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Dutch Gold Honey社は、ビデオジェットの
高度なマーキングソリューションを採用する 
ことで、コスト削減を実現しました。

Ralph Gamber氏とLuella Gamber氏
が1946 年に養蜂を趣味で始めたこ
とが、66年も続くビジネスにまで発展
しました。Dutch Gold Honey社は
全米最大の家族経営の蜂蜜会社に
成長しました。ペンシルベニア州ラン
カスターに拠点を置く Dutch Gold 
Honey社 の製品には、有機はちみつ
を含む12 種類の蜂蜜、3 種類のメー
プルシロップがあります。消費者、小売
店、レストランの経営者、および食品
製造メーカーからの要求に対応する
ため、Dutch Gold Honey社は蜂蜜
をさまざまな容器 (中身を絞り出せる
プラスチック製のボトルからタンクロ
ーリーに至るまで) に詰める技術が 
必要でした。 

このような要求に対応するため、Dutch Gold Honey社
は、製品と外箱の両方に迅速かつ正確なマーキングを 
行うことができ、顧客の要求に確実に対応できると判断
し、ビデオジェットの印字事故防止用のソフトウェアパッ
ケージを採用しました。

複数の製造ラインでの印字工程の改善
Dutch Gold Honey社は、製品の包装とマーキン
グの効率を可能なかぎり高めながら顧客の多様
な要求を満たす方法を探していました。印字ミス
のある製品は倉庫において不良品と判定されま
す。さらに悪い状況では、このような製品が店頭
に並んでしまった結果、回収という事態に陥る可
能性があります。

「CLARiSUITEを導入してからは、印字
ミスの問題が99.9%解消されました。」
製造スケジュール作成管理者、Jim Gerlach氏



「正しい情報の印字はトレーサビリティにおいて 
極めて重要です」
営業部長、Jill Clark氏

Clark氏はさらに続けます。「ビデオジェットのような印字事故防止システムを使用すること
で、印字ミスのない製品を販売する自信が深まりました。また言うまでもありませんが、倉庫
において不良品と判定される製品もなく、また店舗レベルでの問題も発生しないという点で
安心にもつながりました。」

Dutch Gold Honey社では印字工程が満たさなければならない条件が年々増え続けていま
すが、顧客ニーズの変化にも対応できるようになりました。CLARiSUITE システムを使用すれ
ば、規模を拡大できます。また、すべての情報が正確であり顧客のニーズを満たすものだという安心を得ることができます。

Videojet 1510 によるオンライン印字

この会社が直面していた課題 
1. 包装に対する様々なニーズの浮上 
Dutch Gold Honey社には、多くの顧客から 
非常に特殊なマーキングの要求があります。 
同社は常時300種類以上のマーキングを取り扱
っていますが、それに加えて、年末年始用の特殊
なマーキングや顧客からの珍しい要望もありま
す。正しい製品に正しいマーキングを正しいタイ
ミングで印字することが、生産活動の課題として
非常に重要です。

2. 製品への印字と段ボール箱への印字の不一致 
製品上の印字と、外箱上の印字は一致している
必要があります。また、どちらの印字も製品のラ
ベルとも一致している必要があります。この3つ
のうちいずれか2つが不一致の場合は、やり直し
やリコールの危険性が潜んでいると言えます。

3. 頻繁なライン切り替え 
Dutch Gold Honey社が1日に印字内容を 
変更する回数は、平均でラインあたり3～6回 
です。 
これまでは1回の切り替えに5～10分かかってい
ました。オペレータは、切り替えのたびにプリンタ
のある場所まで歩いて行って、それぞれのプリン
タに手動でマーキング内容を入力していたので
す。手動のプロセスでは人的ミスが発生する可能
性があります。人的ミスによって、廃棄しなければ
ならない製品等が生じたり、生産性に打撃を 
受ける可能性があります。

「我社では、ボトル用のプリンタと段ボール箱
用プリンタを連携して動作させるための改善
策が必要でした」と Dutch Gold Honey社
の製造スケジュール作成管理者である Jim 
Gerlach氏は述べています。「ビデオジェットと
はすでに 30 年以上もの付き合いがあり、強い
信頼関係を築いています。そこで弊社はこの問
題の解決に向けて、ビデオジェットにサポートを
求めました」 (Gerlach氏) 

実績あるパートナーシップの活用 
Gerlach氏と Dutch Gold の製造メンテナン
ス部門 
のリーダーである Jose Torres氏は、ビデオジェ
ットのチームと緊密に連携して、マーキングシス
テムのニーズを評価し、印字工程のネットワーク
化に最適なソリューションを決定しました。 

この連携によって考案された、印字ソリューショ
ンの内容:
•  製造ラインとプリンタの両方のアップグレード
•  ビデオジェットの印字事故防止技術ソフトウ

ェアCLARiSUITE を利用した製造ラインと
プリンタのネットワーク化

CLARiSUITEは、Dutch Gold Honey社で 
お使いいただいている産業用インクジェットプリ
ンタ（小文字用）Videojet 1510(さまざまなプ
ラスチックボトルに対応) 3台と産業用インクジ
ェットプリンタ（大文字用）Videojet 2350(複数
の出荷用の箱サイズに対応) 6台との優れた連
携を意図して設計されています。このソフトウェ
アは、Dutch Gold Honey社のデータベースか
ら重要な顧客データを取得し、製造工程と印字
工程の連携を実行します。さらに、Dutch Gold 
は CLARiSUITE のメッセージ管理機能を使
用して、データ管理のセキュリティ保護と合理
化を図っています。この機能により、Gerlach氏
と Torres氏がすべてのメッセージを集中的に作
成、保存、および編集できるようになっています。 

