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１．ログイン方法・TOPメニューの機能概要

機能概要 【TOP画面】

① [店舗設定] ※P22参照

／ パスワードの変更や受取店舗設定、スタンプ(ロゴ画像等)の追加ができます

② [環境設定] ※P22参照

／ 各設定の初期値、画像拡大縮小のステップ数を設定できます

③ [商品設定] ※P23参照

／ アプリで使用する商品の設定ができます

④ [お知らせ]

／ 新規商品情報やアップデート情報などが掲載されます

⑤ [注文スタートボタン]

／ 発注作業の開始ボタンです

⑥[アクションが必要なオーダー] ※P20参照

／ 保存中のオーダーや送信待ちのオーダーの一覧が表示されます

⑦[注文履歴一覧・追加発注] ※P17参照

／ 発注済みオーダーの確認や、追加発注が行えます

ログイン方法

１）下記URLよりログイン画面を開く

ログインIDとパスワードを入力して

「ログイン」ボタンをクリックします

■ログインURL ： https://sift-web.labonetwork.co.jp/Login

■ログイン画面



２．【注文方法】 お客様情報入力 ～ 画像アップロード
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１）TOP画面より通常注文かプリントまとめて注文の「発注スタート」をクリックする

２）お客様情報の入力を行い、入力後「ファイルアップロードへ進む」をクリックする

※お客様名のみ必須入力です

３）画像をアップロードする

■アップロード方法①：「ファイルを選択」をクリックした後、取り込む画像を選択し、「開く」をクリックします

ワンポイント

入稿可能なファイル形式は

●JPG形式

●TIFF形式 となります

※最大ファイルサイズ：1画像 50MBまで

最大画像数：1,000枚まで

■アップロード方法②：使用画像を直接、画面にドラッグ＆ドロップして取り込みます

ワンポイント

◯通常注文

→ すべての商品が注文可能です

◯プリントまとめて注文

→ プリント系のオーダーのみ可能です

発注可能カテゴリ：

デジカメプリント・プロプリント・クリスタルプリント



２．【注文方法】 画像アップロード
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５）画像アップロードが開始されます

アップロードされた順に

画像が表示される

クリックすると商品選択

画面に進む

ワンポイント

画像アップロードは、全て完了していなくても次画面へ進むことができます

※アップロードが出来ない画像が含まれていたとき

エラーになった画像は赤く表示されます

※アップロードエラーの内容を確認したいとき

画面下部にある

「アップロードできなかった画像」をクリック

エラーになったファイル名とエラー原因が

記載されています



ワンポイント

商品の仕様を確認することができます

① [商品イメージ] ※クリックすると拡大表示できます

／ 注文する商品のサンプルイメージが表示されています

② [商品名]

／ 発注する商品名です

③ [補足情報]

／ 納期やサイズ、面質などの補足情報が表示されています

２．【注文方法】 商品選択
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１）注文したい商品を検索します

商品のカテゴリを選択

サイズなどのキーワードを

自由入力できます

２）注文する商品を選択します

①商品一覧から発注する

商品をクリック

「検索する」をクリック

②商品選択後

「次に進む」をクリック

③
②①



２．【注文方法】 部材加工、その他の設定、オプションの選択
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４）オプション選択の指定 ※商品によっては、選択できるオプションが何もない場合があります

３）サイズ、部材、加工等を選択する ※商品によって、表示項目が変わります

サイズ、面質、部材等を選択します

①、②の設定が完了したら

「オプション選択画面へ進む」を

クリックします

トリミング時の余白許可や

日付プリントの指定ができます※

② [その他の設定]

トリミング時の余白許可、日付プリントの有無、トリミングおまかせ指示などの指定ができます

※選択した商品によって、表示される項目が変わります

②

①

①注文したいオプションの

「追加」ボタンをクリック

②オプションの

サイズや色、面質を選びます

※オプションによって、選べる項目が違います

③追加したいオプションをすべて

選択できたら「次へ」をクリック

※追加したオプションを削除したいとき

削除したい項目の右にある

「削除」をクリック

① [サイズ・部材・加工]

