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今回のバージョンより、１回の注文で複数の商品を注文できる、「カート注文」機能を搭載しております。（※１）
「カート注文」の搭載に伴い、これまでの「注文一覧画面」の画面構成を大幅に変更し、
「注文一覧画面」と「注文明細画面」の２階層の構造にすることにより、表記、及び操作方法の見直しを図りました。

（※１）カート内では、同一の注文方式に限定させていただいております。同一カート内での複数注文方式混在対応は、現在準備中です。
しばらくお待ちください。

【はじめに】DiossPPM バージョン3の特徴

■バージョン2 ■バージョン3

【注文明細】作成
アルバム →画像選択・レタッチ・レイアウト等の個別処理

カレンダー →画像選択・レタッチ・レイアウト等の個別処理

【注文明細】作成

台紙 →画像選択・レタッチ・レイアウト等の個別処理

【注文明細】作成

プリント →画像選択・レタッチ・レイアウト等の個別処理

【注文明細】作成

まとめてWeb発注！

注文作成

【注文】

アルバム
注文作成→（写真選択・レイアウト）→Web発注

【注文】

カレンダー
注文作成→（写真選択・レイアウト）→Web発注

【注文】

台紙
注文作成→（写真選択・レイアウト）→Web発注

【注文】

プリント
注文作成→（写真選択・レイアウト）→Web発注

【注文】

バージョン2では・・・
○同一顧客・複数商品の
　管理が面倒。

バージョン3では
○各商品を「カート」に入れ
　まとめて管理出来る
　ようになりました！



【1-1】認証画面

①
②

③ ④

■アプリケーションにログインする

①作業担当 ID：
　作業担当の IDを入力してください。

②パスワード：
　作業担当者のパスワードを入力してください。

③ログイン：
　入力されたIDおよびパスワードで認証を行います。
　認証に成功すると、注文一覧画面に進みます。

④終了：
　アプリを終了します。
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①
② ③

⑤

④

⑦ ⑧
⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯⑬

⑥
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①更新：
　注文一覧を更新します。

②お知らせ
　お知らせ情報を表示します。

③ログアウト
　認証画面に戻ります。

④管理：
　管理機能を呼び出します。

⑤表示設定：
指定した条件に一致する注文のみを注文一覧に表示し
ます。条件は＋－で追加・削除ができます。条件が複
数ある場合、すべての条件に一致する注文のみを表
示します。

⑥納品前注文一覧 /納品済み注文一覧：
　納品前注文一覧と納品済み注文一覧を切り替えます。

⑦すべて選択：
　全ての注文を選択します。

⑧すべて選択解除：
　全ての注文の選択を解除します。

⑨注文一覧：
　注文の一覧を表示します。

⑩予約：
　予約画面を表示します。

⑪受付：
　選択した注文の受付を行い、注文明細画面で表示
　します。

⑫オーダー詳細：
　選択した注文を注文明細画面で表示します。

⑬まとめてラボ発注：
　選択した全ての注文に対しラボ発注を行います。

【1-2】注文一覧画面（納品前）

⑭表示中の一覧を印刷
　予約表一覧を印刷します。

⑮削除：
　選択した注文を削除します。

⑯終了：
　アプリを終了します。



①
② ③

⑤

④

⑦ ⑧
⑨

⑩ ⑫ ⑬⑪

⑥
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①更新：
　注文一覧を更新します。

②お知らせ
　お知らせ情報を表示します。

③ログアウト
　認証画面に戻ります。

④管理：
　管理機能を呼び出します。

⑤表示設定：
指定した条件に一致する注文のみを注文一覧に表示し
ます。条件は＋－で追加・削除ができます。条件が複
数ある場合、すべての条件に一致する注文のみを表
示します。

⑥納品前注文一覧 /納品済み注文一覧：
　納品前注文一覧と納品済み注文一覧を切り替えます。

⑦すべて選択：
　全ての注文を選択します。

⑧すべて選択解除：
　全ての注文の選択を解除します。

⑨注文一覧：
　注文の一覧を表示します。

⑩オーダー詳細：
　選択した注文を注文明細画面で表示します。

⑪まとめてラボ発注：
　選択した全ての注文に対しラボ発注を行います。

⑫削除：
　選択した注文を削除します。

⑬終了：
　アプリを終了します。

【1-3】注文一覧画面（納品済み）



①
② ③

⑤

④

⑦

⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭⑫

⑥
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【1-3】注文一覧画面（納品済み）

①更新：
　注文一覧を更新します。

②お知らせ
　お知らせ情報を表示します。

③ログアウト
　認証画面に戻ります。

④管理：
　管理機能を呼び出します。

⑤表示設定：
指定した条件に一致する注文のみを注文一覧に表示し
ます。条件は＋－で追加・削除ができます。条件が複
数ある場合、すべての条件に一致する注文のみを表
示します。

