
3D パッケージング
デザインと可視化

Studio

パッケージは平面ではないにもかかわらず、平面で作業する理由はありません。Studio は、特にプロ
フェッショナルパッケージデザイナー向けに開発された 3D パッケージデザインのための独自のツー
ルセットです。 



質の高いパッケージをより速く作成

Studio を使用すると、作成するアートワーク
の質が向上します。デザイナーがさまざまなア
イデアを試してみる場合でも、プリプレスオ
ペレーターが裏面との適合を確認する場合で
も、Studio ではパッケージを手で扱っている
ように操作できます。

Studio は強力なコミュニケーションツールに
もなります。3D コンテンツを使用したPDFフ
ァイルから、動画や仮想パックショット、店舗
の陳列棚まで、興味深い 3D ビジュアルを作
成して顧客に見せることができます。

複雑すぎる 3D ツールでは、パッケージのモデリ
ングやレンダリングに数時間かかることがありま
す。Studio は簡単で作業も短時間。ご使用ツー 
ル（Adobe® Illustrator® など）との統合、デー 
タ処理し、パッケージング言語の理解が可能
です。

Adobe® Illustrator®、ArtPro、PackEdge 内でパッケージを 3D 表示



Studio はデザインおよび製作におけるすべてのパッケージデザイナー向けプロフ
ェッショナルツールです。

ブランド向け
Studio は、パッケージングと POS 開発を処理す
る方法に革命をもたらすことができます。インタ
ラクティブな 3D ビジュアルにより、アートワー 
クの承認サイクルを短縮します。モックアッ 
プおよびスタジオの撮影コストを削減します。
製品範囲全体の仮想オルターエゴを使用し、常
に最新のアートワークを採用します。店舗におい
て自分のブランドが他社ブランドの横でどのよ
うに展示されるのかを事前に確認することで、 
製品発売の成功率を高めます。

パッケージングデザイナー向け
Studio では、すばやく簡単に、アイデアを美し
い 3D イメージに変換できます。独自のインス
ピレーションの表現に使用したり、大切なクラ
イアントを感動させるために使用したりできま
す。Studio では画面上にパッケージが表示され
るため、常に印刷物を切り取ったり、折りたたん
だり、のり付けしたりする必要はありません。 

作業スピードが上がり、よりクリエイティブな活
動を行えます。また、技術的には、提供するアー
トワークの精度が向上します。このように、製作
中に、設計面で妥協しません。 

まだ従来のモックアップを行う場合もありま
すが、Studio には、仮想モックアップというよ
り高速で安価な新しいオプションがあります。

商業店舗向け
Studio は非常に簡単であるため、全員が使用
できます。さらに、効率的な方法で、付加価値
のある 3D サービスを提供します。
社内 QA ツールとして Studio を使用します。パ
ネルの不一致を確認し、タイムリーに構造エラー 
を特定します。完全なバックマッチの作成や、高
度なシュリンクの歪みを補正し、収縮試験の実
行時間を短縮します。

コンバーター向け
プレートの作成、抜き型のエンボス加工、また
はブランケットのニス加工の前にエラーを確認
します。正確な仮想モックアップを事前にクラ
イアントに見せることで、クライアントによる
却下を回避します。

あるいは、移動中に Studio を使用して、見込
み顧客に対して、そのブランド向けにどのよう
な特別な仕上げ加工が可能であるかを示すこ
とができます。

Studio の使用メリット



箱または段ボールのパッケージングを折りた
たむことは、困難な場合があります。多くのパ
ネルがあり、一部は複雑な方向になっているた
め、折りたたんで組み立てる方法を想像するこ
とは困難です。Studio は特に箱の処理に適し
ています。ArtiosCAD の技術、プロフェッシ 
ョナル構造デザイナーが好む選択、およびさま
ざまな優れたアートワークツールを備え、パネ
ルの複雑さに対処します。

折りたたみ
抜き型製作者の CAD システムのネイティブフ
ァイルがある場合は、3Dで直接処理できます。
平面の抜き型図面しかない場合は、Studio で
折りたたむことができます。Studio には、二重
線を検出して削除し、小さい隙間を埋めるため
の完全なツールがあります。直感的な折りたた
みツールによって、箱や段ボール構造を3D形状
にできます。また、ボードの種類や厚さを変える
こともできます。

