
①
④

② ③

8

①商品情報：
　商品情報を指定します。

②保存して終了：
　変更を反映してアプリを終了します。

③保存しないで終了：
　変更をキャンセルしてアプリを終了します。

④デフォルト設定読み込み
　保存した商品情報及びレイアウトを読み込みます。

【2-1】注文作成・ラボ発注画面（注文・作成）



①

② ③
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①削除
　保存してあるデフォルト設定を削除します。

②OK
　保存した商品情報及びレイアウトを設定します。

③キャンセル
　設定をキャンセルしてデフォルト設定を終了します。

【2-1】注文作成・ラボ発注画面（注文・作成）



ラ ボ 店舗様 店舗様 店舗様レイアウト
デザインテンプレートの選定
各ページの写真配置

ラ ボ ラ ボ ラ ボ 店舗様色補正

プリント・製　本

ラ ボ ラ ボ 店舗様デザイン

Ｗｅｂ校正承認

トリミング調整
ぼかし加工／特殊加工

画像を選択して
おまかせ

簡易レイアウトして
おまかせ

完全レイアウトして
入稿

完成画像を
入稿

デザインを確定 デザインを確定

発注

発注

発注

発注

注文方式別 工程フロー図

※Photoshop等で作業ください※Photoshop等で作業ください

※レタッチ作業はお受けできません

※承認ＮＧは２回までとさせていただきます
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①お客様の名前を入力 (姓のみでも可 )

②各店舗の名称が1つ表示される
　但し、本店から複数支店の注文をし、各支店に発送
　を指定する場合は、複数店から発送店を選択

③該当商品群を選択

④注文方法を選択
　画像を選択しておまかせ
　デザインに使用する画像選定と注文概要を指定し、
　あとはラボにおまかせ
   … 9 ページへ
　
　簡易レイアウトしておまかせ
　登録済みデザインテンプレートの各々の写真枠に使用
    する撮影画像を指定し、あとはラボにおまかせ
   … 11ページへ
　
　完全レイアウトして入稿
　登録済みデザインテンプレートに撮影画像をレイアウト
　して注文
   … 12ページへ
 
　完成画像を入稿
　作成頂いたプリント出力用完成画像で注文
　… 13ページへ

■注文方式別　工程フロー図
　④注文方法は4つございます。それぞれの注文方式に
　より、手順が異なります。

【2-2】新規注文1 

■新規注文を押すとオーダーマネージャーが起動する
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【2-3】新規注文2ー 画像を選択しておまかせ 

①商品を選択、冊数を指定
　上記で選択したカテゴリーの対象商品のみ選択
　できます。

②商品記載情報の記入
　オーダーマネージャーの名前・日付・場所・記載
　箇所の欄に、記入ができます。

③表紙のラミ選択 （ハードカバーの場合）
　レザーカバー、フェイクカバーの場合は革色の
　選択、箔押しの入力ができます。

④本身のラミ選択をおこないます。

⑤ページ数
　選択した商品で対応しているページ数のみ入力可能
　です。

⑥画像フォルダー
　選択した商品に使用する画像を格納したフォル　　
　ダーを選択します。

⑦オプション（子ブック、ＤＶＤなど）
　その商品、ページ数など、上記の入力内容で
　注文できるオプションのみ表示されます。

⑧要望
　デザイン指示内容を記入してください。

⑨保存して終了
※選択可能項目は商品によって異なります。

■商品詳細の選択
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①画像ファイルを事前に準備します。

  上限カット数は、ページ数× 3 カットまでと
　なります。
　ファイル名の先頭に、001から連番の数字3桁と
　アンダーバーの追加が必要です。　

　例）001_ 元ファイル名 .jpg  
　　　002_ 元ファイル名 .jpg　
　　　　　　　　:
　　　　　　　　:
　　
　レイアウトの順番は、先頭3桁の連番を参考に
　して作成されます。

　
② [参照 ]を押します。

③対象となるフォルダを選択し[OK]を押します。

■画像フォルダを選択する

【2-4】新規注文2ー 画像を選択しておまかせ  
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【2-5】新規注文2ー 簡易レイアウトしておまかせ 

①商品を選択、冊数を指定
　上記で選択したカテゴリーの対象商品のみ選択
　できます。

②商品記載情報の記入
　オーダーマネージャーの名前・日付・場所・記載
　箇所の欄に、記入ができます。

③表紙のラミ選択 （ハードカバーの場合）
　レザーカバー、フェイクカバーの場合は革色の選択、
　箔押しの入力ができます。

④本身のラミ選択をおこないます。

⑤ページ数
　選択した商品で対応しているページ数のみ入力可能
　です。

⑥オプション（子ブック、ＤＶＤなど）
　その商品、ページ数など、上記の入力内容で注文
　できるオプションのみ表示します。

⑦保存して終了
※選択可能項目は商品によって異なります。

■商品詳細の選択
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【2-6】新規注文2ー 完全レイアウトして入稿 