⑤納品前注文一覧 /納品済み注文一覧：
　納品前注文一覧と納品済み注文一覧を切り替えます。

⑥すべて選択：
　全ての注文を選択します。

⑦すべて選択解除：
　全ての注文の選択を解除します。

⑧注文一覧：
　注文の一覧を表示します。

⑨予約：
　予約画面を表示します。

⑩受付：
　選択した注文の受付を行い、注文明細画面で表示
　します。

⑪オーダー詳細：

　選択した注文を注文明細画面で表示します。

⑫表示中の一覧を印刷
　予約表一覧を印刷します。

⑬削除：
　選択した注文を削除します。

⑭終了：



①
②

③
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【1-4】予約・受付画面（メイン）

①カレンダー：
　表示するスケジュールの日を選択します。

②スケジュール：
　予約を表示します。
　日時を選択すると、予約登録画面を表示します。

③注文一覧に戻る：
　注文一覧画面に戻ります。

■予約・受付～登録をする



①

② ③
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【1-5】予約・受付画面（予約情報）

①予約情報：
　予約情報を入力します。

②予約登録：
　予約情報を登録します。

③当日受付：
　予約情報を登録し、受付を行います。



①
②

④ ⑧ ⑪
⑤③ ⑥

⑦ ⑨ ⑩ ⑫
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①配送店舗：
　配送店舗を選択します。

②撮影情報 /注文明細情報 /ラボ発注情報：
　撮影情報と注文明細情報とラボ発注情報を切り替えます。

③撮影：
　撮影画面を表示します。

④セレクト：
　セレクト画面を表示します。

⑤商品選択：
　商品選択画面を表示します。

⑥レタッチ：
　レタッチ画面を表示します。

⑦注文作成：
　注文作成画面を表示します。

⑧レイアウト：
　レイアウト画面を表示します。
　注文方法が「画像を選択しておまかせ」、
　「完成画像入稿」の時はボタンが無効になります。

⑨ラボ発注：
　ラボ発注を行います。

⑩納品検収：
　納品検収が完了したことを記録します。

⑪商品引き渡し：
　商品引き渡しが完了したことを記録します。

⑫注文一覧に戻る：
　注文一覧画面に戻ります。

【1-6】注文明細画面



①

③

④

⑤②
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①更新
　撮影場所一覧、グループ一覧、画像一覧を更新します。

②全て表示
　撮影場所一覧、グループ一覧の選択状態をクリア　
　します。

③撮影場所一覧
　撮影場所一覧を表示します。

④グループ一覧
　グループ一覧を表示します。

⑤画像一覧
　画像一覧を表示します。

【1-7】注文明細画面（撮影情報）



①
②

12

①更新
　注文明細情報を更新します。

②数量
　商品の数量には0を指定する事もできます。
　0が指定されると、該当商品はキャンセルされます。

【1-8】注文明細画面（注文明細情報）



②

③

①
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撮影情報と同様の箇所は説明を割愛します。

①注文画像を印刷
　注文画像一覧を印刷します。

②ラボ発注注文一覧
　ラボ発注注文の一覧を表示します。

③注文画像一覧
　注文画像の一覧を表示します。

【1-9】ラボ発注情報



①

② ③
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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。

【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

※!"#$#%"#&等で作業ください※!"#$#%"#&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 ② ③ ⑤④ ⑦

⑧
⑨

⑩

⑪ ⑬⑫

⑥

⑭

※画像は一覧表示の場合
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①すべて選択：
　全ての画像を選択状態にします。

②すべて選択解除：
　全ての画像の選択状態を解除します。

③一覧 /6コマ /1コマ：
　画像一覧の表示コマ数を切り替えます。
※ 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。

④名前順 /日付順：
　各グループ内の並び順を切り替えます。

⑤昇順 /降順：
　各グループ内の並び順を切り替えます。

⑥画像一覧表示：
　ページ一覧にて選択された画像表示を解除します。

⑦環境設定：
　設定画面を表示します。

⑧画像一覧：
　画像の一覧を表示します。グループの指定、
　お気に入りの指定、回転などの操作を行えます。

⑨ページ一覧 /削除画像一覧：
　ページまたは削除画像の一覧を表示します。
　ページを選択すると、画像一覧に選択ページの画像
　を表示します。削除画像一覧にて削除済みの画像
　をもとに戻すことができます。
　
⑩分類 /削除画像：
　ページ一覧と削除画像一覧の表示を切り替えます。

⑪撮影ソフト起動：
　環境設定で設定された撮影ソフトを起動します。

⑫セレクトソフト起動：
　環境設定で設定されたセレクトソフトを起動します。

⑬撮影フォルダを開く：
　撮影フォルダーを開きます。

⑭完了：
　アプリを終了します。

【3-1】撮影画面（メイン）



①
②
③
④

⑤ ⑥
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①撮影アプリにキヤノンDPPSを使用する：
キヤノンDigital Photo Presenter for Studio
（以下、DPPS）との連携機能を利用できます。
連携機能のON/OFFをチェックボックスで切り替
えます。

※本機能を利用する場合、「④実行するファイル」
にDPPS実行ファイルへのパスをご指定下さい。

チェックを入れると、撮影画面の「撮影ソフト起動」
ボタンを押した時にDPPSを起動する設定となり
ます。

DPPSが起動されると、PPMで作成した受付も
含めた注文一覧が表示されます。現在対象の受付
を選択し「OK」ボタンを押すとDPPSの画像一
覧画面に移動しますので、撮影や画像セレクトをお
こなって下さい。