抜き型図面から 3D 形状へ。

自分の頭を動かすのではなく、デザインを回転

横向きや上下反対の文字を編集する必要はあり
ません。Studio は自動的にキャンバスを回転す
るため、常に都合のよい方向で作業できます。

Studio for Boxes

アートワーク
Illustrator、ArtPro、または PackEdge のい
ずれを使用する場合でも、Studio のウィンド
ウには、パッケージが表示され、手で折りたた
むように回転します。アートワークを変更し、
箱でどのように見えるのかをその場で確認し
ます。Studio ウィンドウにはナビゲーター機
能もあります。パネルをダブルクリックするだ
けで、アートワークを拡大できます。



ディストリビュート
複数のフラップが1つの面を構成する場合、優れ
た配布機能によりアートワークのコピーが作成
され、パネル全体でつながっているように見え
ます。優れたデザインを作成するために、数学
的な知識は不要です。

パッケージのパネルにデザインをシームレスに配置

ホイル、エンボス加工、ニス
段 ボ ー ル 箱 に は さ ま ざ ま な 特 殊 効 果 と
仕 上 げ の 可 能 性 が ありま す。で は 、色 の
刷り重 ね の あ る ホ ログ ラフィック な ボー
ド が どの ように 見 える の か を、どの よう
にしてクライ ア ントに 説 明 する の でしょ 
うか。あるいは、ニスブランケットが正しいこと
をどのように確認できるのでしょうか

Studio Visualizer は実物そっくりの仮想モッ 
クアップを作成します。画面上で、これをリア
ルタイムに回転し、他のユーザーと共有でき
ます。このため、仕上げ分版を確認し、クライ
アントは最終製作物を前もって確認できます。 

さまざまな材質で、エンボス加工、ホットホイルなどのさま
ざまな人気のある仕上げ効果を使用し、超リアルなモック
アップを作成します。

Studio for Boxes



ヒートシュリンクパッケージングのアートワークは最
も困難です。フィルムが縮小するにつれ、ブランドと
デザインが大きく損なわれる場合があります。この
ため、アートワークを再配置したり、補正したりし
なければなりません。Studio 3D 表示がなければ、
何も見えない状態で作業しているようなものです。

準備するには、CAD システム、デスクトップ 3Dスキ
ャナ、または他の Studio Toolkit からの 3Dファイル
の容器が必要です。次に、Studio はオブジェクトの
周囲で、バーチャルシュリンクスリーブをシミュレー
トできます。この真の独自の物理シミュレーション
では、円形のオブジェクト、非対称のオブジェクト、
さらにはマルチパックも処理できます。

ここで、Illustrator® でアートワークを適用します。アー 
トワーク要素が歪んでいることがただちにわかりま
す。マウスをワンクリックするだけで、ベクターアート、
テキスト、およびイメージをあらかじめ歪ませるこ
とができます。Studio には、複数の候補、調整、お
よびリアルタイムの3D フィードバックがあります。

 

Studio for Shrink Sleeves and 
Multipacks

3D でラベルを表示するには、容器とラベル
の両方を最高の状態で表示する必要があり
ます。Studio にはこのための優れたツールが
あります。

Studio は容器の 3D 表示にラベルをいくつで
も追加できます。また、抜木型の適切な形状と
配置を判断します。

Studio には円錐状に曲げるツールがあり、選
択したアートワークを即時に曲げて、再度まっ
すぐに表示できます。

Studio for Labels

形状の描画からリアルなモックアップ
まで。

CAD システムからの 3D 構造ファ 
イル（COLLADA ファイルなど）にラベ
ルを追加

シュリンクスリーブおよびマルチパッ
クで、Studio を使用してシュリンク歪
みを補正



同じフレキシブルなパッケージは 2 つとありませ
ん。ピロー袋またはパウチはすべて同じサイズ
で、あらゆる種類の内容物を含みます。Studio は
軟包装パッケージング向けの独自のデザインツー 
ルです。非常に柔軟なパッケージング形状を瞬
時に作成できます。

Studio for Flexibles

形状を選択し、デザインを開始します。

形状
充填機からパッケージの種類を選択し、設定を
入力するだけです。対話方式で、独自のパックを
作成できます。実際のもののように動くことが
わかります。空気と液体を充填したり、幾何学
的形状を挿入して、キャンディバー、ビスケット、 
またはアイスクリームを模倣します。充填およ
び材質の知識が組み込まれているため、他の
モデリングツールよりもはるかに高速です。

パウチ、袋を作成...

