
多機能・超高速！
バリアブル印刷 SOFTWARE SUITE



「必要な時」に「必要な数」を印刷すること･･･

大量印刷から少量・多品種志向に市場のトレンドが移っている現在、

多くの印刷会社がデジタル印刷のテクノロジーに傾注しており、

デジタル印刷には、更なる生産性の向上や付加価値印刷が求められています。

「VP Authoring Studio Ⅱ」は、特にニーズが高い、

宛名印刷や公共料金の納付書印刷の業務はもちろん、

より深い顧客へのリーチを目指したDMの One to One マーケティング、

さらにはグラフ印刷などのハイレベル業務にも速やかに対応できる、

次世代のバリアブル印刷ソリューションです。

これからのバリアブル印刷市場のニーズへ対応する第一歩として

「VP Authoring Studio Ⅱ」を是非ご活用ください。

膨大な情報を的確に、速やかに処理。
多様化する印刷ニーズに対する

安心のソリューションをご提供いたします。



Excelライクな操作で簡単レイアウト

超高速なPDF出力性能、豊富な印刷業務サポート機能を搭載。
オリジナリティ溢れるパーソナライズDMから

大量のホスト系印刷、可変グラフ印刷、入稿PDF編集など
全てのバリアブル印刷業務に完全対応！

入力データの編集加工、条件判定を簡単設定

50,000頁のPDFファイルを約5分で高速出力

複数PDFファイルを自由自在に高速面付け

入稿PDFからのテキストデータ抽出・加工印字

JEF･KEIS･IBM･JIPSの各ホスト形式データ変換に対応



製 品 概 要

機能概要

製品マップ

イメージ

バリアブル印刷

版下・画像

印刷用ファイル
レイアウト済み
データ

プリンタメーカー専用の
ストリーム形式

（LayoutDesigner）
レイアウトデザイナ

（PrintManager）
プリントマネージャー

（PageEditComposer）
ページ編集ツール

（PageImposeMan）
ページ面付ユーティリティ

（LayoutDesignerDCB）
可変データ定義ツール

PDF簡単差込み印刷ソフト
（PdfOverWriter）

日立/富士通
ＰＩＴ変換モジュール

富士通ＰＩＴ(APモード)
変換モジュール

商業印刷機
プリンタ・複合機

A社プリンタ

B社プリンタ

C社プリンタ

PDF面付け

マルチページ
マルチレコードに対応

Excelのような簡単操作
複雑なデータ編集も

簡単設定
50,000頁を約5分でPDF出力

PDF出力

プリンタドライバ出力

テキストファイル

ホスト形式ファイル

データベース

PDF

ホストPITデータ

ストリームデータ

Excelファイル

BMP/JPEG/
GIF/PNG/TIFF

PDF/PS/EPS/
WMF/EMF

Shift-JIS/UTF-8/
UNICODE/EUC/JIS

プリンタメーカー専用の
ストリーム形式

日立/富士通/IBM

OLE DB接続

作成済みの
大量PDF

日立PIT
富士通PIT（LP/AP）

OLE DB接続

PDF編集・加工・テキスト抽出

テキスト
抽出
（csv）

入稿PDF

PDF/専用ストリームデータ
の相互変換

可変データ
顧客情報など

PDF⇒IJPDSファイルコンバータ
(IJPDSPdfConverter)

IJPDS⇒PDFファイルコンバータ
(IJPDSFileDecoder)

フォントメンテナンスツール
(IJPDSFontConfigTool)

RIP設定ツール
(IJPDSRipSettingTool)

Prosperシリーズ IJPDS対応機能 SX7000漢字プリンタ対応機能

SXエミュレータ(SX⇒PDF変換)
(SXFileDecoder)

SXシステム設定ツール
(SXSystemSetting)



特 長 的な機 能

プロジェクト管理
マルチページ、マルチレイアウトで複数ページレイアウトを一括管理
使用するユーザーフォント、外字フォント（EUDC.TTE）をプロジェクト個別にインストール設定が可能
Excel等で作成されたレイアウト情報をインポート、作成したレイアウト情報をCSVファイルへエクスポートすることが可能
１分単位で設定できる自動バックアップ機能
スケールゲージ、プリンタ解像度、禁則文字などプロジェクト個別に設定が可能

ウインドウ操作
背景の表示/非表示、背景印刷の有無など、ハイブリッド印刷時に便利な切り替え機能
Excelライクな簡単操作で印字項目をレイアウト。豊富な印字オブジェクトを搭載。一覧部分は表オブジェクトで一括作成
テキスト印字制御は、矩形幅で折り返し・長体化・文字ポイント縮小・文字間縮小が可能。矩形に納まらない場合は警告の出力が可能
可変データを読み込みながらのプレビュー表示が可能
表紙、連続ページや、表裏ページなど様々なページング、ページ同士の関連付けに対応