部材・面質・フチの色・ラミネート種・ページ数等の選択をします

※選択した商品によって、表示される項目が変わります

●トリミング／おまかせ指示については、「プロプリント」の商材で指定できます

●日付プリントは、デジカメプリントの商品メニューのうち、下記サイズのみで指定できます

：DSC ／ L ／ キング ／ HV ／ PA ／ DSCW ／ ２L ／ ２LG ／ LW



２．【注文方法】 お気に入り商品登録 ※便利な機能
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１）オプション選択完了後、「ここまでの選択内容をお気に入りに追加する」をクリック

●お気に入り商品の登録機能

お店さまで利用する定番商材を「お気に入り商品」として登録しておくと、次回以降の繰り返し注文が簡単になります

２）お気に入り商品の名称を入力して、登録をクリック

①お気に入り名称を入力する

お店さまで判別しやすい名前を

自由につけてください

※一覧画面は、あいうえお順に並びます

②名称入力後「実行する」をクリック

３）お気に入りに登録した商品は、商品選択画面の「★お気に入り」タブから選べるようになります

■商品選択画面

登録したお気に入り商品の

名称変更や削除は、後から

いつでも実施できます

ワンポイント

【お気に入り設定が出来る項目】

●商品

●部材、加工(面質・フチ)、サイズ

●オプション

●その他設定

●選択したデザインテンプレート※

※トリミング完了後の画面から

「お気に入り登録」をすれば、選択した

デザインテンプレートも保存できます



ワンポイント

画像一覧の並び順は

変更することができます

3．【通常注文：注文方法】 画像合成の手順（プリント系商材のとき）
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１）「画像一覧」をクリックし、アップロードした画像の一覧を表示します

２）プリントする画像を選択し、トリミングエリアにドラッグ＆ドロップする

３）トリミングが必要な画像は、トリミングを実施してください

ワンポイント

プリントする画像を追加したいとき

画面上部にある

画像追加のアイコン をクリック

すると、画像をドラッグ＆ドロップする

画面に、再度、切り替ります

画像一覧をクリック

画像一覧を表示

画像の上にある「ー」をクリックすると

不要な画像の削除ができます



３．【通常注文：注文方法】 画像合成の手順 (テンプレートを選択する商材のとき)

１）画面遷移後に表示されるナビゲート画像、またはトリミング編集画面の上部にある「テンプレートを選択」ボタンをクリックして

テンプレートの一覧を表示します

２）テンプレート一覧のドロワーを表示後、使用するテンプレートのデザインカテゴリを選択します

■ナビゲート画像 ■トリミング編集画面の上部

デザインカテゴリを選択 選んだデザインカテゴリの

テンプレートが表示される

３）使用するテンプレートを選択し、トリミングエリアにドラッグ＆ドロップする

テンプレート選択後に「選択テンプレートを適用」ボタ

ンをクリックでテンプレートを表示することも可能です

選択したテンプレートが

表示されます

8



３．【通常注文：注文方法】 画像合成の手順 (テンプレートを選択する商材のとき)

４）「画像一覧」をクリックして、アップロードした画像一覧を表示します

５）テンプレートに合成する画像を選択し、ピンクのマスクにドラッグ＆ドロップします

６）テンプレートに画像が合成されるので、必要に応じてトリミング編集を行ってください

9

画像一覧をクリック

画像一覧を表示



プリントまとめて注文画面機能概要

3．【プリントまとめて注文：注文方法】 プリントまとめて注文画面機能概要
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① [商品タブ]

選択している商品・サイズが表示されます

② [商品追加]

商品の追加が行えます

③ [編集モード]

