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はじめに 

・ 本講演はアルミ箔上に印刷されたバーコードに関して、正確な情報のご紹介 

 に努めて、お客様に効率的で正しいご判断をして頂く為に行うものです。 

 

・ 関係各位が持たれている疑問解決に向けて、公示情報に加え小職の知見と 

 情報収集で得られた知識を基に、専門家各位のご助言や実験、考察によって 

 仮説を立て検証をしています。 

 

・ 極力偏らないデータで裏付けを取り、最大限の注意で間違いを排除して正確 

 な情報提供を期しているつもりですが、もし何かご指摘事項がございましたら 

 ご遠慮なく忌憚の無いご意見を頂きたくお願い申し上げます。 

 

・ 業界の混乱防止に貢献させて頂くべく精一杯の努力をしたつもりでおります。 

 もし不行届きがあってお客様や関係各位にご迷惑をお掛けする事態が生じま 

 しても、恐れ入りますがご容赦をお願い申し上げます。 
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ＰＴＰアルミ箔の検証と課題についてⅡ 

１．バーコード研究の動機 ・・・・ “リードマックス”のグレード問題 

    検証値バラツキ、カメラ式が優勢？、昔のデータは無駄？、沢山のモノサシ 

   

２．検証器と検証の仕組み ・・・ レーザー式とカメラ式、最大反射率の影響 

 

３．光と反射の考察 ・・・・・・・・・ 準鏡面であるPTPアルミ箔上の光の挙動 

 

４．バーコードの規格 ・・・・・・・・・・・・ 規格の仕組み、海外事情 

 

５．リーダーの読取性 ・・・・・・・ 反射光と読取性の関係  

 

６．検証値の扱い方 ・・・・・・・・ 検証値の照射角度依存性、“使用上の注意” 

 

７．今後の対応 ・・・・・・・・・・・・ 規格、リーダー、想定トラブル、間違い対策 

 

８．東洋アルミニウム ・・・・・・・ バーコード対策（供給・品質・提案） 

～ 目 次 ～ 
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１．バーコード研究の動機 
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動機 

１．2006年 “医療用医薬品へバーコード表示実施” 通知 
 
    ・・・ 内用薬にもバーコード導入が迫る中、ＰＴＰに於いて 
         「マットOPのままバーコードが読めるようにならないのか！」の声 
 
・・・ 試行錯誤の後、2008年 東洋アルミ生産技術G が新OPコートを開発 ・・・ 

   ⇒ “リードマックス” ⇒ 白着色必須の常識が覆る！ 
                          ～ 好評、絶賛を浴びる ～    
 
                      PTPアルミ箔 マットOP状の表面で  
                            “総合グレードA” を実現！ 
                                   （ﾚｰｻﾞｰ式検証器にて） 
                       
                      更に着色が可能で差別化容易に！ 
 
                                                                             ※ 2009年から採用始まる 
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動機  
２． 2012年 “リードマックス” はカメラ式検証器で低い検証値が出ると指摘！ 
           ・・・ その後白着色ＰＴＰでも検証値差が判明！ 
 

    測定する機種やバージョン毎に検証値の変わる不思議！ 
         ～ 重要なモノサシが多数出現し収拾不能に ～ 
 
     ・ どの機器も確かにANSI規格に則っているが、機構は全く異なる 
         ☆ 方式が違えば差の出るのは当たり前？ 
         ☆ 将来はカメラ式に集約されて行く？？ 
         ☆ リーダーはカメラ式なのでカメラ式の値が適している？？？ 
         ☆ レーザー式で取られた従来のデータは無駄？？？？ 
         ☆ 安全の為、低い値のデータを採るべき？？？？？ 
 
     ・ キャリブレーシュンシートは印画紙状だが、 
       アルミ表面でも校正に問題はないのか？ 
 
     ・ レーザー式とカメラ式では最大反射率が大きく異なる 
        最大反射率差 ⇒ SC値差 ⇒ 各パラメータに反映される？ 
         ・・・・・＞ “明るさの違い”が原因か？  
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動機 
この差が検証値差につながる 



