Form Magic
株式会社サイラン

5000 件 / 日の One to One オリジナル
フォトアルバムの制作・製本・配送を実現！
オンデマンド機とバリアブル印刷ソフト《Form Magic》
の組み合わせで One to One 高品位フォトアルバムを
制作している株式会社サイラン。
A3 サイズという大きなサイズが中心のフォトアルバム
は、一度注文した方からのリピート率も高いそうです。
同社の小黒工場を訪問して、
《Form Magic》を使って
フォトアルバムの制作を実際に行っている製造部 山梨
部長、制作課 五十嵐課長、制作係 北島係長にお話を
伺いました。
製 造部 部長

制作課 課長

制作課 制作係 係長

山梨 進 氏

五十嵐 史一 氏

北島 志帆 氏

オンデマンド機だからこそという
印刷物を積極的に取り扱う

One to One フォトア ル バ ム を
《Form Magic》
とオンデマンド機で

オフセット印刷物の製版やアルミ缶、ダ

バリアブル印刷というと、宛名などのテキ

ンボール、大判印刷など特殊印刷の製

スト差し替えというイメージが強いため、

版を中心に事業を展開し、2001 年から

フォトアルバムのような大きなサイズの写

CM やイベント企画などの広告代理店業

真の差し替えができるのかな、という心

も平行して行っている株式会社サイラン。

配もあったそうです。そんなときに、富士

現在の製版業と広告代理店業の割合は

ゼロックスのセミナーで、
「大きな画像の

五分五分だそうです。そんな株式会社

差し替え用途なら是非このソフトを！」
と

株式会社サイランで制作しているフォトアルバム、カレン
ダーなどのサンプル。

す」
と五十嵐課長は話します。

サイランがオンデマンド印刷を始めたのは

紹介されたのが富士フイルムグローバルグ

「当然ですが、クライアントは従来の方法

2004 年のことでした。当初はオフセット

ラフィックシステムズのバリアブル印刷ソ

で制作したフォトアルバムを知っているわ

印刷ではメリットの少ない小ロットの印刷

フト《Form Magic》
でした。

けです。それと比較して凌駕するようなも

物の出力が中心でしたが、
現在はオフセッ

お客様が Web から好きな写真を選んで

のを《Form Magic》
とオンデマンド機で作

ト機ではできない、オンデマンド機だか

発注したものを受けてフォトアルバムを

り上げなければいけないため、富士ゼロッ

らこそという印刷物を積極的に扱っていま

作成するというジョブに対して、
《Form

クスと富士フイルムグローバルグラフィック

す。現在のようなオンデマンド機だからこ

Magic》
とオンデマンド機で制作をするこ

システムズには本当に真剣に取り組んで

そといった仕事を始めるターニングポイン

とを社内で提案した際には、営業からコ

いただけたので大変感謝しています。こ

トになったのが、
フォトアルバムの仕事だっ

ストが高すぎるのでは、という意見が出

の方法で出力したフォトアルバムを持って、

たそうです。

たそうです。

何度かクライアントと打ち合わせをして、

「あるところから、版権のある写真を使っ

「ただ、こちらとしても 1 冊ごとに異なる

たフォトアルバムの仕事で現状に満足して

写真から構成されるフォトアルバムを手で

いないクライアントがいるという相談があ

組版していたら、制作部隊が持たない。

りました。これをオンデマンド機を使って

フォトアルバムのジョブを処理していくに

対応できないかと考えたのが始まりでし

は《Form Magic》
による自動組版は絶対

た。じゃあ具体的にどうするかということ

に必要なものだ」
ということで説得したと

で考えたのがオンデマンド機とバリアブ

山梨部長は話します。

品質面などで納得をいただくことができま
した。
」
と山梨部長は話してくれました。
創

業

1905 年（明治 38 年）

本

社

〒 102-0072
静岡県静岡市葵区鷹匠 3-11-4
URL：http://www.sairan.co.jp/

事業内容

広告代理業務
デザイン・ホームページ制作、各種印刷物
の企画・制作

ル印刷ソフトの組み合わせで処理すると

「このとき、
《Form Magic》
が A3 サイズと

いうアイデアです」
と山梨部長は当時を振

いう大きな写真の差し替えに対応できた

イベント企画・デザイン・設営

り返ります。

のが説得の大きな材料になったと思いま

アルミ缶・大判印刷等の特殊印刷物の製版

システム開発
各種印刷物の製版・印刷

Form Magic
株式会社サイラン

《Form Magic》＋オンデマンド
機で高品質を実現
当初はオンデマンド機 1 台で処理を行っ

いう感想が届きますね。実際に 1 度注文

普及で出力せずに眠ったままの写真は沢

された方からのリピート率は高いです」
と

山あるはずです。そうしたニーズに応え

北島係長は話してくれました。

るために、
《Form Magic》
をクラウドで活

ていましたが、ピーク時には注文が 1 日

「物にもよりますがオンデマンド機の印刷

用するなどこれから挑戦したいですね」
と

5000 件、1 件の注文で複数冊を注文さ

品質は、オフセットの印刷機に負けない

山梨部長は話してくれました。オンデマン

れる方もいるそうで、現在は 2 台体制に

と思います。オンデマンド印刷の場合、

ド機だからできる仕事や《Form Magic》

切り替えているとのことです。

大きなサイズの写真でゴーストが出ない点

の活用の機会はまだあるという話を聞い

「
《Form Magic》の組版能力や処理速度

はメリットです。実際にオンデマンド機で

て、株式会社サイランとの関係をますます

には大変満足しています。フォトアルバム

出力したフォトアルバムを見た印刷会社の

深めていければと感じました。

の工程を考えた場合、最も処理能力に

方に「きれいだ」
と言ってもらえています」

余裕があるのが《Form Magic》
です。オ

と山梨部長。

ンデマンド機の出力も問題がありません。

最後に、今後の展望や新しい企画につい

高級感のある製本を行っているので、こ

て話をお聞きしたところ、
「例えば、小・

の部分が自動化できず一番時間がかかっ

中学校の卒業アルバムを One to One 化

ています。そのため、製本処理のリミット

したり、シニア向けに自分史を作成した

で Form Magic の処理量を制限していま

りとかオンデマンド機ならではの仕事とい

す」
と山梨部長。

うのはまだまだあると思います。フォトア

「ネットで注文をしてもらっていますが、こ

ルバムやフォトブックも全盛といわれてい

んなに綺麗な画像できちんと製本された

ますが、世間にはまだ注文したことがな

フォトアルバムが届くとは思わなかったと

い人も大勢いると思います。デジカメの

フォトアルバムを組版実行中の≪ Form Magic ≫

■システム概要図
お客様

株式会社サイラン

写真選択・発注

Form Magic
Web サーバー

InterNet 経由

データ変換
CSV
データ

写真選択・発注

自動組版実行 /
出力指示

出力

CSV
↓
XML
オンデマンド機

配送

製本

〒106-0031 東京都港区西麻布2-26-30 富士フイルム西麻布ビル
TEL：03-6419-0300
（インフォメーションダイヤル）

URL http://ﬀgs.fujiﬁlm.co.jp/

(2012.10)