ピロー袋 ガセット袋 スタンドアップ
パウチ

クアトロシール袋 小袋 おむつバック

アートワーク
Illustrator、ArtPro、または PackEdge の Studio
ウィンドウで、3D のアートワークを瞬時に確認
できます。シールまたはガセットが重要なデザイ
ン要素を妨害していないことを確認できます。
また、配布ツールにより、完全な「バックマッ
チ」を作成できます。

Studio Visualizer でデザインを開き、オぺーク
の白い裏面を確認し、メタリックのインクとシー 
リングリリーフを確認します。印刷モデリング技
術により、Visualizer では、フィルムの裏側がど
のように見えるのかも確認できます。

PackEdge と Artpro の 2D および 3D 表示。



Studioにはさまざまな 3D 共有オプションが
あります。

 • インタラクティブ 3D PDF を送信し、無料の 
Adobe® Reader® で閲覧・回転できます。 
(サンプルについては、www.esko.com/3dpdf
をご覧ください。）また、無料の Esko Studio 
Viewer で表示できる Collada ファイルを共
有できます。

 • イメージ：透明、平面、またはイメージバッ
クグラウンドを使用してパックショットを作
成します。

 • Studio から WebCenter にバーチャル 3D 
モックアップをアップロードし、プロジェク
トメンバー全員を招待して確認と承認を行
うこともできます。

パッケージを白紙からデザインする必要はあ
りません。

一 般的なパッケージング 形状の場合、オン
ライン形 状 ストアにアクセスし 、すぐに使
用できる Co l la da  ファイルをダウンロー 
ド で きます。ストアには 飲 料水のカン、チ
ューブ、ペットボトル、プラスチックボトル
などがあります。Adobe ® I l lus t ra tor ®、 
ArtPro、または PackEdge から直接ストアにア
クセスできます。

カスタム形状が必要な場合、Esko は 3D モデリ
ングサービスも提供します。Esko  のプロフェッシ 
ョナル3Dアーティストが、CAD ファイル、写真、
または実物のサンプルに基づいて、Studio 用の
Collada ファイルを準備できます。

Studio は、Collada などのオープンファイル形
式に対応しているため、3D モデリングソフトウ
ェアとの連携もスムーズです。

その他の形状

オンライン形状ストアから形状を選択します。

3D を他のユーザーと共有

クライアントは無料の Studio Viewer を使用して、手でつかん
でいるかのようにデザインを表示できます（www.esko.com/
studioviewer）。iPhone および iPad でも使用できます。

形状モデリングサービス
によるカスタム形状 



印刷および仕上げ効果

特許取得済みの印刷モデリング技術に基づく、Visualizer のリアルタイムのイメージは超リアルで
す。Visualizer は、正しい資材上で、正しい順序で、印刷および仕上げ処理を1つずつシミュレートし
ます。このため、優れた表示を行うだけではなく、表示されているものは技術的にも実現可能です。

黒、ピンク、および黄、オ
ペークホワイト、ホログラ
フィックなホットスタンプ
ホイル、マイクロエンボス
加工、および円形エンボ
ス加工で刷り重ねた、ホ
イルボードの Visualizer
の印刷モデリング。

使用可能な素材と効果
 • 紙：光沢コート、マットコート、非コート、テク

スチャ加工、カラー加工
 • ホイルボード、コート、および非コートライナー
 • 透明な白いプラスチックフィルム
 • 金属、（色付き）ガラス、硬質プラスチック
 • ラベル紙（コートおよび非コート）、透明な

ラベル紙、金属ラベル紙
 • M-real Zanders 1 ラインの CHROMOLUX®

ラベルとボード
 • 各種 AVERY DENNISSON ラベル素材
 • プロセスカラー
 • PANTONE® および PANTONE GOEカラー

(単色、パステル、メタリック）
 • スポットカラーとオペークスポットカラー
 • スクリーン印刷（オぺーク）カラー
 • 裏刷り、表刷り、または両面刷り

 • スポットUVニス（マット、サテン、光沢）
 • Fujifilm® およびSakata INX® の特許取得ニス 
 • エンボスおよびデボス加工、マルチレベル、シ 