【写真２】 コピー画像明るさ比較 

④ アルミ箔ツヤ面印刷のコピー ② ＰＴＰアルミ箔 “リードマックス”のコピー 

① 紙印刷「薬事日報」のコピー 

③ ＰＴＰアルミ箔OP面 白着色のコピー 

目視での明るさはコピーと同じで 
①②③④の順になる。 
④は鏡面反射が強く、かなり暗い。 

動機 
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動機 

【写真３】 660nmＬＥＤ照射画像明るさ比較 

東洋アルミニウム PTPアルミ箔ツヤ面印刷OPコート PTPアルミ箔ツヤ面白着色 

台紙貼り見本用台紙 

PTPアルミ箔ツヤ面リードマックス 

PTPアルミ箔ツヤ面リードマックス 

【条件】 条件差を出来るだけ避ける為に、四方向斜め45度から660nmのLED照明をし、通常のCCDカメラで1/1000 の速度で撮影。 

画像の明るさ比較 
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検証値 
バラツキへの疑問 

・ バーコードの重要な評価基準で、 
 モノサシとすべき検証値が 
 沢山存在して良い訳が無い！ 
 
・ 日本を含め世界で作られた 
 各種の評価規格は、レーザー式で   
 取られたデータを基にして 
 作られたのではなかったのか？ 

< 月刊 自動認識12月号への投稿 > 動機 
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２．検証器と検証の仕組み 
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検証器と検証 

検証器の構造図（レーザ式とカメラ式） 

ﾚｰｻﾞｰ光を 
１方向、垂線から 
30度で照射し 
30度受光して 
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ検証 

４方向、垂線から 
45度の角度でLED照射 
垂線上（0度）のCCDｶﾒﾗで 
撮影し、画像の 
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを検証 

密閉状態で外部光なし 

開放状態で外部光あり 
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検証器 
と検証 “検証”の仕組み（パラメータとグレード） 
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“検証”の仕組み（パラメータとグレード） 検証器 
と検証 
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検証器と検証 

【検証の仕組み】 
 ・ １回の検証で、先の９項目を評価し、 
  その最低点をその回のグレード評価とする 
 
 ・ 10回検証して、その平均点が総合評価になる 
 
 
 ※ 最大反射率（Rmax）動向の 
   検証値への影響は？？？ 
 
          ⇒ デモ用のエクセルソフト 
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検証器と検証 

【結論】 
コード自体の読めない場合は論外だが・・・、 
 
もし、そのコードが読取出来るコードならば、 
 
  その読取性評価（検証グレード）は  
 
   最大反射率（Rmax=“明るさ”）に 
 
   極めて大きな影響を受ける。 
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３．光と反射の考察 
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光と反射 照度の原理 

・ 光密度（光量／面積）と入射角度の関係（照射角度に依存） 

ｼｰｼｰｴｽ 
株式会社様 
ﾎーﾑﾍﾟｰｼﾞ 
より 

照らされた光の 
明るさとは？ 

拡散性の微小光源から放たれる光の場合、・・・明るさは 
① 光源からの距離の2乗に反比例 （逆２乗則） 
② 光の入射角θの余弦に比例 （ｺｻｲﾝ特性） 
 ⇒ 平面に照射した場合、 
光源直下の照度と周辺照度の関係は、①②が重なって、 
角度θ方向の面上の照度はCOS4乗θ倍 
 
［例］30度方向は直下の凡そ半分、45度方向では1/4になる 



2013.6.17 20 

光と反射 輝度の原理 

・ 拡散反射面及び鏡面に於ける光の入射角度と反射の関係 

ｼｰｼｰｴｽ株式会社様 
ﾎーﾑﾍﾟｰｼﾞより 

反射する光の
明るさとは？ 

※ 対象面の 
  性質によって 
  反射は変わる 

もし、対象面が完全均等拡散
反射面であれば輝度は照度
に比例するが、 

そうでない場合、輝度は角度
によって変わる。 
 
完全均等拡散反射:  
    全反射で光沢性がなく、 
    全方向に均一な反射 
光度: 光の強さ 
輝度: 光の明るさ 
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光と反射 ＰＴＰの明るさ（輝度） 

・ ＰＴＰアルミ箔（蓋材）では、 
 そのＯＰ面には、通常、 
 ①ほぼ鏡面のアルミ箔（ツヤ面） 
 が使われ、その上に 
 ②厳密には半透明の着色層と 
 ③ほぼ透明な樹脂コート（ＯＰコート）層 
 が乗る。 
 （印刷はＯＰコートとアルミの間に位置する） 
【注】アルミ箔以外の各種コート層や着色層は 
    程度に差はあるが、何れも光を透過する。    
 