・プリント選択

→ 画像ごとに枚数指定を行います

・おまかせトリミング

→ ラボにトリミングをおまかせする画像の指定ができます

※ 対応商材：プロプリントのみ

・日付プリント

→ プリントに日付を印字する画像を指定できます

※ 日付プリント対応サイズは P6 を参照ください

④ [表示切替]

画像の大きさが切り替えできます

⑤[画像表示エリア]

アップロードした画像の一覧が表示されます

⑥[プリントする画像一覧]

プリントする画像の一覧が表示されます

⑦「保存してTOPへ」

作業中の状態を保存してTOP画面へ戻ります

⑧[追加画像アップロード]

画像を追加アップロード出来ます

⑨[完了して次へ]

カート画面に遷移します

① ②

③ ④

⑤

⑥

⑦ ⑧



４．【プリントまとめて注文：注文方法】 枚数指定方法
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注文枚数指定の手順

１）プリントしたい画像をクリックします

プリントしたい画像をクリックします

画像をクリックすると枚数が「１」

が入力されます

プリント指定した画像が

表示されます

画像の下に枚数が表示されます

画像の「全選択」「全解除」が

行えます

オリジナルファイル名が表示されます

トリミング編集画面に移動し、

個別にトリミング編集が行なえます

枠の縦横切替が行えます

枚数の増減が行えます

※枚数を「0」にするとプリント選択が

解除されます

■詳細説明

トリミングを行った画像にアイコンが表

示されます

プリントする全画像に対して枚

数の増減が行えます



４．【プリントまとめて注文：注文方法】 サイズ・商品追加手順
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サイズ・商品の追加手順

■サイズを追加する場合

同じカテゴリ内で別サイズを注文する場合は、

商品タブ内にある「サイズ追加」をクリックします

※マニュアルを例にすると、デジカメプリントのL以

外のサイズを注文する場合

商品選択画面に移動します

※マニュアルを例にすると、デジカメプリントの商

品が表示している状態になります

■商品を追加する場合

選択しているカテゴリ以外の商品を注文する場

合は、「商品追加」をクリックします

※マニュアルを例にすると、デジカメプリント以外

の商品(プロプリント・クリスタルプリント)を注文す

る場合

商品検索画面に移動します

注文したい商品を検索し、選択してください



４．【プリントまとめて注文：注文方法】 枚数指定方法
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トリミングおまかせの設定手順

トリミングをおまかせする画像をク

リックします

画像をクリックすると画像の右上

に「 」のアイコンが付きます

画像の「全選択」「全解除」が

行えます

日付プリントの設定手順

１）編集モードの「おまかせトリミング」をクリックし、ラボにトリミングをおまかせする画像を選択します

●おまかせトリミング指示については、「プロプリント」の商材のみで指定できます

●商品選択時の「その他の設定」で「トリミングをまかせる」チェックを付けている場合は、すべての画像が設定されている状態となります

１）編集モードの「日付プリント」をクリックし、日付を入れたい画像を選択します

●日付プリントは、デジカメプリントの商品メニューのうち、下記サイズのみで指定できます

：DSC ／ L ／ キング ／ HV ／ PA ／ DSCW ／ ２L ／ ２LG ／ LW

●商品選択時の「その他の設定」で「日付プリントをする」チェックを付けた場合は、すべての画像に日付が入っている状態となります

日付を入れたい画像をクリックし

ます

画像をクリックすると画像の右下

に日付が表示されます

画像の「全選択」「全解除」が

行えます



４．【注文方法】 画像のトリミング方法
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１）トリミング編集エリアに表示された画像をクリックすると、編集モード(緑色)になり

編集エリアのアイコン、および画面右のボタンでトリミングが行えます

画像のトリミング編集の手順

●削除(✕印)

画像の削除ができます

・回転(◯印)

画像の回転を操作

・拡縮(□印)

