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【はじめに】アプリケーションの起動方法

①

[アプリケーションを起動する]

①ピンクの「PR」アイコンを
ダブルクリックで起動させる。

※バージョンアップのお知らせが
表示された際は実行してください。

※緑のアイコン「SE」は
メンテナンス用のため普段は利用しません。

TOP画面を開きます。

②[新規作成]を押します。

②

③お客様の名前を入力します。
フリーワードで30文字まで入力可能です。

③

納品の際、伝票の上部に表記されます。
　　お客様名以外も入力可能です。
　　例)○月○日お渡し：〇〇様
　　例)サンプル

④お客様情報入力後、
[新規作成]ボタンをクリックします。
※注文作成画面に移ります。

④
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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】一回の注文で複数商品をカート注文する方法

■ 注文方法

【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

「画像を選択しておまかせ」・「簡易レイアウトしておまかせ」の場合、
　カート内全商品の校正承認が終了しないと次の工程に進まないためご注意ください。



①
② ③ ⑤④

⑦ ⑧

⑨

⑩

⑥
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①更新：
注文一覧を更新します。 

②ヘルプ：
ラボネットワークサポートページが開きます。

③お知らせ：
新商品のご案内などをお知らせします。

④管理：
管理機能を呼び出します。

⑤注文管理画面：
　注文管理画面のログイン画面が開きます。

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。

⑩注文一覧：
注文の一覧を表示します。

⑪新規注文：
注文を作成し、注文一覧に追加します。

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：
　選択した注文に対し、ラボ発注を行います。

【1-1】注文一覧画面（納品前）

⑭コピーして新規注文
　既存注文のデータを引き継ぎ新しい注文
番号で　新規注文を作成します。

⑮削除：
選択した注文を削除します。

①

⑦
⑥

⑨

③ ④ ②

⑯⑮⑭⑬⑫⑪

⑩

⑤⑧

⑰
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【1-2】注文一覧画面（納品済み）

①更新：
注文一覧を更新します。

②ヘルプ：
ラボネットワークサポートページが開きます。

③お知らせ：
新商品のご案内などをお知らせします。

④管理：
管理機能を呼び出します。

⑤すべて選択削除：
　全ての注文の選択を解除します。

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新規作成：
注文を新規作成します。

⑨表示設定：
注文一覧の表示順を設定します。

⑩注文一覧：
注文の一覧を表示します。

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コピーして新規注文
　既存注文のデータを引き継ぎ新しい注文番号で
　新規注文を作成します。

⑬削除：
選択した注文を削除します。

⑭終了：
アプリを終了します。

①

⑨

⑥
⑦

⑩

⑪ ⑮ ⑬ ⑭

②③ ④

⑤

⑧ ⑫

⑮一括納品確認：
納品された商品が一括で確認ができます。



6

①配送店舗：
配送店舗を選択します。
注文を行う店舗とは別の店舗へ商品を配送する
ことができます。

※配送店舗を支店などに指定する場合
登録が必要になります。営業までご連絡ください。

②更新：
商品一覧を更新します。

③注文画像を印刷：
注文画像を印刷します。

④注文作成：
注文作成画面を表示します。

⑤レイアウト：
　レイアウト画面を表示します。

⑥レタッチ：
　レタッチ画面を表示します。

⑦ラボ発注：
　ラボ発注を行います。

⑧納品検収
ステータスを表示します。

⑨商品引渡し：
商品引渡しが完了したリストを表示します。

⑩注文一覧に戻る：
注文一覧画面に戻ります。

⑪お気に入り商品に追加
選択した注文の商品情報及びレイアウトデータ
をお気に入り商品として保存します。

【1-3】注文明細画面1

※お気に入り商品として保存しておくと、同じ内容の商品情報・レイアウトを簡単に利用できます。
　レイアウトセットとして保存しておけるので、同一ページレイアウトのオーダー作成に便利です。

※ただし、写真は保存されませんので、写真は注文毎にレイアウトしていただく必要があります。

②
①

③
⑪ ⑫

⑩⑨⑧⑦⑤

⑥

④

⑫ヘルプ
　ラボネットワークサポートページが開きます。
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①保存名称
保存したい設定の名称を入力してください。

②OK
選択した注文の商品情報及び
レイアウトを保存します。

③キャンセル
保存をキャンセルして
お気に入り商品保存を終了します。

【1-3】注文明細画面2

■お気に入り商品登録方法

画面右側にある［お気に入り商品に追加］を開く。

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。

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）

⑤ヘルプ
ラボネットワークサポートページが開きます。

①

② ③

④ ⑤
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①削除
保存してあるお気に入り商品設定を削除します。

②名称変更
保存した名称を変更します。

③閉じる
設定をキャンセルしてお気に入り商品設定を終了します。

【2-1】注文作成・ラボ発注画面（注文・作成）

■お気に入り商品の削除方法

　①画面右上の［管理］を開き、
　　［お気に入り商品設定］を開きます。

①
②

③



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
… 11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
… 13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
… 14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
… 15 ページへ

■注文方式別　工程フロー図
④各注文方法により、手順が異なります。（全4種）

【2-2】新規注文方法

■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 1  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（miniブック・BOX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



14

【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（miniブック・BOX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（miniブック・BOX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

※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。



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。
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①レタッチ
　注文作成後、注文詳細画面の
「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は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

② ③

④
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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

「ラボ発注」をクリック後、Web発注を選択して発注してください。



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。
地上便発注を選択した場合、出力フォルダ欄が出てきます。

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。

※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

[Web発注の場合]

[地上便発注の場合]
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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 [ 納品確認］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。
※ステータスが［納品検収済み］に変わります。

③お客様への商品引き渡し完了後、［商品引き渡し］ボタンを押します。
※ステータスが［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

■注文送信完了後に、自動返信メールが届きます。
■メールの文末に到着予定日が記載されています。

【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）

====================================================
==========
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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。

【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。
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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。

【4-1】管理画面 1



①

②

⑤

③

④

⑥
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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。

【4-2】管理画面 2



②

①
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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。

【4-3】管理画面 3



② ③

①
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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。

【4-4】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。



① ②
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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。

【4-5】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。



① ②
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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。

【4-6】管理画面 6

■アイテム追加・消去画面



【4-7】管理画面7

当日キャンセル方法

•管理画面に入り、キャンセルしたい商品を探します。
見つけたら□に✓を入れます。

•［キャンセル］を押してください。

③右のような表示が出たら、キャンセル完了です。
［OK］ボタンを押して画面を閉じてください。

①

②

③
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【4-８】管理画面８

↙

↓

画像DL（ダウンロード）の方法

管理画面に入り、一番右までカーソルを引っ張ります。

■ジャッジ画像DL
個別で→［画像DL］
一括で→［一括画像DL］

■完成画像DL
個別で→［画像DL］
一括で→［一括画像DL］

■個別DLの場合
［画像Dl］→画像が表示されたら欲しい画像をクリックしてDLする。

■一括DLの場合
①［一括DL準備］を押すとDLの準備を始めます。
②［準備中］から［一括DL］に変わったらDL可能です。
③［一括DL可能］をクリックしてファイルを保存してください。

30



①
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【5-1】データバックアップ 1

注文データのバックアップと復元ができます。
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。



①
②③④

⑤

⑥
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【5-1】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
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【5-1】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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