・ 更に言えば、光の反射はＰＴＰアルミ箔のアルミ箔表面以外に、 
 ＯＰコート層表面、着色層との界面、添加剤（着色など）表面でも発生している。 
 
・ ＰＴＰアルミ箔ＯＰ面の反射光は、アルミ表面の鏡面反射と各層界面や添加剤 
 （顔料など）の反射を含み、拡散反射面でも鏡面でもなく複雑な準鏡面である。 
 
・ ＰＴＰシートになった場合、シール目の凸凹が加わるので更に複雑化する。 

耐熱保護層 (ｸﾘｱｰ、ﾏｯﾄ、ﾘｰﾄﾞﾏｯｸｽ) 

硬質アルミニウム箔 (15～25μm) 

ヒートシール層  (VC、PP) 

容器材 
錠剤 

ｶﾌﾟｾﾙ 

200μｍ～ 

蓋材 

白着色層 (ﾘｰﾄﾞﾏｯｸｽでは不要) 

印刷 

印刷 

① 
② 

③ 

<艶面> 



光の反射状況 ・・・ コピー用紙 
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光と反射 

ほぼ均等拡散反射を示す 
【備考】 Gonio Spectrophotometer （ＧＣＭＳ－４） にて測定 
     光源: ハロゲンランプ  あおり角 : ３度   
     ※ 錯乱光の影響あり 



光の反射状況 ・・・ 白厚紙（艶あり） 

2013.6.17 23 

光と反射 

一般反射波形 【備考】 Gonio Spectrophotometer  （ＧＣＭＳ－４） にて測定 
     光源: ハロゲンランプ   あおり角 : ３度 



光の反射状況 ・・・ ＰＴＰ白着色＋ＯＰ面 
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光と反射 

正反射の極めて強い一般反射 【備考】 Gonio Spectrophotometer（ＧＣＭＳ－４） にて測定 
     光源: ハロゲンランプ  あおり角 : ３度 



光反射グラフ ・・・ リードマックス 
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光と反射 

？？？ 
【備考】 Gonio Spectrophotometer（ＧＣＭＳ－４） にて測定 
     光源: ハロゲンランプ  あおり角: ３度   
     ※ 錯乱光の影響あり 
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光と反射 

【宣伝】 

① より鏡面に近い“白着色なしのＰＴＰアルミ箔ＯＰコート面”が 
  リーダーで読めない理由は、鏡面反射が理由である。 
  （正反射でハレーション状態になるか、それ以外で暗くなるか） 
 
② 通常、リーダーの光源と読取部は隣接しており（同一方向）、 
  機器はハンディで、読取は（垂線から）３０度位の位置が多い 
  と思いますが、人によって読取角度はバラバラです。 
 
③ 「リードマックス」は従来のＰＴＰの持っていた欠点を補正し、 
  拡散反射を強め、入射方向に光を返す事によって、従来の 
  ＰＴＰの特性を保持したままでコードの読取を可能にしました。 
 
皆様のご要望に貢献できる画期的な技術だと考えています！ 
 

「リードマックス 」の優秀さ！ 
® 



アルミマットOP_0度_1方向のみ照射150sec_int60_F4_外乱光なし_バーコード_ave255.bmp 

255/255階調 

ＰＴＰ （ 白着色座布団＋マットＯＰ ） 

光と反射 
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アルミ面照射角度の影響 

測定位置が変われば 
角度も変わるが 

明るさも大きく変わる 
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【結論】 
・ キャリブレーションシートは拡散反射表面 
 
・ 表面に艶のある素材は一般反射を示す 
 
・ ＰＴＰアルミ箔白着色表面は正反射が極めて強い  
 
・ ＰＴＰリードマックス表面の反射には指向性があり、 
  強い正反射＋光源方向への反射がある 
 
  ⇒ アルミ表面は鏡面に近い一般反射を示す（準鏡面） 
     また、錯乱光の影響も考慮が必要 
 
【備考】“錯乱光の影響”とは、実際の検証、読取に於いては 
      測定光源の種類による差及び外部光と考える。 

光と反射 
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４．規格 



30 
～カナエエンジニアリング（株）北垣雄二 様 講演資料より～ 

規格 

2013.6.17 
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規格 

［海外医薬品コード事情］ 
・ 米国 ・・・ バーコード実施（２００４年） 
         調剤包装単位も含む  
 
・ 欧州 ・・・ ２次元シンボル採用 
        調剤包装単位は含まない 
 
・ 韓国 ・・・  ２次元シンボル採用 
 
・ 中国 ・・・ バーコード採用 
 
※米国と日本、台湾、中国を除く世界の大勢は２次元シンボル 
 
※ 米国と日本、台湾を除く世界の大勢はコード化対象に 
  調剤包装単位は含まない 
 
 
 