イメージ機能
バーコードは高速なアウトライン描画と精密なビットマップ描画の２方法が選択可能。バー幅のにじみ補正はドット/ポイント単位で指定が可能
Adobeのデータ駆動型グラフィックス（イメージバリアブル）に対応　※別途、Adobe Photoshopが必要です
イラストイメージのアウトライン変換に対応
挿入するイメージはプリンタの解像度に適合するかのチェックが可能
Excelと同等の2D/3Dグラフのバリアブル印刷に対応
Wordと連携しながら「JAVIS音声コード」の可変印刷が可能

可変データ処理
画面設定ツールでデータ編集ルールやデータ条件を判定した読み取り制御などを簡単設定
引き抜き用ファイルなどのマスタファイル設定が可能。ファイルを参照してPDF出力有無の制御などが可能
JEF･KEIS･IBM･JIPSの各ホスト文字コードのデータ変換に対応
エラーデータは警告で詳細をログ出力
設定内容は、実際のデータを使用して逐次テストが可能
カスタマバーコードは実データ、郵便番号＋住所データから生成、郵政データ検索の３方式に対応

PDF入稿への対応機能
大量ページのPDFを入力データにした加工印刷
PDF上のテキストデータ抽出、抽出結果での名寄せ・引抜き
PDFページ並び替え・テキスト検索・ファイル結合・編集加工
複数PDFファイルの面付けに対応
抽出したテキストデータの一覧リスト、件数データCSV出力

ホストPITデータのPDF変換に対応
日立／富士通のPITデータをダイレクトにPDF変換
富士通APモードPITデータのＰＤＦ変換に対応

拡張オプション機能
Kodak社 Prosper/Versamark/ScitexのIJPDS形式ファイルとPDFファイルの相互変換に対応
SX7000シリーズ漢字プリンタのデータ形式をPDFに変換可能（SXエミュレーション機能）
その他、ホスト系専用ストリーム、プリンタ独自ストリーム形式のPDF変換に対応可能　※要カスタマイズ機能です。詳細は別途ご相談ください

印刷機能
入力データファイルのバリデーション（各種妥当性検査：桁数・文字種・外字含み・空文字など）を設定することが可能、チェックリストを出力
ページ別、入力ファイル別、表裏別などのPDF自動仕分けに対応。また、枚数を判定して重量別仕分け、特定データ別に集約した仕分けなども作成可能
複数のクライアントからの出力を同時に処理。複数のPDFをマルチスレッドで高速出力。50,000頁を約5分で出力可能
PDF出力と同時に集計用データファイルや検査システム用データファイルの生成が可能
郵便番号区分並び替え（5→3→2→雑、5→3→雑、5→2→雑、5→雑）に対応。割符用データファイルも同時に出力可能
Adobe Acrobatと同等のPDFセキュリティが設定可能
出力したPDFの履歴管理に対応

背景画像
一般的なラスタ画像ファイルの他に、PDF、PS、EPS、EMF、WMFなどのベクトル形式画像が直接使用可能
大量のPDFページを順次切り替えながら可変データをオーバーレイ印字することが可能
使用するPDFのフォント埋め込み状態の確認が可能



(＊1)  PDF・PS・TIFFについては、複数ページを順次切り替えて背景として差し込むことができます。　
(＊2) 郵便番号、および住所データから自動生成する機能です。郵政の抽出仕様にもとづいて住所文字列からバーコード有効文字を抽出して生成します。　
(＊3) 郵政HPで公開されているデータベースから検索を行います。データベースの更新周期は年１回です。※平成15年からの市町村合併による旧住所に対応しています。　
(＊4) この機能を使用するには、別途Adobe Photoshopがインストールされている必要があります。　
(＊5) ご要望されるグラフイメージによってはカスタマイズ(別途御見積)が必要となる場合があります。　
(＊6) テキスト文字がアウトライン化されているPDFではテキストデータの抽出は行えません。またAnsiEncoding/Unicode CMap以外のフォントを使用したPDFではテキストデータの抽出は行えません。
(＊7) このユーティリティは、現時点ではPDFファイル以外の面付けには対応していません。
(＊8) ホストPIT変換は基本モジュールの提供になります。対象ホストの動作環境に合わせてバーコード印字設定などのカスタマイズ(別途御見積)が必要です。