撮影、画像セレクトなどの操作が完了したら、「オー
ダー保存」ボタン→「終了」ボタンを順に押して
DPPSを終了してください。

DPPSの設定方法、操作方法についてはDPPS
のマニュアルを参照ください。

②実行するファイル：
　撮影ソフトのパスを指定します。

③スタジオ名：
　スタジオ名を指定します。指定されたスタジオ名は
　注文明細画面の表示で利用します。

④実行するファイル
　セレクトソフトのパスを指定します。

⑤キャンセル：
　変更をキャンセルしてメイン画面に戻ります。

【3-2】撮影画面（設定）

⑥完了：
　変更を反映してメイン画面に戻ります。
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①商品情報表示：
　画像一覧の各画像選択商品情報表示のON/OFF
　を切り替えます。

②画像一覧：
　画像の一覧を表示します。
　画像が使用されている商品情報を表示します。
　画像ごとにグループの指定、お気に入りの指定、　
　回転などの操作を行えます。

※1コマまたは2コマ比較から一覧に変更した
場合、および、1コマまたはおよび2コマ比較
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。

【3-3】セレクト画面（メイン）

※画像は一覧表示の場合



①

② ③

23

①実行するファイル：
　セレクトソフトのパスを指定します。

②キャンセル：
　変更をキャンセルしてメイン画面に戻ります。
 
③完了：
　変更を反映してメイン画面に戻ります。

【3-4】セレクト画面（設定）
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① 2 コマ比較
指定した2画像を比較表示します。

2コマ比較を開始すると、選択中の画像と、その
次の画像が表示されます。

画像が無かったり、1画像しかない場合、表示が
できる画像分だけ表示されます。

表示画像の変更は、左右ボタンを押して順番に変
更するか、画像一覧から画像をドラッグ＆ドロップし
ます。（左右の領域にドラッグ＆ドロップできます）

②左右ボタン
　画像を前の画像または次の画像に変更します。
　選択済みの画像はスキップされます。
　末尾まで進むと先頭に移動し、先頭まで戻ると末
　尾に移動します。

③画像一覧
　画像の一覧を表示します。

④連動
　左右の選択した画像の連動のON/OFFを
　切り替えます。

⑤初期表示
　左右画像を画面に収まる大きさで表示します。

※マウスのホイールで画像拡縮が行えます。
※マウスのドラッグで画像移動が行えます。
※画面サイズを変更しますと、画像拡縮および画
像移動は初期状態にリセットされます。

【3-5】2コマ比較
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①カテゴリー：
　商品のカテゴリーを表示します。
　選択されたカテゴリー内の商品を表示します。

②完了：
　アプリを終了します。

【3-6】商品選択画面（カテゴリー表示）
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①商品一覧：
　選択されたカテゴリー内の商品を一覧表示しま 
　す。

②カートへ /キャンセル：
　商品をカートへ入れます。

【3-7】商品選択画面（商品表示）
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①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。

②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。
　
③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。

【4-1】レタッチ画面（メイン）
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①実行するファイル：
　レタッチソフトのパスを指定します。

【4-2】レタッチ画面（設定）
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【4-3】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

30

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。

【4-4】レタッチ注文
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【5-1】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
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【5-2】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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【5-3】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。

【6-1】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）
====================================================
==========
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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。
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。

【6-2】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。
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■詳細画面

①校正依頼メールのリンクをクリックすると校正承認
　画面（詳細画面）が開きます。

②一覧画面が表示されます。

③デザインの修正内容を入力します。

④選択ページの、「画像差し替え」、「画像追加」、
　「画像削除」が行えます。

【7-1】Web校正承認1 
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①すべてのデザインを確定します。

②拡大をクリックすると詳細画面になります。
　　　

【7-2】Web校正承認2 

■一覧画面

※ミニブックの表紙画像は、主商材の表紙画像と同一になります。
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■画像差し替え画面

※主商材の表紙画像を差し替えた場合、ミニブックの表紙画像も同一画像に差し替わります。

①差し替え画像の登録ができます。

②選択したページに画像の追加ができます。
　追加された画像を考慮して、再レイアウトを行い　
　ます。
　※追加枚数の上限は・・・  
　ページ数×3画像までとなります

③選択した画像の削除ができます
　削除された画像を考慮して、再レイアウトを行い　
　ます。
　※削除枚数の下限は・・・
　1画像未満の場合は削除ができません

④ボタンを押して、選択したページの修正依頼を
　確定します。

【7-3】Web校正承認3 
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■ログイン画面

　http://ppm.labonetwork.jp/manager/contents/login.php

①店舗コードとパスワードを入力します。
※店舗コード、パスワードは店舗申請頂き、別途発
　行されます。

② [ログイン ]を押して下さい。

【8-1】管理画面1 
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■注文管理の検索画面

①検索条件入力欄：
　検索条件を入力できます。

②検索ボタン：
　検索を実行します。

③検索結果：
　検索の結果が一覧表示されます。

④注文No.：
　クリックすると詳細情報が表示されます。

⑤追加ボタン：
　追加注文時に使用します。

⑥キャンセルボタン：
　注文をキャンセルします。
※注文日の23時59分59秒までは、
　キャンセルが可能です。

【8-2】管理画面2 
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■注文状況確認の詳細画面

①検索結果より注文No. をクリックすると詳細情報
　が表示されます。

②生産画像確認ボタンを押すと、画像を確認できま
　す。

【8-3】管理画面3 
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■追加注文画面

※注文データの保存期間は生産完了日より60日間です。

【8-4】管理画面4 

①検索結果より [追加 ]をクリックします。

② [確認 ] をクリックします。

③ [追加注文を確定する ]をクリックします。
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①メールアドレス入力欄：
　メールを配信するメールアドレスを入力します。

