
 

 

 

 

 

 

プレスリリース 

FFP Packaging 社 が Asahi Photoproducts（旭化成）の AWP™ フ

レキソ版で印刷した作品において、 2020 年度 EFIA アワードの「最優

秀賞」を受賞 

東京 (日本) およびブリュッセル (ベルギー)、2020 年 10 月 07 日 – フレキソ印刷感光性樹

脂版開発のパイオニアである Asahi Photoproducts（旭化成） は、最新の 2020 年度 EFIA 

アワードで「最優秀賞 (Best in Show)」の受賞者となった、 FFP Packaging Solutions 社様 

に心よりお祝い申し上げます。高品質な Asahi Photoproducts  の AWP™-1.14mm フレキ

ソ版を使用した FFP 社様 の作品は、「フィルムフレキソ－リバース・プリント・ワイド」

部門で金賞を受賞しました。FFP 社様 の作品「ジューシー・ミート・カンパニー、及びラ

ージ・ビーフ、イージー・クック・パウチ」は、鮮やかでスムーズなハイライトと高いベ

タ濃度を実現し、CMYK での優れたデザインと最高品質の印刷技術において、EFIA アワー

ドの選考者より、非常に高い評価を獲得されています。 

FFP 社様の印刷開発マネージャーである Paul Hesketh 氏は、「EFIA アワードで今年度の

「最優秀賞」を受賞したことを大変嬉しく思います。」と仰っております。FFP 社様は軟

包装印刷の分野において 50 年の経験を持ち、また早い段階でフレキソ版の内製化も始めら

れたことで、他の印刷会社と比べて様々な優位性を持たれています。Hesketh 氏 は次のよ

うに説明されています。「フレキソ版の内製を行うにあたり、優れた製版技術を持ちつつ、

当社の品質向上に協力して頂けるサプライヤーを見つける必要がありました。当社の

Asahi Photoproducts との関係性は、安定的に高品質な製品を供給する当社の戦略の支えと

なっています。当社は、およそ 5 年前に Asahi Photoproducts の AWP™ 4835P 水現像版

製版装置を購入しており、社内で AWPTMフレキソ版を内製しております。当社は、市場に

出ているフレキソ製版技術をくまなく調査した結果、Asahi Photoproducts の水現像版であ

る AWP™を採用することに決めました。AWPTM はインキ転移性に優れ、さらに高いベタ

濃度を安定的に出すことが出来る為、高品質なデザインに最適と言えます。。AWPTM フレ

キソ版で印刷した製品印刷品質は非常に高く、当社では『Platinum Print』という商標の下

で顧客に提供しています。」 



 

 