ャープ、または円形
 • 彫刻エンボス加工
 • 抜き型切り取り
 • ホットスタンプメタルホイル（ゴールド、シル

バー、またはカラー）
 • コールドホイル（ゴールド、シルバー、カラー、 

刷り重ね）
 • メタリックインク（PANTONE® メタリックス、 

Eckart シルバーおよびゴールド顔料）
 • Kurz® Light Line ホログラフィックホイル

Visualizer では、瞬時に異なるオプションを試してみることができます。左から右：シルバーホットホイル、シルバーインクとエンボス加工、ゴールドホットホイル
とエンボス加工。



Visualizer は1つのパッケージングオブジェク
トを 3D で表示できます。ただし、これだけで
は十分ではないこともあります。店舗において
は、製品はブランドを伝え、顧客を引きつけな
ければなりません。このため、他社製品と並ん
だ店舗環境において、可視化することこそが、
新しいデザインの成功を予測する最も効果的
な方法です。

Studio Store Visualizer はまさにこのこと
を実現します。Vtales グラフィックスによるリ
アルタイムのバーチャルリアリティ技術は、店
舗内の新製品と既存製品を可視化できます。
これらのビジュアルによって、すべての関係者
は展示棚に事前にアクセスできます。このよう
に、色、形状、素材、アートワーク、および棚の
レイアウトに関する正しいデザイン上の決定
を事前に行うことができます。

リアリズム
棚の背面の影、製品を棚やランダムに配置す
る様子、さまざまな資材、印刷効果など、すべ
てが詳細に再現されます。アニメーションと物
理特性が、リアリズムをさらに高めます。通路
を歩き、商品を取り、商品がぶつかり合う称す
を確認できます。

製造資産から
バーチャル製品は Studio またはArtiosCAD で
作成されるため、デザインや製造データに直結
しています。 また、非常に簡単に別のバリエー
ションと交換できます。Store Visualizer では、
さまざまなモデリングツールや3Dスキャンデバ
イスから、3D オブジェクトをインポートするこ
ともできます。

バーチャルリアリティ

Studio および ArtiosCAD を使用して、ブランドに合った完
全なストアコンセプトを確立することもできます。 



実際のプラノグラムでバーチャル
店舗をすばやく構築
Studio Store Visualizer は、プラノグラムとも
連携し、一般的なプラノグラムファイル形式を
インポートできます。 細部まで再現され、見
た目にも素晴らしいビジュアル 3D 店舗の作
成に数日かける必要はありません。完成に必
要な時間は数分です。

バーコード、価格など、インポートした製品に関
連するメタデータを表示できるため、店舗計画
やカテゴリー管理に最適です。

POS 素材
ブランドの確立は店舗の棚だけで行われるの
ではありません。商品を床に配置したり、壁に
かけたりすることもできます。あるいは、ブラ
ンドを取り入れた正面部や仕切り板を使用し

て、棚を装飾することもできます。最もビジュ
アルな方法で、ブランドに合った完全なストア
コンセプトを表現します。

環境
Store Visualizer では、床や天井のスタイルを
選択し、通路や棚のレイアウトを設定して、独自
の店舗を作成できます。

バーチャルパッケージングモックアップを実際の店舗環境
に統合します。 
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Designer
アートワークエディターに 3D プレビュー
を追加し、3D ファイルを共有できます。

• ArtiosCAD または Studio ツールキットの
いずれかから、構造デザインファイルを配
置します。

• オンライン形状ストアから Collada ファイル
を配置します。

• アートワークを使用してパッケージを 3D
で表示

• 複数の 3D シーンでの複数のアートワークフ
ァイルを表示

• 3D 操作、パネル上での拡大、自動キャンバ
ス回転

• 3D PDF、Collada、U3D、または TIFF にエ
クスポート

• AI® 用のプラグイン（Mac/PC）
• ArtPro および PackEdge で使用可能

モジュール

Studio はモジュール式のソリューションであり、緊密に連携するプラグインとアプリケーションが含まれています。現在のニーズに合った設
定を選ぶことができます。後からいつでも拡張できます。すべての Studio モジュールは、Mac およびPCで実行されます。

