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なぜDeskPackプラグインを
使用するのですか？
Deskpackは、Adobe®Illustrator®およびAdobe®Photoshop®用のパッケージプリプレス
プラグインのコレクションです。 DeskPack プラグインを使用すると、Illustrator と
Photoshopが本格的なパッケージングプリプレスアプリケーションになります。

DeskPackプラグインは、あらゆるプリプレス環境に適合します。 構造設計ファイル（CADデ
ータ）のインポートから、プロダクションファイルのトラップ、印刷可能なプロダクションフ
ァイルの繰り返しの作成まで、DeskPackは作業を完了するための最良のパッケージングソリ
ューションを提供します。

リードタイムが短くなります！
プリプレスオペレーターは、より高
品質のジョブをより短時間で作成で
きます。

エラーの削減
エラーは可能な限り早期に検出され
、コストを最小限に抑えます。

非常に低い学習曲線
すべてのプラグインはAdobeのルッ
クアンドフィールを備えており、学
習曲線が短く、トレーニングコスト
が低くなっています。

絶対的な統合
DeskPackプラグインは、他のEsko
ソリューション（構造設計、3D視
覚化、自動化エンジン）と緊密に統
合されています。



選択と調整
これらの専用ツールは、頻繁に使用される選
択および位置合わせ操作を高速化し、
Illustratorの強力な機能を超えてスポットカ
ラーや特殊インクを処理する新しい方法を追
加します。

バーコードの生成
印刷性が保証された動的バーコードを生成します
。 このプラグインには、幅広い業界標準のバーコ
ードが含まれており、バーコード認識、自動ボッ
クス生成、バー幅の縮小、出力解像度に依存する
スケーリングなどの高度な機能があります。 
AdobeIllustratorでバーコードを簡単かつプロフ
ェッショナルに生成することはこれまでにありま
せんでした。

ビューア
プロフェッショナルな環境では、パッケージデザ
インを正しく視覚化することが重要です。 ビュー
アでエラーを早期にキャッチします。 包装の品質
管理に最適なツールです。
ビューアを使用すると、事前定義されたプレス設
定を使用して、最初の印刷可能なドットを検出し
、ドットゲインと登録エラーをシミュレートし、
ファイル内の総面積を計算できます。

PDFをインポート
Illustrator、ArtPro +、ArtPro、および
PackEdge間の安全なファイルラウンドトリップ
。 レイヤー、セパレーション、スクリーニング情
報を失うことなく、AdobeIllustratorでEsko固有
の情報を含むPDFをインポートします…！ PDFイ
ンポート機能により、PDFファイルを
AdobeIllustrator形式に変換する方法が改善され
ます。 すべてのPDFグラフィックをネイティブAI
オブジェクトに変換することに加えて、Esko固有
の情報がIllustratorに渡され、ファイルを編集可
能に保ちます。 たとえば、テキストボックス認識
機能は、PDFテキストから意味のあるテキストボ
ックスを作成します。



パッケージングプリフライト
できるだけ早く受信ファイルを確認し
てください。 エラーのコストを最小限
に抑えるか、デザインを検証してから
プリンターに送信してください。 パッ
ケージングプリフライトプラグインは
、最新のPitStop2019テクノロジーに
基づいています。

チャネルマッピング
埋め込まれた画像またはリンクされた画像のチャ
ネルを、ドキュメント内の使用済みインクに再マ
ップします。 チャネルマッピング機能は、一般的
に使用されるすべての画像形式（TIFF、JPEG、
PSD、Adobe Photoshop DCS、Adobe 
Photoshop EPS、PNG、GIFなど）のインクを再
マッピングします。

画像抽出
AdobeIllustratorファイルに埋め込まれた画像は
編集できません。 これにより、直前の改訂は不可
能になります。 Image Extractorを使用すると、
埋め込まれた画像を外部にリンクされた画像に変
換して、AdobePhotoshopで編集することができ
ます。