 



推奨測定開口径（アパチャ-サイズ）と細エレメント幅の関係 
検証機の光学的配置について 

フォトセンサ 

測定開口部（アパ
チャ-部） 

制限板 

光源
部 

バーコード 

距離Ａ＝距離Ｂ 

32 2013.4.11 

規格 

32 

極めてアカデミックな規定 
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規格 検証値と規格 

・ 検証に就いて、光源の種類、光量、照射角度、読取方、密閉の有無など 
 検証器の基準提示はあっても厳格な規定はされていない。 
 キャリブレートで検証値の整合性を担保する考え方である。 
 
・ 検証器のキャリブレート（検証値の摺り合せ）はキャリブレーションシート 
 （= 比較的均等拡散反射面に近い標準表面）を使って行われる。 
 
・ 均等拡散反射面で調整した検証器でＰＴＰアルミ箔のような準鏡面を測ると、 
 歪んだ値やバラツキが出るが、同一機種では違いは顕在化しない。 
 
・ 光源の種類、照度、照射角度が異なるレーザー式検証器とカメラ式検証器 
 の２方式では、例えキャリブレーションシートで較正しても、準鏡面のＰＴＰで 
 は当然「それぞれ異なった歪み方になり検証値に差が出る」と考える。 
 
・ リーダーの読取性を示す為に検証があり、検証はコードの品質を測る事で 
 その評価を行うが、リーダーの性能が日々進歩している中で、コードの品質 
 の測定規格とリーダーの読取性はどの程度リンクしているのでしょうか？ 
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５．リーダーの読取性 
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リーダーの読取性 

PTPアルミ箔表面（白ﾏｯﾄOP）でバーコードを読む 

正反射でｺｰﾄﾞも明るく 
ﾊﾚｰｼｮﾝ状態（読取不可） 

正反射でｺｰﾄﾞが霞む 
（＝ﾊﾚｰｼｮﾝ状態） 

正反射で明る過ぎるが 
印刷は読取可 

読取良好 

正面は読取良好だが、 
周辺部が尐し暗い 

正面は読取可能だが 
周辺部が暗い 

正面も読取性低下 
周辺部はかなり暗い 

正面も暗くて読取不可 

《 模擬読取事例 》 
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・ リーダーメーカー各社は独自に読取性向上の工夫を されて 
 おり、特に複雑な仕組みになっているアルミ箔表面のコード 
 読取ではメーカーによる性能差は大きい！ 
 
・ それぞれのリーダーによって読取の仕組みが違うので、 
 読ませ方の要点が変わる。 ⇒ それぞれの“くせ”がある 
  《例》 読取角度、読取距離、バーに対する傾斜角度など 
 
・ 海外メーカー品は特に読取性のバラツキが大きい。 
 
・ アルミ表面の反射状況に適合している機構、アルゴリズムに 
 なっているかどうかが、ＰＴＰ上のコード読取性の焦点である。 
 お客様がリーダーを購入される時は、必ず（ＰＴＰなど）実際に 
 使われる対象での事前テストを強くお勧めします。 
  
 

リーダーの読取性 
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・・・  リーダーで読む時現場では何をして、何が起きるのか   ・・・ 
 
  ・ 読取対象が何処にあるか探す ⇒ 目立たない 
                          位置がバラバラ 
 
  ・ 読取対象にリーダーを向けて合わせる 
   （位置、焦点距離、角度など） ⇒ なかなか合わない 
 
  ・ 読取操作（ボタンを押す） ⇒ 読まない 
                       読むのが遅い 
 
ひょっとして・・・、バーコードの読取性とは、“表示個数”や 
“表示位置”、“印刷色”、“大きさ”なども含みませんか？ 
 

リーダーの読取性 
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６．検証値の扱いについて 
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検証値 

《角度依存性》 
 
キャリブレーションシートと違って、 
アルミ箔上の印刷では 
その明るさは光源の角度に依存する。 
 
通常の紙製品を前提とし 
特定の角度のみで測られた検証値は 
実使用条件の一部しか測っていない事になる。 
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検証値 

《リーダー》 
 
角度依存性があるとすると・・・ 
バーコードとしての要件が成り立っていれば、 
むしろ、 
読取性の焦点はリーダーの使い方に移る。 
 
リーダー設計時に想定された、 
読取角度、焦点距離などの仕様 
機械としての性能に使い方が合致しているか？ 
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検証値 