FFP 社様の印刷チームは、今回の受賞作品を作るにあたり、鮮やかなハイライトや鮮明な

ベタ濃度を出すためには、高いデザイン加工技術と製版技術が必要であると感じていまし

た。ジューシー・ミート・カンパニーパックのデザインは主に濃い黒色で、製品そのもの

の明るい色合いと対照的なデザインになっています。今回賞を受賞したデザインで FFP 社

様は、カラーマネジメントプロセスにこだわり、IQC カラーマネジメントソフトウェアと 

X-Rite 分光光度計を用いてデジタル公差を測定し、印刷品質の向上に成功されています。 

Hesketh 氏はこう続けます。「FFP には、素晴らしいデザイン・カラーマネジメントチー

ムがありますが、最終的に高品質な印刷物を作る為には、版材との組み合わせも重要にな

ります。版、インキ、アニロックスとのバランスを調整することが重要です。AWP™ 

1.14mm 版は、当社の Windmöller & Hölscher の高速印刷機 Miraflex Printing において、溶

剤インキと組み合わせて使用すると、優れた印刷品質と高い印刷安定性を実現することが

出来ます。」 

FFP 社様の 受賞作品は、実際の商業印刷物の中から選定されており、今回の賞の為に特別

に作成した印刷物ではございません。。Hesketh 氏 はこう説明されています。「我々は

日々の印刷においてより高い印刷品質を常に目指し、絶えずその品質を維持しようと考え

ています。」。FFP 社様における印刷品質は日々の業務の中で常に高められており、今回

のような賞にエントリーする作品を決定する際に Hesketh 氏 とそのチームは、日々の商業

印刷物の中から最良かつ最も適切な印刷物を審査し選定しています。Hesketh 氏 は顧客向

けに印刷する全ての製品で、賞を受賞できるほどの品質を備えていなくてはならないとい

う原則を掲げています。 

Hesketh 氏 はこのように結んでいます。「私たちは今回の受賞を大変光栄に受け止めてい

ます。当業界内部では、EFIA (欧州フレキソ印刷産業協会) は最も権威のある組織とされて

おり、当社は長年にわたり会員として多くの賞を受賞してきました。最優秀賞 (Best-in-

Show) を受賞した今年は、本当に満足いくものとなりました。絶えず進歩しているフレキ

ソ印刷市場で最高レベルの印刷品質の製品を印刷し続ける FFP にとっては、技術面におい

てパートナーシップを結ぶサプライヤーの選択を慎重に検討する必要がありました。当社

は 5 年前に Asahi Photoproducts と提携し AWP™ を使用することを選択し、今回の賞を

獲得しました。その他のサプライヤーを検討しましたが Asahi Photoproducts の水現像版

が最高品質であると信じており、Asahi Photoproducts とのパートナーシップを大変嬉しく

思います。当社は最も優れた印刷会社となるよう努めており、Asahi Photoproducts の 

AWP™製版システムを導入したことにより、業界内において技術的優位性を確立したと感

じています。」 



 

 

Asahi Photoproducts のフレキソ印刷技術に関する詳細情報については、www.asahi-

photoproducts.com をご覧ください。 

—ENDS— 

 

 

画像・キャプション： 

 

 

 

EFIA Best in show 2020.jpg: 旭化成 AWP™ 版を活用した FFP社様の受賞作品。 

 

plates.jpg: FFP Packaging Solutions社 で社内製版された 旭化成の AWP™-1.14mm版。 

http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/


 

 

 

Award image.jpg:旭化成の AWP™ 版を活用した FFP Packaging Solutions社 受賞作品への 
2020 年度 EFIA 「最優秀賞 (Best in Show)」。 

 

Color Management.jpg: FFP Packaging Solutions でのカラーマネジメントコントロール – 

Asahi の AWP™ を活用した 2020 年度 EFIA 「最優秀賞」受賞者。 

 

FFP Packaging Solutions社 について 

英国のノーサンプトンシャー州に本拠を置く FFP Packaging Solutions は一流のフレキシブル包装材

料加工業者であり、幅広いカテゴリにわたり受賞歴のある革新的な印刷とラミネートを供給してい

ます。50 年以上もの間、同社が受賞した革新技術により、食品業界内部でのフレキシブル包装材料

の様相が変容を遂げました。FFP は、引き続きその顧客に付加価値を提供しようとしており、新し

いパック形式や新たなラミネートを開発して、売上高や生産ラインの実績を増やし、コストを削減

しています。その広範な知識や技術的な専門技能を活用しながら、FFP は、その顧客への付加価値

を高め、顧客・エンドユーザーにとっての機能性や利便性を増進する実用的なソリューションを開

発しています。初期設計概念から最終製品まですべてにわたり、業界のエキスパートからなる FFP 

のチームが社内での工程全体を担当しています。 https://www.ffppkg.co.uk/about-us 

EFIA について 

EFIA は、フレキソ印刷業界向けの欧州事業者団体です。英国に本部がある EFIA は印刷会社、関連

資材サプライヤ、ブランドオーナー、小売業者に至るフレキソ業界の企業が加盟しています。EFIA 

https://www.ffppkg.co.uk/about-us


 

 

の使命はフレキソ印刷工程の発展を伝え、称賛するとともに、教育や情報共有を通じてフレキソ業

界として付加価値を提供することにあります。 https://www.efia.uk.com 

 

Asahi Photoproducts について 

Asahi Photoproducts は 1971 年に設立された旭化成株式会社の子会社です。フレキソ印刷用感光性

樹脂版の開発ではトップクラスの先進企業に数えられています。高品質なフレキソ印刷技術を開発

し、イノベーションを継続するとともに環境に配慮した印刷を推進することを目標に掲げています。 

   で Asahi Photoproducts 社をフォローしてください。 

詳細情報については、www.asahi-photoproducts.comと以下をご覧ください。 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49(0)6104 944895 

Dr. Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49(0)2301 946743 
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