画像の拡大・縮小を操作

・移動

画像をマウスでクリックした

まま位置を移動できます

※上記の作業は、画面右にあるボタンで操作も可能です

■拡大・縮小

※拡大・縮小率(%)の数値も設定可能です

■回転

※回転角(°)の数値も設定可能です

■移動

※移動量(mm)の数値も設定可能です

■枠の切替

テンプレートの縦横を切り替えます

■画像フィット

外接・内接・ピクセル等倍の指定ができます

●サムネイル表示エリア

合成画像のサムネイルが表示されます

ワンポイント

移動量などの初期値は、TOP画面の「環境設定」で変更できます

ワンポイント

画像の右上に「 」のアイコンが

付いている画像はトリミングを行っ

ている画像です



４．【注文方法】 画像のトリミング方法
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２）トリミング完了後、画面右下の「全てのトリミングを完了する」をクリックします

「完了して次へ」

をクリック

トリミング画面からの画像追加方法

１）画面下部にある「追加画像アップロード」をクリックします

「追加画像アップロード」をクリック

２）取り込む画像を選択し、「開く」をクリックします

取り込む画像を選択

画像選択後「開く」をクリック

３）画像アップロードが開始されます

４）追加でアップロードした画像が画像一覧に表示されます

進行状況が確認できます

画像一覧の

「追加UP画像」タブをクリックすると

追加でアップロードした画像が

確認できます



４．【注文方法】 画像のトリミング方法
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トリミング編集画面その他機能

① [スタンプ追加・新しいスタンプを追加]

ロゴデータ(png)などのデータを合成することができます

② [ガイド]

垂直・水平・十字のガイドや、数値を指定して

ガイド線を引くことができます

③ [ルーラー]

水平・垂直に目盛りの表示ができます

④ [有効エリア]

有効保証エリアの表示ができます

(非表示・半透明・表示3パターンの切り替えができます)

⑤[一時保存]

作業中のデータを保存することができます

⑥[Undo・Redo]

作業を「元に戻す」「やり直す」ができます

⑦[リセット]

全ての作業をリセットします

※一時保存している場合は保存時の状態に戻ります

⑧[余白を許可する]

トリミング時に余白が出ても編集ができます

⑨[トリミングをまかせる]

ラボにてトリミングを行います

※プロプリントのみ有効な機能となります

⑩「手のひらツール」

画像を大きくした場合などで画像を掴んで移動する

ことができます

⑪[テキスト]

自由文・日付入力ができます

⑫[保存してTOPへ]

作業中の状態を保存してTOP画面へ戻ります

⑬[プレビュー]

合成画像を確認することができます

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑫ ⑬

⑪



５．注文内容確認画面
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１）作成した注文内容の確認と、数量入力を行います

注文内容の確認

数量を入力

※全てのカットを「各◯枚」で枚数を入力する場合
①数量を入力

②適用をクリック

入力した数値が

反映されます

２）注文の確認・数量入力後、画面右下の「カートに追加する」をクリックする

「カートに追加する」

をクリック

■おまかせトリミング

「あり」→ ラボにてトリミングを行います
「なし」→ アプリでトリミングした通りに

プリントされます
※この項目は「プロプリント」のみ表示されます

■ファイル名

画像のファイル名が表示されます



６．カート画面

１）ラボへの要望入力、商品追加、レタッチ・色補正指示、オーダー送信を行う画面です

①

②

③

⑦
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①総画像数／レタッチ画像数

オーダーに使用している画像数とレタッチ指示をした画像の数が確認できます

②備考欄(出荷に関する依頼)

オーダー全体に対してのコメントが入力できます(50文字以内)

※色調補正やトリミングに対する要望は、各商品ごとの「ラボへの要望欄」にご記入ください

③ラボへの要望欄(色調やトリミングに関する要望)

各商品ごとに対してのコメントが入力できます(50文字以内)

※出荷に関する要望は、「備考欄」にご記入ください

④ ⑤ ⑥

④商品追加

商品選択の画面へ遷移し、別商品をカートに追加することができます



６．カート画面

⑥保存して後からラボに発注

今すぐに送信せず、後からまとめてラボへオーダーすることができます

⑦今すぐラボ発注

注文内容に変更・追加がない場合、クリックし発注を開始します

１）注文確定画面の表示後に 「同意して送信」をクリック ２）下記画面表示で注文完了です

19

レタッチ指示内容にチェックを

します(※有料)