《リーダーの使い勝手》 
・・・ 改めてリーダー読取時の要件を考える 
 
求められているのは  読取性？ 使い勝手？ 
 
もし、使い勝手なら、実際に扱ってみて下さい！ 
コードの読取位置への合わせ易さ、読取角度、 
焦点距離の許容など他にも課題は満載です 
 
小さなバーコードが如何に扱い難いか 
読取性にも関連する重要なテーマだと思います 
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検証値 

さて、では、 
 
検証器はレーザー式とカメラ式 
どちらが実際の読取に即しているか？ 
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検証値 

＜レーザー式検証器＞ 
 ・ リーダーが何方式であれ、 
  実際の読取状況に極めて近い測り方 
 
 ・ 外部光の影響など不確定な要素を含むが、 
  過去に取られたこの方式のデータが評価規格の 
  基準になっている事も含めて 
  現在、最も有用な検証値が出せると考える 
 
 ・ マトリックス型２次元シンボルは読めない 
 
 ・ アナログ的で駆動部分もあり、 
  コストダウンなどには限界があるかも知れない 
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検証値 

＜カメラ式＞ 
 ・ 光学原理に則ったアカデミックな方式 
   
 ・ 45度照射、０度（垂線）撮影など、実際のリーダー 
  での読取状況とは乖離した部分があり、 
  これまでのアルゴリズムでは 
  キャリブレーション用紙と表面状態や条件の異なる 
  アルミ箔などの検証値でレーザー式と差異が生じる 
 
 ・ 駆動部分が無く、シンプルで応用性は高く 
  将来への可能性は大きい 
 
 ・ マトリックス型２次元シンボルも読めて汎用性も高い 
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検証値 

何れにしても、 
準鏡面であるアルミ箔の検証には課題がある 
 
１．従来のアルゴリズムによるカメラ式検証器の検証値は 
  これまでの有効値であるレーザー式検証器の検証値 
  と乖離があり、有効な基準に合わせて修正が必要。 
 
２．レーザー式の検証値であっても、角度依存性の高い 
  アルミ箔表面では、検証器で設定された一定条件下の 
  読取性に過ぎず、多くのリーダーがハンディである事 
  （読取角度は融通無碍）を考えると規格の見直しが 
  必要ではないか ・・・角度依存は考慮されていない！ 
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７．今後の対応 



2013.6.17 47 

今後の対応 

  ～ 準鏡面は想定されていない ～ 
 
 規格改定の必要性 ・・・ 働き掛け 
 
 ・ 海外にある検証器メーカーやＡＮＳＩ、ＩＳＯの 
  規格委員会に働き掛けが必要かも知れない 
 
 ・ 日本国内でも、関係省庁、運用団体に情報 
  を提示して課題解決を依頼したい 



2013.6.17 48 

今後の対応 

 ～ これまで、基本的に準鏡面は想定外 ～ 
 
リーダーの最適化へアルゴリズムの改善 
  ・・・ リーダーメーカーへの働き掛け 
 
 ・ 読取性不満、トラブルの発生に応じて、 
  リーダーメーカーへの働き掛けも必要か 
 
※ 何処までが誰の仕事か・・・も考えるべきか？ 
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今後の対応 

実際に問題発生の予想されるのは・・・何処？ 
 
 製薬メーカー様の設計部門？ 
 製薬メーカー様の品質部門？ 
 製薬メーカー様の製造部門？ 
 製薬メーカー様の委受託部門？ 
 製薬メーカー様の検査部門？ 
 製薬メーカー様の営業部門？ 
 流通？ 
 病院？ 
 薬局？ 
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今後の対応 

要点の整理  
 

・・・で、やっぱり「間違い防止」が一番大切 
 
リスクは予想されています。 
 
もし仮に間違いが発生した時、 
直接原因発生部門と同様に、 
予想されながら適切に対策を講じられなかった 
関係部門も同様に責を問われると思いますが・・・ 
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今後の対応 
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８．東洋アルミ 
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東洋アルミ 

東洋アルミニウム株式会社 
 概要（単体）:  
  資本金80億円 約950名 売上高 790億円 
 

昭和６年 住友とアルキャンの合弁として誕生 
          （ ＝ 住友アルミニウム株式会社 ） 

箔 事 業 ソーラー事業 ﾊﾟｳﾀﾞｰﾍﾟｰｽﾄ事業 
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～医薬品包装分野の東洋アルミ～ 