②氏名入力欄：
　メールアドレスに対応する氏名を入力します。

【8-5】管理画面5 

■店舗情報修正（基本情報修正）画面

■１店舗あたり10個のメールアドレスの登録が可能です。
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①追加するアイテムにチェックを入れ登録できます。

②追加するデザインにチェックを入れ登録できます。

【8-6】管理画面6 

■アイテム追加・消去画面



①
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【9-1】データバックアップ1

PPMバージョン3.1 から注文データのバックアッ
プと復元に対応しました。ご利用のパソコンが不調
になったり、注文データが破損してしまった場合に
バックアップがあれば復旧する事が出来ます。

※バックアップは毎日行うことをおすすめします。

※復元を行う場合、対象データとなるデータはバッ
クアップした時点に戻ります。以降に作成・変更さ
れた情報は全て失われますので、ご注意下さい。復
元機能はバックアップ時点にデータを戻す機能で
す。前回バックアップからの期間が短いほど失われ
る情報は少なくなります。

※復元する場合、復元前にバックアップをしてから
復元を実行するよう強くおすすめします。誤って復
元してしまった場合など、復元前の状態に戻すこと
が可能になります。

①バックアップ：
　backupManagerを起動します。
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【9-1】データバックアップ2

①参照
　PPMの情報のデータ保存先を指定します。

② order データ
　バックアップ対象に注文データを含めるかを指定し
　ます。

③ shopMaster データ
　バックアップ対象に店舗データを含めるかを指定し
　ます。

④ settingデータ
　バックアップ対象に設定データを含めるかを指定し
　ます。

⑤バックアップ
　PPMの情報のバックアップを実行します。

⑥データの復元
　PPMの情報のデータの復元をするページへ移動
　します。



①

②

③

48

【9-1】データバックアップ3

①参照
　PPMの情報の復元するデータを指定します。

②データの復元
　PPMの情報の復元を実行します。

③データのバックアップ
　PPMの情報のデータのバックアップをするページ
　へ遷移します。

※同じ注文番号のデータがある場合、バックアップ
　データを既存データに上書きしますので、ご注意
　下さい。

※同じ注文番号のデータがない場合、既存データに
　追加してデータを復元します。
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① テンプレート選択パネル
　選択されたテンプレートが表示される。
　テンプレートへの画像（写真）貼り付け等の編集
　作業を行う。

② お気に入りテンプレートパネル
　よく使うテンプレートを登録しておく事ができます。 

③ テンプレート検索パネル
　様々な条件でテンプレートの検索を行うことが
　できます。 

④ テンプレート作業パネル
　①のテンプレート選択パネルで選んだカテゴリー
　のテンプレートが一覧でき、編集作業を行います。 

⑤ 選択済みパネル
　④で一覧表示されたテンプレートをダブルクリック、
　もしくはドラッグ＆ドロップする事で登録できます。
　このパネルに登録されたテンプレートを編集する
　事ができます。 

⑥ メニュー
　各種の操作や設定ができます。

⑦ ステータスエリア
　OrderManagerで入力した商品情報や、文字入力
　情報を表示します。 

■ProcessManager より、レイアウトしたいオーダーを選択して「レイアウト」ボタンを押す事で起動します。
■ProcessManager からではなく、AlbumDesigner を直接起動する事は出来ません。

1. 起動方法／2. 起動画面



!

3. テンプレートの選択 

・階層はデザインのカテゴリー別になっています。

・最下層ではページの種類別に格納されています。

■テンプレート選択パネルの三角のマークをクリックすると、階層を開く事ができます。

・ページの種類は下記のものがあります。

フォルダ名 ページの種類 ページ種類の説明

top トップ アルバムなどの複数ページを持つ商品の
最初のページ  

page ページ アルバムなどの複数ページを持つ商品の
本身部分（トップとエンドを除いた部分）  

end エンド アルバムなどの複数ページを持つ商品の
最後のページ

cover カバー 表紙。表品により cover_cl、cover_acl
となることもあります。  

box ボックス オプションのフォトボックス  
dvd_case DVDケース オプションの DVDのケース  
dvd_label DVDラベル オプションの DVDのレーベル（盤面） 



ページ種類 写真枚数 縦写真枚数

名称

横写真枚数 スクエア写真枚数

[page] 写真 x2=縦 x1/ 横 x0/SQx1

!

3. テンプレートの選択 

・注文の内容に応じて正しいページ種類のテンプレート
　を正しい数選ぶ必要がありますが、何をいくつ選べ
　ばいいかは、画面右側の選択済みパネルに表示されて
　います。

・ページ種類のフォルダをクリックすると、テンプ
　レート編集パネルにテンプレートが表示されます。

・テンプレートのサムネイルには次のような情報が
　表示されいます。



!

