatana Interprint Public Company Limited（タイ、バンコク） 

 プロセス自動化の結果、生産品質改善と顧客対応に最も大きな改善を実現した事例部門 

o 優秀賞－C. Maurer Druck und Verlag GmbH（ドイツ、ガイスリンゲン／Steige） 

o 準優秀賞―Druckerei Bauer GmbH（ドイツ、フェーデルバッハ） 

 プロセス自動化技術を最も革新的に活用した事例部門 

o 株式会社真興社（日本、東京） 

 2009年スモール・ビジネスプロセス自動化賞 

o 5Sept Etiquette（フランス、クルセゾン） 

 最優秀プロセス自動化の導入事例—アジア・パシフィック地域 

o 株式会社真興社（日本、東京） 

 最優秀プロセス自動化の導入事例—ヨーロッパ地域 

o Cloître Imprimeurs（フランス、Saint-Thonan） 

 最優秀プロセス自動化導入事例—北米地域 

o Ampersand Printing（カナダ、オンタリオ州ゲルフ） 

 最優秀プロセス自動化導入事例—新興市場地域 

o Emirates Printing Press（UAE、ドバイ） 

印刷会社、プリプレスサービス会社、出版社であれば、いかなる企業でもCIPPIアワードに申請することがで

きます。アワードは、ベンダー、印刷会社、プリプレスサービス会社、出版社と利害関係のない、審査委員

会の審査員により決定されます。5人の審査員は、以下の通りです： 

 Patrick Cahuet、1Prime|Conceptシニア・アソシエート（フランス） 

 Stephan Jaeggi、PrePress-Consulting社長（スイス） 

 木村哲雄、株式会社プリンテクノ社長（日本） 



 Bill Esler、Graphic Arts Monthly誌主幹編集者（アメリカ） 

 John Leininger、クレムゾン大学教授（アメリカ） 

受賞者の中には、これまでになかった分野でJDFが活用されている興味深い事例がいくつか見受けられました。

「Druckerei Bauer社は、CIPPIアワード受賞者の中で、包装産業でもJDFが成功し得ることを示した初めての企業で

す。」とは、Leininger教授の談で、「JDFの活用によって生産性を20%向上させただけでなく、ポストプレスの包装段階

において、JMFによって機械から直接原価データを取得できることも示してくれました。」と評しました。もうひとつの興

味深いケーススタディは株式会社真興社で、同社は、自動化をDTP作業に展開し、オフィスから離れたところでも印刷

機器の設定ができるようにしました。「真興社は、これまでのどの企業よりも『自動化』を一歩前に進めてくれました。」と

CIP4のJim Harveyエクゼクティブディレクターは語ります。「同社のケーススタディは概要だけではその本質は説明で

きないが、私が非常に興味を持ったのは、彼らが、その業界に入ってくる若い人たちの好みも見据え、そのビジネスが

終始、デジタル操作で行われるものなのだと若い人たちに理解してもらえるよう、すべてデジタルで管理でき、各パー

トが数値で実行できるようにしたいと考えていた点にありました。」 

「プロセス自動化の結果、品質管理と顧客対応に最も大きな改善を実現した事例部門」で優勝した、

C. Mauer Druck and Verlag社は、HIFLEX社やHeidelberg社、さらに某一流自動車企業のプリント

バイヤーであるStar Publishing社も含めたかたちで、印刷工場を超えたJDFによる自動化を実現し、

自動車企業のサプライチェーンの一部として自動車マニュアルを納期通りに生産していくことに成

功しました。Star Publishing社のCEOであるRamona Kadenはこう語ります。「エラーは、費用のかかる

印刷プロセスがスタートする前に排除されます。100%印刷準備の整ったファイルと仕様のみが印刷工程に送られます。

JDF連携の活用により、エラーの原因はほぼ完全に除去されるのです。その結果、以下の3つのポイントに、効果がも

たらされます。まず1つ目に「時間」です。より短時間でより多くの注文を処理することができ、リードタイムを格段に短縮

することができます。2つ目は「可視性」です。異なるパートナー間でITシステムが「対話」でき、会社間の垣根を越えた

ジョブトラッキングが容易になります。3つ目は「プロセスのワークフロー」です。すべてが結合され、関係する会社が効

果的に接続されるのです。」 

2009年のCIPPIアワードを受賞した各ケーススタディの事例紹介は、www.cip4.org/cippi/からダウンロードでき、同

サイトではCIPPIアワードプログラムに関する詳細もご覧いただけます。（下記のセクションには、受賞した各ケーススタ

ディの概要を記載しています。）CIPPIアワードは、ドイツのダルムシュタットにあるフラウンホーファー研究所の故ユル

ゲン・シェーンハット氏にちなんで名づけられました。シェーンハット氏は、CIP4設立メンバーの一人で、CIP4とその前

身であるCIP3コンソーシアムの設立に大きく貢献しました。（ユルゲン・シェーンハット氏に関する詳細は、

http://www.cip4.org/cippi/juergen_schoenhut.htmlで、氏の略歴をご覧ください。） 

### 
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 Decreased throughput times by 33% 

 