注）上記の仕様は2018年1月時点のものです。今後の状況により変更されることが御座いますのでご了承ください。

テキストファイル

バイナリファイル

PDFファイル

Excel / データベースファイル

ホスト形式ファイル

専用ストリーム形式

背景画像

テキスト

郵便番号

イメージ

バーコード

QRコード

自動ナンバリング

表

図形（罫線・楕円・四角形）

イメージバリアブル

アウトライントレース

バリアブルチャート（グラフ）

アプリ連携

PDFセキュリティ

フォントチェック

プリンタ

ページ編集ツール（standard版）

ページ編集ツール（Professional版）

ページ面付けユーティリティ

ファイル

カスタマバーコード

拡張モジュール

PDF⇒IJPDS
ファイルコンバータ

IJPDS⇒PDF
ファイルコンバータ

SXエミュレータ

シフトJIS・UTF-8・UNICODE・EUC･JIS、項目区切り、文字括り、行末文字指定

シフトJIS・UTF-8・UNICODE・EUC･JIS、レコード長指定

入力するPDFファイルのページを順次切り替えながらバリアブル印字が可能

OLE DBドライバ接続に対応

JEF(83)･KEIS(83)･IBM･JIPSに対応。パック・ゾーン形式に対応　※ホスト専用フォントをバンドル可能（別途費用）

プリンタメーカー固有の専用ストリーム形式　※カスタマイズ機能

BMP･JPEG･GIF･PNG･TIFF・EMF･WMF･PDF･PS･EPSに対応 ＊1

印字制御 （折り返し、フォント縮小、文字間調整、長体/平体化）。文字/行間ピッチ調整、均等割り、禁則文字に対応

定型枠、ユーザー定義枠に対応

BMP･JPEG･GIF･PNG･TIFF・EMF･WMF･PDF･PS･EPS に対応

JAN/EAN-8･JAN/EAN-13･UCC/EAN-128(GS1-128)･CODE128・UPC-A･UPC-E･ITF･CODE39･NW7 に対応

Version1～40、自動バージョンに対応

総通番、レイアウト別通番、ページ別通番、ページ番号/総ページ数に対応

Excelイメージで表組を作成可能。セルへの計算式に対応

入力されたコードからカスタマバーコードを生成。 CC4キャラクタ設定。キャラクタ置換設定が可能

住所データから住所表示番号を抽出して郵便番号データと連結して編集 ＊2、郵政データベースを検索して生成 ＊3

〒文字の追加や７桁に満たない場合の編集書式などを簡単設定

敬称の追加、漢字/カナの条件切り替え、複数行折り返し条件などを簡単設定

複数行の文字数調整、複数行への折り返し条件を簡単設定

西暦・和暦の変換、全角・半角の変換、日付書式を簡単設定

可変データと画像を重ね合わせてPhotoshopでパーソナライズドイメージを作成 ＊4

ラスタ画像をアウトライン形式データに変換して差込むことが可能

縦棒,横棒,折れ線,円, 散布図,レーダー ,面,ドーナツの8種類に対応。 3D描画へも対応 ＊5

WordやExcelなどのOffice製品や他のソフトで処理されたデータとの連携機能 ※カスタマイズ機能

Adobe Acrobatと同等のセキュリティを設定することが可能

背景に指定されたPDFで使用されているフォントの埋め込みチェックが可能

プリンタドライバが提供されているプリンタへ出力可能

PDF1.3 ～ PDF1.7までに対応

プリンタメーカー固有の専用ストリーム形式　※カスタマイズ機能

出力されたファイルから条件を指定してのページ抽出、ページソート、件数リスト出力などの編集を行うツール

バーコードなどの加工印字・PDF結合・PDFページ挿入。他のソフトで出力されたPDFも検索や編集が可能になります。 ＊6

出力ファイルのページを面付して印刷用ファイルを作成するユーティリティ。串刺し、平綴じ、中綴じに対応 ＊7

PITデータを解析/変換するモジュール。PITデータをPDFへ変換することが可能 ＊8

富士通のAPモードPITに対応した解析/変換モジュール。 ＊8

PDFファイルをIJPDSファイルへ変換するコンバータ。フォントメンテナンスツールとRIP設定ツールが付属

ProsperのRead&Print動作を可能にするインデックスデータを出力するオプション

カラー対応機能。PDFのカラー空間を解析してIJPDSの各RIP別に分版するオプション　※スポットカラーのみ対応

IJPDSファイルをPDFへ変換するコンバータ。RIP設定ツールが付属

カラー対応機能。IJPDSの各RIPのカラーを統合して描画するオプション。スポットカラー、プロセスカラー何れも対応

SX7000用に作成されたデータファイルをPDFへ変換するエミュレータ。※ホスト専用フォントをバンドル可能（別途費用）

ページ分割指定の情報をページ面付けユーティリティで面付け処理できるようにするオプション

ホストの印刷トランザクションファイルをPDFに変換するソフトです。日立/富士通のPITデータファイルに対応しています。

製品仕様一覧