4. テンプレート一覧の表示設定 

・ テンプレート一覧はメニューの「表示サイズ」ボタン
　で拡大、縮小ができます。

・ 「表示サイズ」の「＋」を押すと拡大、「－」を押す
　と縮小されます。 
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5. テンプレートの選択  

■テンプレートの選択は 3通りの方法があります。

①使用したいテンプレートをダブルクリック
　ダブルクリックしたテンプレートが編集モードで
　開きます。

②使用したいテンプレートを選択して「決定ボタン」
　を押す
　①と同じ動きになります。  
※ドラッグ＆ドロップする位置は、選択済みパネル
　のどこでも構いません。

③使用したいテンプレートを選択済みパネルに
　ドラッグ＆ドロップ
　画面はそのままで、選択したテンプレートが選択
　済みパネルに登録されます。
　使用したいテンプレートを連続して選びたい場合
　に便利です。



ドラッグ＆ドロップドラッグ＆ドロップ
ダブルクリックダブルクリック

!

5. テンプレートの選択 

・ 選択済みパネルに登録されたテンプレートは、ダブル
　クリックする事で編集できます。

・ 一度選択したテンプレートには「済」マークが付き、
　複数回選択しようとすると確認のメッセージが
　出ます。（確認メッセージで OKボタンを押せば
　複数回選択する事も可能です） 



①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥⑦⑦ ⑧⑧⑨⑨ ⑩⑩ ⑪⑪

⑫⑫ ⑬⑬
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①アルバム設定
　商品全体の設定を行うことができます。
　（発注方式が「簡易レイアウトしてお任せ」の場合
　のみ）  

②各ページ要望欄
　各ページに個別の要望を書く事ができます。
　（発注方式が「簡易レイアウトしてお任せ」の場合
　のみ）

③テンプレート選択
　テンプレート選択画面に移動します。  

④ページ削除
　現在編集中のページを削除します。

⑤ガイド表示・非表示
　マージンなどの表示・非表示を切り替えます。  

⑥フリーテキストツール
　画面内で自由に文字を入力出来ます。
　（発注方式が「完全レイアウトしてお任せ」の場合
　のみ）  

⑦写真センターガイド
　写真のセンターにガイドラインを表示します。

⑧表示サイズ（＋）
　テンプレートの表示サイズを大きくします。  

⑨表示サイズ（－） 
　テンプレートの表示サイズを小さくします。  

⑩レイアウト済一覧
　選択済みテンプレートの一覧を表示します。  

⑪デザイン中止
　AlbumDesigner を終了します。  

⑫一時保存
　作業中のデータを保存しAlbumDesigner を終了
　します。

⑬レイアウト完了
　レイアウトを完了し、データを書き出します。 

6. 編集画面 



!

・ 編集画面で利用出来るメニューもあります。
　（メニューバーの「編集画面」メニューより選択）

メニュー名 動作内容 

ズーム

テンプレートの表示サイズを拡大・縮小できます。
ボタン⑦⑧と同じ機能ですが、メニューには
ショートカットキーが表示されています。

一般的な使用ではショートカットキーを利用した
方がスムーズに作業が行えます。 

写真枠フィット設定

各写真枠にレイアウトする写真をどの程度フィット
させるのか設定出来ます。ジャストでは、写真枠に
ジャストフィット、 10だと 10％余白を作って
フィット、20だと 20％余白を作ってフィット

させます。 
ガイド ⑤ボタンと同じ機能です。

6. 編集画面 



CTL+ クリック（Win)・command＋クリック（Mac）で
複数の写真を選択後、ドラッグ＆ドロップも可能
CTL+ クリック（Win)・command＋クリック（Mac）で
複数の写真を選択後、ドラッグ＆ドロップも可能

レイアウトしたい写真を
テンプレートにドラッグ＆ドロップ
レイアウトしたい写真を
テンプレートにドラッグ＆ドロップ

!

■AlbumDesigner では、任意の写真を写真フレームにドラッグ＆ドロップする事で簡単にレイアウトする事が出来ます。

・写真フレームはグレーもしくはブルーで塗られた
　領域でマウスを載せると色が少し濃くなる領域です。

・AlbumDesignerは軽快な動作を実現させるために、
　写真をアプリケーションに登録したりコピーしたり
　する事無く、レイアウトを実行できます。
　そのために、Windowsの場合はエクスプローラー、
　Mac の場合は Finder から直接写真をドラッグ
　＆ドロップできます。

・使用する写真を拡大表示しながら選択したい場合は、
　別途エクスプローラー互換の画像ブラウザ
　（Windows）、 Finder互換の画像ブラウザ（ Mac）
　があると便利です。

・複数の写真を一度にドラッグ＆ドロップし、ページ内
　の写真をまとめてレイアウトする事が出来ます。
◇複数枚の写真がどこにレイアウトされるかを制御
　する事はできません。ドラッグ＆ドロップ後に写真
　の入れ替え機能を使って、意図する配置に並べ替えて
　下さい。

※フォルダ名、ファイル名の注意点
　文字化けやデータ破損防止の為、機種依存文字や
　「￥」「;」「.」「*」「/」「?」などはフォルダ名、
　ファイル名には使用しないでください。

7. 写真のレイアウト 



レイアウトした写真同士で
ドラッグ＆ドロップ
レイアウトした写真同士で
ドラッグ＆ドロップ

写真が入れ替わる写真が入れ替わる

!"