SSuummmmaarriieess  ooff  22000099  CCIIPPPPII  AAwwaarrdd  WWiinnnniinngg  CCaassee  SSttuuddiieess  

Druckerei Bauer GmbH, Pfedelbach, Germany 

 Supported by alphagrah team GmbH and Heidelberger Druckmaschinen AG 

 Specialized in folding cartons, displays and sales packaging 

 Produces over 220 million folding cartons per year. 

 Wanted to expand JDF automation from labeling operations to folding carton production 

 Pressroom, die-cutting shop, and gluing department are now equipped with the Prinect JDF workflow for 
the pressroom and folding carton processing section and are fully integrated.  

 JDF workflow carries integrated job and presetting data to the machines and provides real-time feedback 
on status and operating data via JMF  

 In order processing, times for preparing actual costing decreased significantly by approximately 50%.  

 On the automatically connected folder gluer, we were able to cut times for job entry from six minutes to 
one minute. 

 ROI of 984% on a five year basis 

Sirivatana Interprint Public Company Limited, Bangkok, Thailand 

 With 4,000 Employees and $54 Million USD in sales, Sirivatana is South Asia’s largest printer. 

 All types of printing supported, including labor intensive printing, such as pop-ups. 

 Information manually gathered, analyzed, transported and communicated by employees called “manual 
traffic teams” using 275 paper forms. 

 Due to fast growth, many employees found it difficult to push jobs through each step of production. 

 Supported by HIFLEX and Kodak, implemented 

 Automatic Job Creation 

 Better access to archived jobs / faster search and response times 

 Automatic booking of material consumption 

 Inventory checks of plates are accurate 

 Prepress progress is visually represented for the CSR 

 Up-to-the-minute plate status for the scheduler 

 Cut 269 people 

 ROI of 1960% on a five year basis 

C. Maurer Druck und Verlag GmbH, Geislingen/Steige, Germany 

 Support from Star Publishing, HIFLEX and Heidelberg  

 More than 4,000 automotive manual jobs per year were handled via fax, email and paper job tickets 

 Partnered with Star Publishing, a print buying agency, to solve just-in-time manufacturing of car manuals 
for automotive manufacturers 

 JDF technology was viewed by both the auto manufacturer and Star Publishing as a means to increase 
visibility, reliability and the quality of processes. 

 JDF used in both integration with customer as well as for internal production operations 

 Star Publishing entered into a Service Level Agreement with a manufacturer specifying 4 days delivery 
on digital print jobs and ten days for offset jobs 

 Star Publishing reported a 30% savings in both time and cost of production 

 C. Maurer experienced a 20% savings in the cost of processing job orders 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mauer Bidirectional Workflow 
1. Inquiry  
2. Quote  
3. Order 
4. Order confirmation  
5. Status feedback 
6. Delivery 
7. Payroll  
8. Final report (Quality feedback) 

株式会社真興社（日本、東京） 

 ㈱オリーブ、マンローランドジャパン㈱、コニカミノルタグラフィックイメージング㈱が支援 

 2008年度売上8億円、従業員数50人 

 医学書・工学書などの学術書籍・雑誌の印刷 

 医学書・工学書は、長期間に渡り作者から変更が加えられるため、3ヶ月から20年の制作期間

を要する 

 特に医学書におけるミスは、訴訟や医療事故などの大きな問題に繋がりかねない 

 印刷技術特有の、1バイト、2バイトの言語の問題を解決する必要があった 

 2008年6月、マンローランドのPECOMネットワークの2バイト（日本語）対応により、他JDF対
応機器との完全互換を達成 

 JDF接続によるプリプレスのDTP作業とコニカミノルタのNeostreamの連携 

 現在、真興社では、自社内の全ての業務の進捗状況や装置稼働状況、トラブル発生状況やその

原因などが、リアルタイムにどこからでも把握可能 

 印刷業務に平均120分かかっていたところを、70分に短縮 

 オフィス内の離れた場所からでも機械のプリセットが可能 

 利益を得る事が出来るのは印刷機が稼動しているときだけなので、印刷機を停止させない 

 複数印刷機でのジョブシェアリング（ロードバランス管理が可能）を実現 
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真興社社長福田真太郎氏自らが作業指示をしている様子 

5Sept Etiquette, Courthézon, France  

 Support from CERM and EskoArtwork 

 Produces labels for the food, wine and cosmetics industries 

 Annual sales of €6.5m and employs 50 people 

 Prior to the integration, the data transfer between customer service and prepress departments was entirely 
manual, resulting in double data entry and a high risk of errors.   