• “東洋アルミニウム”、“東海アルミ箔”の２社で 

   国内のＰＴＰアルミ箔シェアは首位で ３０～３５％（推定） 
 

• ＰＴＰ用アルミ箔以外に 分包、ピロー、ＳＰ、スティック、 

   パップ、経腸栄養剤、坐薬、チューブ、キャップ、試薬、医療器具包装向け 

   などの材料や製品も製造 
 

• 新時代に対応した新技術、新製品の開発で貢献（医薬品ＰＴＰ包装） 

   「ビーマックス®」・・・高速充填機用両面ﾏｰｸ合わせＰＴＰ（日本初）2002年 

   「チャイルドプルーフＰＴＰ」 ・・・紙無しＣＲＳＦ－ＰＴＰ（世界初） 

   「リードマックス®」・・・白着色無しのバーコード印刷ＰＴＰ（世界初） 

   「アルプレス®」・・・深絞り可能な両面アルミＰＴＰ容器材 

   「赤外線検査機対応ＰＴＰアルミ」・・・ＣＫＤ殿検査機対応アルミ箔 

   「プッシュガード®」・・・押出し性制御可能なＰＴＰアルミ箔 

   「ブリスピー®」・・・ＰＴＰ形状でピールオープンタイプのアルミ蓋材 

2013.6.17 

東洋アルミ 
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社会環境の変化に伴う新たなニーズに対応したＰＴＰ開発 

＜近年のＰＴＰニーズへの東洋アルミの対応＞ 

・ 高バリアー性、各種機能性（吸湿など）、 

・ バリアーフリー／ユニバーサルデザイン 

・ ポータブル性、ＣＲＳＦ、ピールオフ性 

要求性能向上 

・ 両面見当合わせの需要増 

・ GS1データバー付与の義務化 

・ 差別化、多色化、見易さ志向 

デザイン項目増加 

ビーマックス 

右の写真は医療用で
最初の両面見当合わ
せＰＴＰ製品の例  

＝【注】ﾁｬｲﾙﾄﾞﾚｼﾞｽﾀﾝﾄｼﾆｱﾌﾚﾝﾄﾞﾘー 
「ﾁｬｲﾙﾄﾞﾌﾟﾙｰﾌPTP」 
初の紙なしCRSF-PTP  

※ 「ビーマックス」 はﾄﾞﾗﾑｼｰﾙ型高速充填機対応で初の両面見当合わせPTP  

東洋アルミ 



56 

～東洋アルミの新製品・新技術（医薬以外）～ 

• 素材箔事業部 「トーヤルカーボ®」 

   アルミ箔表面に接着層なしに 

   カーボン粒子を固着させた 

   電極用複合材料 

 

 

• 加工品事業部 「トーヤルロータス®」 

   ヒートシール層にハスの葉的な 

   表面構造を実現して 

   撥水機能を持たせた 

   撥水性シーラント（撥水技術） 

 

 

• ペースト事業本部 「クロマシャイン®」 

   光の干渉によって発色する 

   高意匠アルミニウム顔料 

2013.6.17 

東洋アルミ 
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ＰＴＰアルミ箔多色印刷用の同型機を 

群馬製造所、矢畑工場 の２拠点に導入、設置 
(2008年東洋アルミ群馬製造所 / 2009年東海アルミ箔矢畑工場） 

2012年、更に多色印刷機を群馬製造所に導入 
 

※ 需要急増対策とリスク分散を目的として、ＰＴＰ 

  アルミ箔の安定供給体制を確立しています 

～ 東洋アルミグループの生産拠点 ～ 

印刷機 2008年と 

2012年増設 

印刷機 2009年増設 

2013.6.17 

2012年10月、東洋アルミ千葉（株）を

設立し、アルミ箔生産は八尾、蒲原、
千葉の３拠点となった。  

東洋アルミ 

東洋アルミ千葉 
アルミ箔圧延、加工品 
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新バーコード印刷に向けて  ・・・  

 使命： 安全な製品を安定的に供給する 

この場合、安定的に供給するとは・・・？ 

設備と人員を増強し、生産体制を見直して対処 

・ 設備増強： 群馬製造所に印刷機増設 

          東海アルミ箔に印刷機増設 

・ 人員増加： 群馬製造所では勤務体系の見直しによる人員増強、 

          東海アルミ箔も増員 

・ 生産体制変更： 勤務体系を変更して増産体制確立へ 

東洋アルミ 

2013.6.17 
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今後共医薬品の発展に貢献すべく、 

お客様のニーズに応えた包装材料の開発、提供に努めて
参ります。  ・・・ ご期待ください！ 

 
 
     ご清聴ありがとうございました 
 