■レイアウト済みの写真同士をドラッグ＆ドロップ　する事で、写真の入れ替えを行うことができます。

・入れ替わった写真の位置は初期値に戻ります。

8. 写真の入れ替え 



写真領域写真領域

写真領域をはみ出してしまうと
チェッカー模様でお知らせします
写真領域をはみ出してしまうと
チェッカー模様でお知らせします

ズーム
（角型）
ズーム
（角型）

ズーム
（角型）
ズーム
（角型）

回転
（丸型）
回転
（丸型）

写真領域写真領域

回転
（丸型）
回転
（丸型）

写真をダブルクリックすると
写真編集モードになり、ズームと
回転が出来ます。

写真をダブルクリックすると
写真編集モードになり、ズームと
回転が出来ます。

!!

■レイアウト済みの写真をダブルクリックする事で写真の大きさや位置、回転角度を調整出来ます。

・写真編集モードに入るには、写真をダブルクリック
　して下さい。

・写真以外をクリックすると写真編集モードが終了し
　通常の表示に戻ります。

・写真が写真枠より小さくなってしまった場合は、
　写真全体にチェッカー模様が表示され、はみ出し
　の警告を行います。

◆ 写真編集時におけるモアレについて

  写真編集中や通常表示に戻した際、時折画像に
  意図しない模様(モアレ)が出る可能性がございます。

  例）表面が絹目状の写真をスキャンしデータ化した
　　 ものの場合、絹目が細かい規則的な模様となる
　　 ため拡大縮小等を行うと模様が不規則なものに
　　 なってしまうことが原因。

 こちらは画面上でのみに見られる現象であり、
  実際の仕上がりについて影響はございません。

9. 写真の縮小・拡大・回転 

元画像 格子状のモアレ

【 モアレ画像例 】



ブルーの写真フレームを右クリックブルーの写真フレームを右クリック

※写真をはめ込んだあとに実行して下さい※写真をはめ込んだあとに実行して下さい

ブルーの写真フレームが編集可能ブルーの写真フレームが編集可能

写真フレームをマウスで移動可能写真フレームをマウスで移動可能

写真枠の回転（縦横変換）写真枠の回転（縦横変換）

写真枠の大きさ写真枠の大きさ

!"

■一部の写真フレームは縦横回転などの編集が出来るようになっています。

・編集出来る写真フレームは、写真領域がブルーに
　なっています。

・編集出来る写真フレームは、写真枠を回転しても
　デザイン全体に影響を及ぼさないものに限定し、
　全体のデザイン性を維持出来るようにしています。

・写真フレームの編集機能は次の手順で行います。

①写真領域がブルーでの写真フレームを確認します。

②写真をレイアウトします（写真をレイアウトしない
　で写真フレームを編集する事はできません） 

③写真フレームの上で右クリックし、「写真フレーム
　の回転・ズーム・移動編集を開始」を選択します。 

④ダイアログの指示に従い、回転・ズームの設定を
　おこないます。 

⑤回転とズームの設定が終わると移動が行えます。
　マウスかカーソルキーを使用して移動します。 

⑥写真フレーム以外をクリックすると写真フレーム
　の編集モードが終了します。

　

10. 写真フレームの編集 



ガイドを非表示ガイドを非表示

ガイドを表示ガイドを表示

センターガイドを非表示センターガイドを非表示

センターガイドを表示センターガイドを表示

!"

■ガイド表示 /非表示ボタンで、ガイドの表示を切り替える事ができます。

・グレーのエリアが有効エリア外、赤いラインが裁断
　線の目安となります。

・有効エリア外（グレーのエリア）は裁断時に切り
　取られる場合がありますので、重要な要素（顔や
　フリーテキスト）を配置しないで下さい。

・編集中には、メニュー「表示サイズ＋ /-」ボタン
　で表示の拡大縮小が行えます。キーボードショート
　カットも用意しておりますので、操作に慣れたら
　ショートカットを使用して作業を行うと効率的
　です。

・キーボードショートカットは、編集画面→ズーム
　メニューから参照出来ます。

・編集中にスペースキーを押しながら画面上をドラッグ
　すると、手のひらツールとして画面を移動できます。
　（Adobe Photoshop と同様の動作です） 

・ガイドとは別に写真センターガイドの表示が出来
　ます。

11. 編集中の表示切り替え 



選択済みテンプレートパネル選択済みテンプレートパネル

現在選択したテンプレート数 / 必要なテンプレート数現在選択したテンプレート数 / 必要なテンプレート数

レイアウトされた写真枚数レイアウトされた写真枚数

必要なページ種類

x 必要な枚数

必要なページ種類

x 必要な枚数

拡大拡大

!"

■選択済みテンプレートパネルは、テンプレートの選択結果と、デザインされた内容を表示するパネルです。

・選択済みテンプレートパネルには、オーダーする
　商品に応じ、必要なページ種類とその枚数を表示
　しますので、必要なページを左側のテンプレート
　パネルから選択して下さい。

・複数ページ必要なページ種類（page）は、必要な
　ページ数を越えて一時的に配置する事ができます
　ので、ページレイアウトを試行錯誤する事ができ
　ます。（レイアウト完了時には必要ページに合わ
　せていただく必要があります。）

・パネル上部には現在選択したテンプレート数、必要
　なテンプレート数、レイアウトされた写真枚数が
　表示されています。

12. 選択済みテンプレートパネル 
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■OrderManager で設定したページ数を変更したい場合、ファイルメニュー→ページ数変更を実行するとページ数を変更する事が出来ます。