※ WindowsXP、Windows7、Windows8/8.1、Windows10、Excel、Word、Microsoft .NET Frameworkは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※ Adobe Acrobat、Adobe PhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
※ VP Authoring StudioⅡはMicrosoft .NET Framework を使用して作成されています。
※ Kodak､Prosper､Versamark、ScitexはEastman Kodak社の登録商標です。
※ SX7000はキヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社の登録商標です。

入力ファイル

レイアウト
オブジェクト

PDF
ユーティリティ

出力形式

拡張ツール

PDF簡単差込み
印刷ソフト

Kodak/Prosper
シリーズ

IJPDS対応機能

SX7000漢字
プリンタ対応機能

拡張ユーティリティ

仕様 対応範囲 説　明

印字のみ

データ編集・DB検索

郵便番号

名前

住所

日付

PDF

専用ストリーム形式

富士通/日立PIT変換

富士通PIT(APモード)変換

本体

Read&Printオプション

カラー分版オプション

本体

カラー統合オプション

本体

面付けオプション

製品サポート

◆  本製品には、保守契約料はありません。テクニカルサポートに関しましては、お客様のご必要時に有償にて承っております。
◆  テクニカルサポートは１０時間単位のご購入となります。サポート費用につきましては、ホームページにてご確認ください。
◆  テクニカルサポートは原則として、電話・メール・FAXでの対応のみとさせて頂きます。
◆  ご契約（ご購入）日から有効期間（１年間）を過ぎたものは無効となります。
◆  導入教育、プロジェクト構築などの運用サポートは別途御見積とさせて頂きます。
◆  オンサイトでのテクニカルサポートは交通費などの諸経費等を含めまして別途見積とさせて頂きます。
◆  製品バージョンアップに関しましては、随時メールにて通知致します。メールにてご案内しましたHPよりバージョンアップ版をダウンロードしてインストールを行ってください。
◆  製品バージョンアップは無償といたします。但し、大幅な機能強化などによる製品アップグレードにつきましては有償とさせて頂きます。この場合には、別途メールにてご案内させて頂きます。
◆  弊社製品機能への基本的なお問い合わせに関しましては、原則として無償とさせて頂きますが、この内容につきましての判断は弊社にて行います。
◆  テクニカルサポートのご購入時には、お客様からのお問い合わせ内容に対してサポート所要時間の御見積をさせて頂きます。お客様からのご注文後サポートを実施致します。
◆  弊社製品以外との連携についてのサポート、および弊社がサポート不可能と判断した内容につきましては範囲外とさせて頂きます。
◆  お客様にてリモートデスクトップをご購入頂ければ、リモート操作でのテクニカルサポートの対応が可能となります。この場合、必要となるリモートデスクトップのご購入・ご導入費用はお客様にてご負担して頂きます。

： WindowsXP,Windows7,Windows8/8.1,Windows10 32/64bit版対応 
  ※Kodak対応機能は64bit版のみ
： マルチコアプロセッサ（3GHz以上）を推奨
： 4GB以上 （8GB以上を推奨）
： 50GB以上の空き容量
： WXGA（1280×768）以上 （フルHD：1920×1080を推奨）
： Adobe Acrobat Reader、またはその他のPDF表示ソフト
： Adobe Photoshop　※イメージバリアブル機能を使用した場合のみ必要
： USBポート　※ハードウェアキー装着用

動作環境 製品価格

以下、ホームページにてご案内しています。ご確認ください。

http://www.textandg.com/product/vp/estimatedsheet.php

※カスタマイズ開発、特注機能の開発も承っております。お問い合わせください。

O　S

CPU
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HDD
モニタ

表示ソフト
連携ソフト
その他
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拡張
機能

2018年1月現在

http://www.textandg.com/

お問い合わせ先 販売代理店

〒110-0016 東京都台東区台東4-1-9 I.S.Iビル6F
TEL.03-6240-1741  FAX.03-6240-1742

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-4 福岡舞鶴ビル4F
TEL.092-737-1856  FAX.092-737-1715

〈 東 京 営 業 所 〉

お問い合わせ先:

〈本社/R&Dセンター〉

0120-132-909 vpas@textandg.com