 Bidirectional (JDF/JMF) connection both on “product”-level (ex. administrative data, colors, barcode, 
time tracking, and approval status) and on “production-job” level (ex. step & repeat and status on plates).  

 Breakeven of just four months on the project 

“In the current financial year (June 2008 – May 2009), 9 of the 12 months of which have 
been greatly affected by the current financial crisis, our company turnover has increased. 
This is not attributable to an increase in our existing customer base, but by our capability 
to develop new markets thanks to our recognized quality of service. We have now reached a 
point where nearly all of the information in our MIS system is verified systematically, is 
reliable and whose quality is enhanced automatically. This integrated information allows 
us to develop new applications which may be simple at first sight, but very quickly add 
value to our company and our customers.” – Peter Wack, PDG, 5Sept Etiquette 

Cloître Imprimeurs, Saint-Thonan, France 

 Support from GamSys Software, Kodak, Komori, and Müller Martini  

 Annual revenue of 12,000,000 € with 115 people.  

 Ran an average of 40 jobs per day using paper job tickets for every stage of production 

 loss of time by creating incomplete paper job ticket 

 loss of time by communicating the jobs list to the different process 

 risk of error by manual interpretation of technical information 
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 delay in updating the job status 

 loss of time and of reliability when additional or changing information comes on a job by a 
customer 

 limited precision in raw material consumption and no control on make ready waste 

 delay in cost management and invoicing because of a necessary control of manual data collection 

 Complete electronic job ticket 

 Automatic communication between productions devices 

 Standardization of production parameters without human interpretation 

 Real-time job status updates and cost management 

 Great flexibility in planning  

 High level of precision in raw material consumption and make ready waste  

 Savings of more than 30 minutes per job in processing time.  

 Decrease on waste of materials (paper, plates, ink, chemical products) with a relevant impact on the 
environment. 

Emirates Printing Press, Dubai, United Arab Emirates 

 Support from Müller Martini and Technique  

 Had modern software and equipment from Kodak, Heidelberg, Enfocus, GMG, Komori, manroland, 
Muller Martini and Epson yet … 

 All job details were keyed in by the operator at each machine.  

 Job costing information was captured manually 

 Emirates had to resolve production bottlenecks to keep up with increased demand. 

 JDF allows fully automatic setup of the machines, which provides significant labor savings and allows 
more scheduling flexibility, as make-ready is dramatically reduced so changing product sizes from job 
to job has much less impact. 

 Automated all aspects of production (with some postpress operations remaining to be completed) 

 Reduced administrative processing costs by 15 %. 

 Reduced cost of data collection by 90 % 

 Reduced job cost processing by 10 % 

 Reduced analytical reporting time by 75 %. 

Ampersand Printing, Guelph, Ontario, Canada 

 Supported by HIFLEX Corp. N.A., Mitsubishi Lithographic Presses, Kodak 
Graphic Communications Group, and Heidelberg  

 17 employees 

 Services include variable digital printing and high quality printing with 
stochastic screening 

 An excellent example of continuously evolving automation with … 

 Automating prepress and MIS in 2006 

 Extending JDF automation to postpress in 2007 

 Extending JDF automation to press operations in 2008 

 First signature (1,200 per year) preparation was reduced by 34 minutes (16 
minutes instead of 50 minutes).  
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 Following signatures (1,800 per year) preparation was reduced by 22 minutes (from 30 minutes to 8 
minutes).  

 Reduced work hours so much that Ampersand could eliminate complete shifts.  

 Cut 400 sheets of waste per reprint signature   

 ROI of 6121.5% on a five year basis 

 

### 

About CIP4 

CIP4 brings together vendors, consultants, and end-users in the print communications, graphic arts industry, and associated 

sectors, covering a variety of equipment, software, peripherals, and processes. Members participate in focused working groups 

to define the Job Definition Format (JDF), PrintTalk, and other standards relevant to process automation; to study user 

requirements; to test product interoperability; and to develop a range of JDF software development tools. Information on CIP4, 

including membership details, is available from the organization’s website: www.cip4.org. Or contact: Stefan Daun, 

Fraunhofer Institute for Computer Graphics, +49 6151 155 575, secretariat@cip4.org. All content and ideas submitted to the 

CIP4 user groups and intellectual property rights subsisting therein shall become the exclusive property of CIP4. 

About JDF 

The Job Definition Format (JDF) is the industry specification designed to facilitate process automation and the integration of 

different applications and systems in and around the graphic arts industry. JDF also enables the integration of business 

management and job planning applications into the production workflow. JDF is based on the W3C’s Extensible Markup 

Language (XML), ensuring maximum interoperability between different platforms and ready interaction with Internet systems. 

More information is available at http://www.cip4.org/. 
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