・ページ数が変更出来るのは、一部の商品のみと
　なります（写真アルバムプロ、写真アルバムプロ
　クラシック）

・ページ数変更を実行すると、注文ページ数変更
　ダイアログが開きますので、変更したいページ数
　を入力して OKボタンを押して下さい。

・ページ数変更を実行すると、表紙の背幅（背表紙
　の幅）が変わるため、表紙のレイアウトが変わる
　場合があります。その場合はメッセージが出ます
　ので、表紙のみ再度レイアウトして下さい。
　（写真配置は初期値に戻ります）

・ページ数の変更が出来ない商品では、ページ数を
　変更しようとするとメッセージが出て変更ができ
　ません。

・商品で定められている最小ページ数、最大ページ
　数を超えて変更をすることは出来ません。

・オプションで DVDのオーダーがある場合、オプ
　ション DVD をオーダーするために必要な最小
　のページ数が 20ページのため、20ページ以下
　にページ数を変更することは出来ません。 

13. ページ数の変更  
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■メニューの「 T 」ボタンを押す事で、フリーテキストツールが利用できます。

①フリーテキストツールを押し、テキストを入力し
　たいエリアの左上でクリック。 

②フリーテキストエリアが描画され、テキスト
　ダイアログが表示される 

③フリーテキストエリアで文字を入力します。

④フォントリストからフォントを選択して下さい。
　お使いのコンピューターにインストールされている
　フォントがご利用になれますが、一部フォントは
　利用が出来ない場合があります。 

⑤文字修飾として、ドロップシャドウと文字のアウト
　ラインが利用出来ます。

⑥新機能として、文字揃え機能が搭載されました。

⑦新機能として、回転機能が搭載されました。

⑧新機能として、行間調整機能が搭載されました。

⑨更新ボタンを押す事で画面上に反映されます。

⑩ゴミ箱ボタンを押す事でフリーテキストを削除し
　ます。

⑪フリーテキストエリア外でクリックする事で、確定
　します。 

⑪入力したテキストを部分的に選択して一部書式を
　変更する事ができます。

⑫フリーテキストを編集中にフリーテキストエリア
　（右図②の赤線部分）をドラッグ＆ドロップすると
　テキストを移動する事ができます。 ⑬フリーテキストは背表紙（上図赤く塗られた部分）に

　掛からないようにして下さい。
　（実際の画面では背表紙は赤く塗られていません）

⑭フリーテキストが背表紙に掛かっていた
　場合、背表紙の部分が削除されます。

14. フリーテキストツール 
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■よく使うテンプレートをお気に入りに追加できます。

・お気に入りテンプレートへの追加は、テンプレート
　選択パネルで、お気に入りに追加したいテンプ
　レートを選択し、お気に入りテンプレートパネル
　にドラッグ＆ドロップします。

・お気に入りテンプレート内では、フォルダを作ったり、
　フォルダを削除しながら、お気に入りを整理でき
　ます。

・お気に入りテンプレートが入っているフォルダを
　削除すると、そのフォルダ内のお気に入り情報は
　全て削除されます。削除されるのはお気に入り情報
　のみで、テンプレートそのものは「全テンプレート」
　に残ります。 

15. お気に入りテンプレート 
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■テンプレート検索パネルは普段は隠れていますが、テンプレート検索パネルの左側（－）マークをクリックする事で表示させる事ができます。

・次の条件で検索が出来ます。 

①写真枚数
　総枚数、及び縦 /横 /スクエアの指定が出来ます 

②メイン写真
　比較的画面中で大きな面積を占めている写真の形状
　と位置 

③ページ種類

・絞り込み検索にチェックを入れると、テンプレート
　選択パネルに表示されているものの中から絞り
　込んで検索する事が出来ます。

・縦2枚、横2枚、合計4枚の写真を使用したい
　場合は、検索パネルで「合計」→4 「タテ」→ 2
　「ヨコ」→2と入力し、検索ボタンを押して下さい。

・特定のデザイングループ内で、上記の条件で検索
　したい場合は、検索対象となるデザイングループ
　を表示させた後、検索パネルで「合計」→ 4 「タテ」
　→ 2「ヨコ」→ 2と入力し、、さらに絞り込み検索
　にチェックを入れて検索ボタンを押します。

・大きく写真を使いたい場合はメイン写真を指定
　します。上記条件に加えメイン写真の「形状」→
　ヨコという条件を加えて検索すると、ヨコ写真が
　大きく、タテ 2枚、ヨコ 2枚を使用するテンプ
　レートが検索されます。

・テンプレートの数が限られているため、必ずしも
　条件にヒットする訳ではありませんが、上手く
　使えば、必要なテンプレートを探す手間が省けます。 

16. テンプレート検索 
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■メニューの「アルバム設定」ボタンを押すと、アルバム全体の設定を確認、編集できます。

・OrderManager で入力した内容が設定されてい
　ますが、AlbumDesigner で内容を修正する事
　が出来ます。

・修正出来る箇所は「名前」「日付」「日付形式」「場所」
　「記載場所」となり、入力仕様は OrderManager
　と同様です。 

17. アルバム設定 
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■各ページ要望欄を利用すると、それぞれのページに関してのご要望を入力ができます。

・各ページ要望欄は、ページの編集画面で利用が出
　来ます。

18. 各ページ要望欄 
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■画面右下の「一時保存」と「レイアウト完了」でデータを保存出来ます。

