
Officeの機能で
PDF変換

Officeの機能でPDF変換 PDF Change ServerでPDF生成

カスタマイズ
各種カスタマイズに対応。詳細はお問い合わせ下さい。

保存ファイル形式
.doc　.docx　.pdf
.xls　.xlsx　.pdf
.ppt　.pptx　.pdf
.pdf
.pdf
.pdf
.pdf

バージョン

2003 ~ 2013

-
-
-
-

Microsoft Office
（Windows版）

Microsoft Office  （Macintosh版）
Adobe製品
その他

Word
Excel
PowerPoint
その他

アプリケーション

対応データ形式一覧

Officeの機能でPDF変換すると、繰り返し配置している背景画像が正確に変換されないことがありますが、
PDF Change Serverでは、元データ通りに正確にPDFを生成します。

■繰り返し配置の背景画像（ワードで作成したチラシ）

■ドロップシャドウが消えた（パワーポイントで作成したチラシ）
Officeの機能でPDF変換すると、ドロップシャドウが消えてしまい正確に変換されないことがありますが、
PDF Change Serverでは、元データ通りに正確にPDFを生成します。

■破線の罫が正確に変換されない（エクセルで作成した表）

PDF Change Serverで
PDF生成

■同心円の線の太さが違う
Officeの機能でPDF変換すると、線の太さが同じ
「同心円」で中央付近の線の太さが変わってしまい
正確に変換されないことがありますが、PDF  
Change Serverでは、元データ通りに正確にPDFを
生成します。

Officeの機能でPDF変換すると、破線の罫線が正確に変換されな
いことがありますが、PDF Change Serverでは、元データ通りに正
確にPDFを生成します。

PDF Change ServerでPDF生成Officeの機能でPDF変換

元データ

による 正確な PDF 変換

PCS-A3-201611

営業担当者によるPDF確認・プリンター出力から、DTPオペレーター
によるRIP～面付け～CTP～印刷と、ストレス無く既存ワークフロー
への導入が可能です。

Windows版 Word、Excel、PowerPointの2003以降2013まで対応。
データ作成バージョン、ドキュメントサイズ、使用フォントと未対応
フォントなど、入稿と同時にシステム側で自動チェックを行った後、印
刷用のPDFに変換します。

ワークフロー

「ログイン画面」から
ログイン

メニュー（入稿一覧）画面から「データ入力」を選択
「データ入力画面」 「基本情報入力」から基本情報入力
「データ入稿」へ

「データ入稿画面」から
「ファイル選択」

「ファイル選択画面」からファイルを選択 → 「開く」

「データ入稿画面」から
「アップロード」で
PDF変換処理開始

「入稿一覧へ」から変換結果の確認

「入稿一覧」画面で
状況「ダウンロード」はPDF変換済み、「PC変換エラー」はエラー
【詳細】でエラー内容確認

【詳細】から「入稿詳細」でエラー内容確認
PDF変換済みのデータも【詳細】から内容の確認ができる

「Officeデータはバージョンの差異がいろいろ」
「レイアウト崩れや文字化けチェックが大変」
「罫線や地模様が上手く再現されない」
「データ変換作業に時間とコストが掛かる」
そんなお困りごとはございませんか？
                                                               は、Microsoft社のWordやExcel、PowerPointなどで作
成されたデータをプリフライト。レイアウト崩れや文字化けなく、簡単にPDFに変換できる
システムです。印刷会社様の従来の社内ワークフローに導入して頂くことで、データの
チェックや変換に掛かる時間・コストを大幅に削減するOfficeデータ専用システムです。

価　格
システム価格：¥2,400,000（DELL PowerEdge T430 2S3　1 年保守を含む）

システム構成
Windows Server 2012R2、Windows 10 Professional 64bit、SQL Express、Office 2013 Standard、DocuWorks
PDF Change Server ソフトウェア、サーバーマシン 1台

※Microsoft OfficeおよびWord, Excel,PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

動作環境
Internet Exploler 8 以降、Firefox 17 以降、Google Chrome、Safari 5

導入前の複雑な工程 導入後のシンプルな工程

様々なOfficeデータの入稿

印刷工程へ

PCSによるプリフライト

NGデータOKデータ

PCSによる
正確な印刷用PDF変換

STOP
（別ホルダーに移動）

プリフライト結果による
最適な修正

様々なOfficeデータの入稿

ドキュメントサイズの違いによる
レイアウト崩れ
未対応フォントの文字化けや
デフォルトフォント置換えMicrosoft OfficeでPDF変換

ドロップシャドーが消えた
同心円の太さが違う

破線の罫が正確に変換されない

印刷工程へ
OKデータ

クライアントへの再確認
と再修正

データ修正

チェックOK

クライアントへの再確認
と再修正

データ修正

NGデータ

Officeによるデータ確認

Officeデータをアップロードするだけで、
正確な印刷用PDFに変換します。

Officeデータのバージョンにかかわりなく、
そのまま入稿するだけ！

「ユーザー管理画面」から
ユーザー登録

▶Step-1：ユーザー登録

の機能

入稿・校正・エラーチェックはブラウザーを
通じて、DTPオペレーター、営業それぞれの
PCから作業可能！

の特徴

「入稿一覧」 詳細から、元データのダウ
ンロード、エラー内容確認が可能です。

「ユーザー登録画面」から複数
のユーザーを登録できます。
「管理者」「ユーザー」2通りの権
限で登録できます。

機能

機能

ユーザー登録

基本情報入力

機能 変換結果の確認

「入校日」「処理番号」「品名」「サイ
ズ」「品番」「受注番号」「備考」が入
力出来ます。

▶Step-2：ログイン

▶Step-3：基本情報入力

▶Step-4：データ入力

▶Step-5：ファイル選択

▶Step-6：データアップロード

▶Step-7：PDF変換処理

▶Step-8：変換結果の確認

▶Step-9：エラー内容確認
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