Toolkit for Boxes
Designer および Visualizer 用の折りたた
み構造を作成します。

• 折りたたみと切り取りの割り当て
• 抜き型図面のクリーンアップ
• 紙器または段ボールの種類を選択
• 3D で折りたたみ

• Designer または Visualizer 向けに
ArtiosCAD ファイルにエクスポート

• AI® 用のプラグイン（Mac/PC）

Toolkit for Labels
Designer および Visualizer で使用する 
1 つ以上のラベルを使用して、3D 形状を
作成できます。

• 3D Collada ファイルをインストール
• 1 つの曲線部品にラベルを追加
• あるいは、形状曲線を円形3D形状に回転
• 平面ラベルを回転した形状の上下に追加
• 円柱または円錐状のラベルを側面または回

転した形状に追加
• 3D 形状に基づいてラベル抜き型切り取り

を計算

• Designer および Visualizer 向けに 
Colladaファイルにエクスポート

• AI® の円錐ラベル用の歪曲補正ツール
• AI® 用のプラグインの一部(Mac/Pc).

Toolkit for Flexibles
Designer および Visualizer 用の柔軟な
パッケージングを作成できます。

• Studio ツールキットまたは他のソース
(.OBJ、.ZAE、.DAE、.ARD）から3Dオブジェ
クトをインポート

• 円形、不揃いの形状、およびマルチ 
パックを作成

• 水平または垂直のヒートシュリンクスリーブ
を追加

• 素材の縮小特性の物理シミュレーション
• Designer および Visualizer 向けに 

Collada ファイルにエクスポート
• AIにおける縮小歪み統計情報を表示
• アートワークをあらかじめ歪め、縮小歪み 

(歪曲）に合わせて補正

Toolkit for Shrink Sleeves
シュリンクスリーブパッケージングの 3D
形状を作成し、アートワークを曲げて縮小
歪みを補正できます。

• Studio ツールキットまたは他のソース
(.OBJ、.ZAE、.DAE、.ARD）から 3D オブジェ
クトをインポート

• 円形、不揃いの形状、およびマルチ 
パックを作成

• 水平または垂直のヒートシュリンクスリーブ
を追加

• 素材の縮小特性の物理シミュレーション
• Designer および Visualizer 向けに 

Collada ファイルにエクスポート
• AI における縮小歪み統計情報を表示
• アートワークをあらかじめ歪め、縮小歪み 

(歪曲）に合わせて補正

Visualizer
さまざまな基板、印刷効果、および仕上げ効
果を可視化し、画像や動画を共有できます。 

• ArtiosCAD、Studio Toolkits、またはオン
ライン形状ストアから構造デザインをイン
ポート

• PDF のインポート、またはAI、ArtPro、また
は PackEdge から直接起動

• さまざまな基板、インク、ホイル、および仕
上げ効果を作成

• 分版名を自動的に効果と一致
• 14 のリアルな照明環境（オフィス、スー 

パーマーケット、屋外、写真スタジオなど）
• エクスポート：PNG、JPEG 
• カスタムまたは透明バックグラウンド
• Collada
• Mac/PC Web/iPad 向け無料ビューア提供。

Store Visualizer
実際の店舗でデザインを可視化できます。

• 球状イメージの空の場所に仮想オ 
ブジェクトを配置

• 5 つのサンプル球状イメージ付き（カスタム
イメージは有料サービスとして入手可能）

• 仮想店舗の設定：床と天井のスタイル、通
路、棚のレイアウト

• インポート： Studio または ArtiosCAD の
Collada ファイル、その他の3Dモデリングソ
フトウェアの 3D ファイル、平面モデルとして
の透明 PNG 画像

• 大量の 3D モデルをライブラリで管理
• 1 つのパッケージングオブジェクトの配置、

または使用可能なスペースを配列で埋める

• オブジェクトの交換、棚の再配置
• 据え置き型の器具、ポスターの追加
• ワークアラウンド（球状環境以外）オブジェ

クトを選択
• 物理学：重力、衝突、摩擦
• 超高解像度イメージにエクスポート
• Macまたは PC 向けに自己実行パノラマビュー

アとしてエクスポート
• 依頼に応じて、立体投影オプションも提供

いたします。 