・各ボタンは「一時保存」が作業途中で保存する
　場合に、「レイアウト完了」がレイアウト作業を
　完了し、オーダーするためのデータを作成する場合
　に使用して下さい。

・「レイアウト完了」を押した場合、注文内容に応じた
　正しいレイアウトがおこなわれているかチェック
　されます。チェックの内容は次の通りです。

チェックの内容 一時保存 レイアウト
完了 

ページ数とページ種類が正しいか しない する 
全ての写真フレームに写真が入っているか しない する 
写真の枚数が既定の範囲内に収まっているか しない する 

・全てのチェックに通過しないとデータを書き出す
　事ができず、オーダーが出来ません。注文に対して
　正しいデータとなるように調整を行って下さい。

19. 一時保存とレイアウト完了 
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①ロゴ画像 (png もしくは jpeg 形式 ) を用意して
下さい。
※ jpg 形式の場合、背景は透けません。
②カレンダー下部の青い部分にドラッグ＆ドロップ
　して下さい。

③画像の挿入と同様にマスク領域の移動、拡大縮小、
　回転ができます。

■カレンダーの表紙・ページにロゴが挿入できます。

20. ロゴの入れ方 
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設定① 
Windows UAC( ユーザー・アカウント制御 ) を
無効にする。

1. 管理者権限の Windows ユーザアカウントで 
　ログイン。
2.［コントロール パネル］→［ユーザー アカウント］
　→ [ユーザアカウント制御設定の変更 ]を実行
3. 通知する /通知しないのスライドバーを最下位
　(通知しない )に設定
※UACを完全に無効にする
4. 変更許可に、はい [OK] を実行
5.Windowsを再起動

設定②
Windowsエクスプローラを管理者権限モードで
実行する。

1.Windowsタスクマネージャを実行
2.[プロセス ]タブでイメージ名にあるexplorer.exe
　を選択して、右クリックで[プロセスの終了 ]を実行
3. 画面上部のメニューから、[ファイル ]→ [新しい
　タスクの実行 ]を実行
4.【新しいタスクの作成】ダイアログが表示
5.[ 参照 ] ボタンを実行。[C:\Windows] フォルダ
　を開いて explorer.exe を選択して、右クリック
　で [管理者として実行 ]を実行
6.【新しいタスクの作成】ダイアログの [キャンセル ]
　ボタンを実行
7. Windowsタスクマネージャを終了

■Windows7とWindowsVista では、設定①、または設定②の補足設定が必要。

21. 補足設定（画像ファイルのドラッグ&コピーができない場合） 

Windowsを再起動すると、この設定情報はクリアされるので注意が必要。
Windowsエクスプローラを終了、再実行しても、この設定は有効のまま。
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①幅・高さ共に500 pixel 以上の png形式の画像
※背景を透明に設定すれば、背景が透けます。

②ファイルメニューから「png 画像の配置」を選
択します。

③ファイル選択ダイアログが開きますので①で用意
した png画像を選択します。

④選択した画像がセンターに配置されます。

⑤ダブルクリックすると拡縮・移動・回転が行えま
す。

⑥ダブルクリックして編集したものは、フリーグラ
フィック外のエリアをクリックすると確定されま
す。※確定しないまま他のページに移動しないで下
さい。

■PNG形式の画像を追加してレイアウトできます。

22. フリーグラフィック（png）配置 
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①AlbumDesigner のファイルメニューから「lnw.
ppm.ScaleEditor 起動」を選択します。

②AlbumDesigner のデータを一旦保存するため、
確認のダイアログが出ますので、「はい」を押して
進めます。

③ScaleEditor が起動します。

④人寸のプリセットを選択します。（F1）
（カッコ内の気ボードショートカットが割当てられ
ています）

⑤天地測定ボタン（F4）を押すと、横ラインが表
示されるので、人物の頭の頂点にラインが来るよう
に配置し、マウスをクリックして確定します。

⑥上のラインを確定したら人物の下に配置し、マウ
スクリックで確定します。

⑦上下のラインを設定したら、トリミングされるエ
リア外が半透明の白または黒で表示されます。

⑧枠移動（F5）ボタンを押して枠の移動が出来ます。

⑨画像回転（F6) ボタンを押して画像回転が出来ま
す。

⑩編集をしない場合や結果を反映させない場合は
「パスして次ページ」（ESC）を押します。

⑪結果を確定する場合は「確定して次ページ」
（Enter）を押します。

⑫全てのページが完了したら「終了」ボタンを押す
と、AlbumDesigner の画面に戻ります。
※AlbumDesigner の画面に戻るさい、注文情報
を再読込するために少し時間が掛かります。

■人の大きさ（人寸）を指定してレイアウトする事ができます。
＊利用出来るのは「中台紙」「プリント」商材のみとなります

23. スケールエディター（ScaleEditor） 

■その他のショートカットキー

確定してページ移動をしない：F10 
前ページ：page up 
次ページ：page down

○枠移動押下時 
左に移動：← / 右に移動：→
上に移動：↑ /下に移動：↓
＊SHIFT キー同時押しで
移動距離を10倍にできます。

○画像回転押下時 
角度決定：ENTER 
キャンセル：ESC 
0.1°角度を増やす：↑ 
0.1°角度を減らす：↓ 
＊ SHIFT キー同時押しで 1°単
位で増減できます。