色調補正あり・なしの選択が

できます

レタッチ指示に関する指示が

入力できます

設定完了後にクリックします

⑤レタッチ・色補正指示

使用画像に対して「レタッチ」「色補正」の指示を設定する画面に遷移します

※各商材の「ラボへの要望欄」入力の注意点

3つの条件を満たした場合は「ラボへの要望欄」

は入力が出来ません

１）各商材の「ラボへの要望欄」は下記3つの条件をすべて満たした場合は入力できませんのでご注意ください

・「トリミングをまかせる」がすべてOFF ※「トリミングをまかせる」はプロプリント注文時のみ選択可能です

・色補正の指示がすべてOFF

・レタッチの指示がすべてOFF

※上記3つの内、どれか一つでもONになった場合に、入力欄は有効になります

※また、各商材の「ラボへの要望欄」が入力済みの状態で、オーダー途中に３つの条件すべてを満たした場合は

入力済みの要望は破棄されますのでご注意ください



７．【TOP画面】 アクションが必要なオーダーについて

１）途中保存したオーダーや送信待ちのオーダーは、「アクションが必要なオーダー」の一覧で確認できます

送信したいオーダーにチェックをつけて画面下の

「チェックした項目をラボに発注」をクリックする

①

②

オーダーの削除

商品の削除トリミング編集画面へ
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①保存中のオーダーを開いたとき ／ 保存している注文のトリミング編集画面に遷移します

②送信待ちのオーダーを開いたとき ／ 送信待ちリストの一覧画面に遷移します

備考欄の追加・編集

ラボへの要望欄の追加・編集



７．TOP画面_注文履歴一覧・追加発注

１）送信済みオーダーのリストを表示し、オーダーキャンセル・追加発注などが行えます

①検索条件を入力し、対

象のオーダーを検索します

２）対象のオーダーを検索します

３）ブルーの帯部分をクリックしてオーダー詳細を表示します

②検索結果が表示されます

クリックすると詳細画面が表
示されます

■コピーして新規注文

送信済みのオーダを複製し

て、オーダー内容を変更して

注文ができます

■追加注文

送信済みオーダーの内容と

同じ内容で追加注文がで

きます

※初回オーダーが生産完

了になったタイミングで追加

注文ができるようになります

■注文キャンセル

送信当日の23:59までキャンセルが行なえます
21

「注文履歴一覧・追加発注」

をクリック

備考欄に入力した内容が確認
できます

ラボへの要望欄に入力した内
容が確認できます



７．TOP画面_店舗設定・環境設定

■店舗情報の確認、パスワード変更、受取店設定、スタンプ設定ができます

■パスワード変更

ログイン時に使用する

パスワードを変更できます

■選択項目や画像編集時の初期設定ができます

店舗設定画面

■受取店舗の設定

受取店舗を複数登録している場合

「固定」「都度選択」の設定ができます

■スタンプ設定

お店のロゴデータ等の登録ができます

※ファイル形式はpng形式となります

環境設定画面

■画像操作ボタンの設定

画像編集の画面で、ボタンを押して操作する際の「拡大縮小」 「移

動量」 「回転角度」などで初期に設定される値を変更できます

■色調補正の初期値

「色調補正する・しない」の初期選択状態を変更できます

■トリミングの初期値

「トリミングをラボへおまかせする」の初期選択状態を変更できます

※対象商品：プロプリントのみ

■校正承認の初期値

「校正承認する・しない」の初期選択状態を変更できます

※対象サービス：おまかせ注文のみ

■レタッチメニューの初期値

レタッチメニューに表示するメニューを変更できます
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■裏印字の初期値