印字事故防止技術による生産性
の向上
ハードウェアとソフトウェアを決定した後に、 
ビデオジェットは Dutch Gold Honey社と緊
密に連携してすぐに導入の準備を進めました。 
1週間で、賞味期限/消費期限、ロット番号、バー
コードデータ、段ボール箱の説明文とグラフィッ
クなどの顧客情報をCLARiSUITE データベー
スに事前登録しました。300種類以上の印字内
容が15個のテンプレートに設定され、オペレー
タが特定のバーコードをスキャンすることで各
メッセージの印字を開始できる状態になりまし
た。新しいプリンタを設置した後は、そのすべて
のプリンタをネットワーク化し、集約されたメッ 
セージデータベースに接続しました。

ビデオジェットのチームは、ハードウェアの設置と
ソフトウェアのインストールを行い、テストを実施
しました。さらに、Dutch Gold Honey社 のオペ 
レータとメンテナンススタッフを対象に実地トレー
ニングも実施し、必要な情報を提供しました。



新しいビデオジェットの印字事故防止ソリューシ
ョンが、Dutch Gold の製造ラインにスムーズに
統合されました。この統合によるメリットを以下
に示します。
1. 切り替えプロセスの合理化 
オペレータは、作業指示票の3つのバーコード
をスキャンするだけで切り替えを完了できます。
データベースからメッセージが取得され、ボトル
用プリンタと段ボール用プリンタの両方に送信
されます。これにより、Dutch Gold Honey社
は1回の段取り替えにつき約5分の短縮を実現
できました。この結果、1日あたり1.5時間、週単
位に換算すると7.5時間の短縮になり、エラー
もほぼゼロになりました。

Torres氏は次のように述べています。
「CLARiSUITE を導入してからは、弊社のバーコ
ードと番号の印字について自信を持って正確にな
ったと言えるようになりました。 弊社でこのバーコ
ードと番号のデータベースが作成できたのは、ビデ
オジェットのおかげです。エラーもほとんどなくなり
ました。CLARiSUITE を導入してからというもの、
印字ミスは一度も発生していません」

2. メッセージ作成の標準化  
新たなマーキング内容を作成する指示を受ける
と、Torres氏はビデオジェットが設定したテン
プレートを開き、空欄 にデータ(顧客名、箱の数
量、ボトルサイズなど) を入力します。新しいメッ
セージはデータベースに保存され、対応するバ
ーコードがスキャンされると製品および外箱に
印字されます。Torres氏によると、プロセス全体
が「非常に簡単」になったとのことです。

3. 製造情報の即時提供
Torres氏はコンピュータの前に座ったまま、 
稼動中のラインを把握して、そのラインの稼動
速度と効率性を確認できます。この情報に基づ
いて、必要に応じて、生産性UPのための行動を
すぐに起こすことができます。

安心できる装置の稼働は 
プライスレス
現在Dutch Gold Honey社は投資成果を確
実に回収しつつあります。 印字ミスをした製品
のやり直しが一掃され、それに伴う作業のやり
直しや無駄なコスト、人件費を削減できた結
果です。 

Dutch Gold Honey社では、CLARiSUITE 
とビデオジェットのプリンタを組み合わせる
ことで、ダウンタイムを最小限に抑えています。

「Videojet 1510プリンタではダウンタイムは
ほとんど発生しません」とTorres氏は述べてい
ます。「毎朝電源を入れてから夕方の稼働終了
時に電源を落とすまで、Videojet 1510 プリ
ンタはほぼ自動で制御されるため、チームの 
スタッフは他の重要な作業に集中することが 
できます」 (Torres氏)

Videojet 2350 による出荷用段ボール
箱への印字

プラスチックボトルの上部への
インクジェット印字

CLARiSUITE のソフトウェア画面

「ビデオジェットのプロジェク
トチームは、現場での設置に
臨む前に弊社での印字工程
の課題を正確に把握していま
した。その結果、弊社は新しい
印字ソリューションの導入を
スムーズに進めることができま
した」
製造スケジュール作成管理者、Jim Gerlach氏
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Videojet CLARiSUITEの主な機能
ビデオジェットの CLARiSUITE 印字事故防止ソリューションを利用
することで、メッセージの設定プロセスにおける人的ミスが削減でき
るため不正確なマーキングが減少します。さらに、正確性と製品トレ
ーサビリティに関する小売基準や法的基準へも対応できるようにな
ります。追加機能は以下の通りです。
•  ジョブの選択: ハンドスキャナを使用して、適切な印字ジョブを 

選択します。正しいメッセージが自動的にロードされ、すべての 
生産ラインで実行する準備ができます。

•  デバイスの接続: スキャナとプリンタを1点から同時に接続できる
ため、生産性が最大になります。

•  バーコードの検査機能スキャナを製造ラインのさまざまな場所に
設置できるため、使用されている原材料の正確性と出荷容器のバ
ーコードの正確性を保証できます。スキャナで読み取れない印字
や不正確なコードが検出された場合には、警告音を発し、不良品
として排除するか、ラインを停止することができます。 

ビデオジェットの印字事故防止技術
ビデオジェットの印字事故防止技術により、正しいマーキングを正し
い製品またはパッケージ上の正しい場所に印字できます。
ユーザーのメリット:
• 生産性の向上
• リスク、やり直し、およびリコールの削減
• データ管理のセキュリティ保護と合理化
• ブランド価値の保護

製造メンテナンス部門リーダーのJose Torres氏： 
印字メッセージ切り替えの様子

「 自信を持って印字が正確に 
なったと言えます。エラーが 
ほとんどなくなりました」

製造メンテナンス部門リーダー、Jose Torres氏
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