①商品を選択・冊数を指定
　上記で選択したカテゴリーの対象商品のみ選択
　できます。

②表紙のラミ選択 （ハードカバーの場合）
　レザーカバー、フェイクカバーの場合は革色の選択、
　箔押しの入力ができます。

③本身のラミ選択をおこないます。

④ページ数
　選択した商品で対応しているページ数のみ入力可能
　です。

⑥オプション（子ブック、ＤＶＤなど）
　その商品、ページ数など、上記の入力内容で注文
　できるオプションのみ表示します。

⑦保存して終了
※選択可能項目は商品によって異なります。

■商品詳細の選択
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【2-7】新規注文2ー 完成画像を入稿 

①商品を選択、冊数を指定
　上記で選択したカテゴリーの対象商品のみ選択
　できます。

②表紙のラミ選択 （ハードカバーの場合）
　レザーカバー、フェイクカバーの場合は革色の選択、
　箔押しの入力ができます。

③本身のラミ選択をおこないます。

④ページ数
　選択した商品で対応しているページ数のみ入力可能
　です。

⑤画像フォルダー
　選択した商品に使用する画像を格納したフォルダー
　を選択します。

⑥オプション（子ブック、ＤＶＤなど）
　その商品、ページ数など、上記の入力内容で注文
　できるオプションのみ表示します。

⑦保存して終了
※選択可能項目は商品によって異なります。

　※ファイルサイズ、ファイル名、ファイル形式
　などは、  DiossEntry での基準と同一です。
　(同梱ファイル - オープンテンプレート参照 )
　※規定外のファイルは終了チェックでエラーと
　なりますので、ご注意ください。

■商品詳細の選択



①
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【2-8】レイアウト 

①レイアウト
　注文作成後、注文詳細画面「レイアウト」ボタン
　でレイアウトができます。
　※レイアウトについてはレイアウトマニュアル
　をご参照ください。



②

①

③
④
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①レタッチ
　注文作成後、注文詳細画面「レタッチ」ボタンで
　レタッチ注文ができます。

②レタッチメニュー：
　全画像に対してレタッチのON/OFFを切り替えます。

③レタッチメニュー表示：
　画像一覧のレタッチメニュー表示のON/OFFを　
　切り替えます。
　
④画像一覧：
　画像一覧のレタッチメニュー表示のON/OFFを　
　切り替えます。画像に対してレタッチのON/OFFを
　切り替えます。
　レタッチソフトに画像を指定して起動出来ます。

※1コマから一覧に変更した場合、および、1コ
マから6コマに変更した場合、画像の選択状態は
引き継がれません。

【2-9】レタッチ注文



①
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【2-10】ラボ発注1 

①ラボ発注：
　注文詳細画面の「ラボ発注」ボタンでラボへの発注
　が行えます。

○Web発注の場合
　発注方式「Web発注」の状態で発注ボタンを
　押します。

○地上便発注の場合：
　出力フォルダを指定し、ファイル出力を行った上
　で、発注ボタンを押します。

■ラボへの発注



②

③

④

⑤
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【2-11】ラボ発注2  

①発注する注文を確認します。

②発注方式 :
　ネット発注か、メディアにコピーして
　DP袋に入れる地上便発注かを選択します。

③地上便発注の場合は、出力フォルダを作成し、DVD
　等に保存してください。
※直接DVD-R などへの書き出しはできません。
※フォルダ名の変更はしないでください。

※校正承認注文方法が ｢画像を選択しておまかせ｣
　または ｢簡易レイアウトしておまかせ｣ の場合、
　デザイン結果の校正を行うかを選択できます。

④発注（Web発注）：
　バックグラウンドで送信ソフトが起動し、アップ
　ロードの順番待ちとなります。
※アップロード中でも、注文など通常の操作は行えます。

⑤発注（地上便発注）
　指定したフォルダーに書き出されます。

⑥発注が完了すると発注状態が [納品待ち ]となり
　ます。

■ラボへの発注
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【2-12】仕上がり検収 

①ラボから仕上がりが納品された後に [ 納品待ち ]
　ボタンを押します。

② [はい ] を押し、注文の検収処理を確定させます。
　※注文が [納品済み注文一覧 ]に移動します。

これで取引が完了となります。

■ラボからの仕上がり納品後の検収
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Dioss Pro PHOTO Maker をご利用いただき、誠にありがとうございます。
オーダー内容は以下のとおりです。

※本メールは自動配信とさせていただいております。
　ご返信いただきましても、お受け出来かねますのでご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　ラボ受注日　　　　　：　2013/05/07
　注文番号　　　　　　：　0005265005508