インスタントトラッパー
インスタントトラッパー機能は、市場で最も簡単
なインタラクティブトラッピングソリューション
です。 トラップは、トラップしたい2つの要素を
クリックするだけです。 すべてのトラップは別々
のレイヤーに配置され、中心線が自動的に計算さ
れます。

ホワイトアンダープリント
数回クリックするだけで、ファイルに白いアンダ
ープリントを追加します。 インク名とチョーク距
離を選択すると、選択したアートワークに基づい
て、正しいオブジェクトが別のレイヤーに自動的
に作成されます。 このツールを使用して、仕上げ
層（ワニス、エンボス加工など）をすばやく作成
することもできます。

PowerTrapperクラシック

「PowerTrapperforIllustrator」バンドルは、非
常に強力なトラッピングと白のアンダープリント
機能を提供します。

PowerLayout
「PowerLayoutforIllustrator」バンドルは、PDF
インポートおよび動的マークを追加する機能と組
み合わせて、専用のステップアンドリピート機能
を提供します。



 � DeskPackの使用は大きな
前進です。 これにより、
品質管理とオペレーター
の生産性が向上します。

 
 

PATRICK AUTECHAUD, OWNER,  
GABR CLICHÉS, FRANCE

ダイナミックマーク
ダイナミックマークは、Illustratorで最も直感的
な方法で校正マーク、印刷マーク、登録マークを
生成するのに役立ちます。
Illustratorアートをダイナミックマークにアップ
グレードして、すべてのファイルで再利用します
。 ダイナミックマークの色と位置は、ファイル
の特性に適合します。 分離、ユーザー、ファイ
ル、またはジョブの情報を表示するテキストマー
クを追加します。 標準マークのリストからグラ
デーションストリップ、ベアラーバー、カットマ
ークを追加します。 マークは、生産変数に合わ
せて完全に編集可能なままになります。 ダイナ
ミックマークセットを単一のファイルまたはステ
ップアンドリピートに適用した後、すべてのマー
クはダイナミックのままです。つまり、いつでも
これらをロードできます。



テキスト認識
ベクトル化されたアートワークで小さなテキスト
の変更を行うのは簡単です！ テキスト認識は、ア
ートワーク内のアウトラインテキストを
Illustratorで直接編集可能なテキストに変換する
唯一のOCRツールです。

ダイナミックVDP
Dynamic VDP for Illustratorを使用すると、デジ
タル印刷機でバリアブルデータ印刷ジョブ（VDP
）を簡単に作成できます。 Illustratorで直接変数
データデザインを作成します。 自動化されたプリ
フライトにより、初めての正しい印刷が保証され
ます。 VDP機能により、プレスのDFEまたは自動
化エンジンを迅速に拡張できます。

Flexoツール

Eskoのフレキソの専門知識をAdobePhotoshopに
追加します。 フレキソツールは、フレキソ固有の
印刷の問題を解決します。 初心者のフレキソオペ
レーターはフレキソに対応した画像を作成し、経
験豊富なレタッチャーはフレキソツールが作業の
品質と生産性をどのように改善するかを理解しま
す。

インクツール
特色分離のある画像の作成に。 中間のハードコピ
ープルーフを作成せずに、スポットカラーと
CMYKカラーがオーバープリントでどのように見
えるかを確認します。 インクスイッチフィルター
は、CMYKターゲットの外観に一致するように、
特別なインク分離を自動的に計算できます。
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ダイナミック VDP - -

フレキソツール - -
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 DeskPackプラグインを無料でお試しください
https://esko.co.jp/downloads.html

DeskPackエディション

バーコードの生成

選択と調整

パッケージデザインを視覚化する

PDFをインポート

ホワイトアンダープリント

チャネルマッピング

画像抽出

インスタントトラッパー

ダイナミックマーク

テキスト認識

パワートラッパー

［東京本社］
〒135-0064
東京都江東区青海2丁目5番10号 テレコムセンタービル西棟6階
TEL:03-6374-8736 FAX:03-5579-6296 

［大阪支店］
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-7-27 UX西天満ビル1F
TEL: 06-7178-0613 FAX: 06-6335-9816

https://www.esko.com/en/products/deskpack