「裏印字する・しない」の初期選択状態を変更できます



７．TOP画面_商品設定

■商品選択画面に表示する商品を設定できます

商品設定画面

③表示したい商品にチェックをします

※初期値は全てチェックが入っています

①検索条件を入力し、商品リ

ストを表示します

②検索結果が表示されます
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８．【moovinStudio注文方法】 商品選択
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◆お気に入りタブ

「お気に入りタブ」にmoovinStudioの商品が表示されます。

※店舗様にてすでにお気に入り登録をしている商品がある場

合は、登録済みの商品と一緒に表示されます

１）商品選択画面が表示されます

①商品一覧から発注する

商品をクリック

②商品選択後

「次に進む」をクリック

※お気に入りのタブにmoovinStudioの商品が表示されていないときは、本マニュアル24・25ページにある

商品・テンプレート選択方法をご確認ください

※SIFTWEBのログイン～お客様情報入力～画像アップロードの手順は本マニュアルの

１～３ページを参照ください

●ご注意

moovinStudioのサービスのご利用は、事前にお申し込みが必要となります

詳しくは担当営業までご連絡ください



８．【moovinStudio注文方法】 商品選択
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はがきタイプテンプレート カードタイプテンプレート

名刺タイプ以外のテンプレート

３）選択した商品のテンプレートが表示されます

名刺タイプテンプレート

２）商品選択後、「次へ」をクリックします

「次へ」をクリック



８．【moovinStudio注文方法】 画像合成の手順

４）「画像一覧」をクリックして、アップロードした画像一覧を表示します

５）外面・内面それぞれの画像を、ピンク or 赤の枠にドラッグ＆ドロップします

６）テンプレートに画像が合成されるので、そのまま画面右下の「完了して次へ」をクリックします
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画像一覧をクリック

画像一覧を表示

完了して次へをクリック



８．【moovinStudio注文方法】 注文内容確認画面 ～ カート画面

27

７）作成した注文内容の確認と、数量入力を行います

◆注文数

50枚セットとなっていますので、数量「1」で50枚の

プリントとなります。

※100枚ご注文の場合は数量を「2」と入力ください

数量確認・入力後に

カートに追加するをクリック

８）カート画面（商品追加、オーダー送信）が表示されます

商品選択の画面へ遷移し、別商

品をカートに追加することができます

今すぐに送信せず、後からラボへ

オーダーすることができます

注文内容に変更・追加がない場合、

クリックし発注を開始します



８．【moovinStudio注文方法】 お気に入りタブにmoovinStudioの商品がない場合
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②カテゴリから「フォトグッズ」を選択

１）moovinStudioの商品を検索します

③製品種別を「moovinStudio」を選択

④「検索する」をクリック

２）注文する商品を選択します

①商品一覧から発注す

る商品をクリック

「オプション選択画面へ進む」を

クリック

３）部材・加工・サイズの選択はそのまま「オプション選択画面へ進む」をクリックします

４）オプション選択画面もそのまま「次へ」をクリックします

②商品選択後

「次へ進む」をクリック

「次へ」をクリック

①「商品検索」をクリック



８．【moovinStudio注文方法】 お気に入りタブにmoovinStudioの商品がない場合

５）画面遷移後に表示されるナビゲート画像、またはトリミング編集画面の上部にある「テンプレートを選択」ボタンをクリックして

テンプレートの一覧を表示します

６）テンプレート一覧のドロワーを表示後、使用するテンプレートのデザインカテゴリを選択します

■ナビゲート画像 ■トリミング編集画面の上部

デザインカテゴリ

「MOOVIN」を選択

選んだデザインカテゴリの

テンプレートが表示される

７）使用するテンプレートを選択し、トリミングエリアにドラッグ＆ドロップする

選択したテンプレートが

表示されます

29※このあとの作業(画像合成～発注)については、本マニュアルの26・27ページをご確認ください

テンプレート選択後に「選択テンプレートを適用」ボタ

ンをクリックでテンプレートを表示することも可能です