　注文内容

　　お客様名　　　　　：　テストデータ
　　配送店舗　　　　　：　商品サービス企画G

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商品

　　　商品名　　　　　：　写真アルバムプロ 250SQ HC
　　　デザインタイプ　：　C04
　　　数量　　　　　　：　2冊

　　　表紙ラミ　　　　：　ラミ加工　マット

　　　本身ラミ　　　　：　ラミ加工　マット
　　　ページ数　　　　：　6ページ

　　オプション

　　　商品名　　　　　：　フォトBOX 250SQ
　　　数量　　　　　　：　2冊

　　　商品名　　　　　：　写真アルバムプロ A4SQ MINI（銀塩）
　　　数量　　　　　　：　1冊

　　　商品名　　　　　：　写真アルバムプロ A5SQ MINI（印刷）
　　　数量　　　　　　：　1冊
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商品

　　　商品名　　　　　：　プリント キャビネ T（光沢）
　　　デザインタイプ　：　WB

■ご注文を送信後に受注確認メールが配信されます。

【3-1】メール配信1 

※迷惑メール対策等を行っている方は、配信元メールアドレス「info@dioss.jp」  か
らのメールを受信できるように設定してください。

　　　数量　　　　　　：　1冊
　　　ページ数　　　　：　5ページ
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　レタッチ

　　　メニュー　　　　：　CCDゴミ
　　　　　　　　　　　：　CCDゴミ＋バック紙よごれ（ゴミ）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　校正承認有無　　　　：　要承認

注文方式
画像を選択しておまかせ

計
2商品

2013年 5月18日までに、初校メールをお送りいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

====================================================
==========
　Dioss コールセンター
　TEL：050-3155-4116
　サービス時間：午前9時30分～午後18時（日曜、年末年始を除く）
====================================================
==========



22

Dioss Pro PHOTO Maker をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ご注文いただきましたデザインが完成いたしましたので、
内容のご承認をいただきたくご連絡申し上げます。

※本メールは自動配信とさせていただいております。
　ご返信いただきましても、お受け出来かねますのでご了承下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　仕上がりデザインの確認方法でお客さまにお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ご注意■■
お客さまにてデザインの確定ボタンをクリックしていただかない限り
ご注文商品が作製されません。スムーズなお届けを実現するために、
お早めのご確認をお願い申し上げます。

■確認していただきたい内容■
１．デザイン内容
２．お客様情報（お名前や、挙式日など）

※デザイン確定後の訂正は出来ません。
※以下の変更についてはお受けできません。
　・ オプションのご変更
　・ テンプレートのご変更
　・ 数量のご変更
　・ 受け取り先のご変更

■確認方法■
下記ＵＲＬをクリックしてください
　https://proof.labonetwork.jp/...

１）デザイン内容に問題がなければ・・・

　「すべてのデザインを確定する」のボタンをクリックし、承認を完了させて下さい。

２）デザイン内容に誤りがあるときは・・・

修正をご希望されるページ毎に「修正内容を入力」をクリックし、指示をご記入下さい。
修正指示が全て終わりましたら「修正依頼を確定する」をクリックして、修正指示をお出し下さい。

オーダー内容は以下のとおりです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ラボ受注日：2013/04/24
注文番号：0005265005492
注文方式：簡易レイアウトしておまかせ

注文内容

お客様名：テストオーダー
配送店舗：商品サービス企画G
--------------------------------------------------------------

商品

商品名：写真アルバムプロ A4SQ HC
数量：1冊
表紙ラミ：ラミ加工　マット
本身ラミ：ラミ加工　マット
ページ数：6ページ

オプション

写真アルバムプロ A4SQ MINI（印刷）：1冊
写真アルバムプロ A5SQ MINI（銀塩）：1冊
--------------------------------------------------------------
商品

商品名：台紙プリント 手札1面（LK）
数量：1冊
台紙：台紙プリント 手札2面
ページ数：1ページ
--------------------------------------------------------------

計
2商品

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※ご注文をキャンセルされる場合は、
　デザイン作成料金が発生することをご了承ください。

=====お問合せ・連絡先========================================
・デザインに関するお問い合わせ
　Dioss Pro デザインチーム
　e-mail：info_pro@labonetwork.jp

　Dioss コールセンター
　TEL：050-3155-4116
　サービス時間：午前9時30分～午後18時（日曜、年末年始を除く）
==============================================================

■ ｢画像を選択しておまかせ｣　または ｢簡易レイアウトしておまかせ｣ のご注文で、　校正承認有を選択した場合に校正依頼メールが配信されます。

【3-2】メール配信2 

校正承認画面へ

※迷惑メール対策等を行っている方は、配信元メールアドレス「info@dioss.jp」  か
らのメールを受信できるように設定してください。


