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バージョンアップマニュアル

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

G090209
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1 バージョンアップマニュアル

新しいバージョンで追加になった新しい機能の紹介や、品質向上項目を、バージョンごとに記載しています。
ご覧になりたいバージョンの「+」をクリックしてください。

Ver.8からVer.9について

機能追加
☞「追加機能一覧」

Ver.7からVer.8について

機能追加
☞「追加機能一覧」

品質向上
☞「品質向上項目一覧」

G090209
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2 Ver.8からVer.9について

2.1 追加機能一覧

2.1.1 オーダーデータを自動的に削除できるようになりました。
設定した日数が経過すると、受け付けたオーダーデータを自動で削除できるようになりました。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “システム設定”

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

（例）「システム設定」画面

番号 項目
1 ☞「2.1.1オーダーデータを自動的に削除できるようになりました。」
2 ☞「2.1.2 700MBのCDにも無駄なくデータを書き込めるようになりました。」
3 ☞「2.1.3サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できるようになりました。」
4 ☞「2.1.4認識できない文字がファイル名に含まれている画像も読み込めるようになりました。」
5 ☞「2.1.5受け付けた画像の保存形式を選択できるようになりました。」
6 ☞「2.1.6デジタルカメラのRAW画像を受け付けられるようになりました。」
7 ☞「2.1.7フォトストラップ（写真入りキーホルダー）対応のプリントができるようになりました」
8 ☞「2.1.8デザインタイプ名称を変更できるようになりました。」
9 ☞「2.1.9「シンプルアルバムアイコン設定」画面が改善されました。」

10 ☞「2.1.10カラフルアルバム対応のプリントができるようになりました。」
11 ☞「2.1.11画像選択画面の表示コマ数を変更できるようになりました。」
12 ☞「2.1.12プリントサイズ選択画面で表示されるアイコンについて改善しました。」
13 ☞「2.1.13メディア保存の料金設定が変更になりました。」
14 ☞「2.1.14トラブルが発生したときなどに製品の状態を確認するためのデータを採取できるようにな

りました。」

設定 内容

（チェックあり） オーダーを受け付けてから、「保存日数」で設定している日数が経過すると、アプ
リケーション終了時に、自動的にオーダーデータが削除されます。
参考
• 「保存日数」は0から9999まで設定可能です。
「0」に設定している場合は、アプリケーション終了時に、すべてのオーダー
データが削除されます。

• すでに処理済みのオーダー（注文番号がe∗∗∗∗∗∗∗のもの）のみ削除対象とな
ります。

（チェックなし） オーダーデータは自動的に削除されません。

S083863V9



2 Ver.8からVer.9について

3

2.1.2 700MBのCDにも無駄なくデータを書き込めるようになりました。
画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「機器」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

（例）「初期設定」画面

ここで設定可能な数値は、書き込むビューアソフトの種類により、異なります。
下表を参照し、設定してください。

2.1.3 サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できるようになりました。
オーダー受付時のサイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を、独自の画像に設定できるようになりました。

（例）サイズ選択画面

ここでは、「プリント」サービスでの設定方法について説明しますが、他のサービスでも、設定方法は同じで
す。
参考
• 「ミニプリント」、「メディア保存」、「データコピー」サービスでは、独自の画像を設定することはできませ
ん。

設定方法

1.「プリントアイコン割り当て」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類1」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」
参照

ビューアソフト 保存先 「メディア容量」の設定可能数値

ビューアなし QSSで保存する （保存メディアの容量）−15MB
CTで保存する （保存メディアの容量）−5MB

シンプルビューア（Win） QSSで保存する （保存メディアの容量）−19MB
CTで保存する （保存メディアの容量）−10MB

シンプルビューア（Win/Mac） QSSで保存する （保存メディアの容量）−38MB
CTで保存する （保存メディアの容量）−25MB

デラックスビューア QSSで保存する （保存メディアの容量）−300MB
CTで保存する （保存メディアの容量）−210MB

S083868 CT2V9

S091655V9
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（例）「初期設定」画面

2.独自の画像を設定したいアイコンの「変更」ボタンをクリックします。

（例）「プリントアイコン割り当て」画面

3.「変更」ボタンをクリックします。

（例）「プリントアイコン設定」画面

4.アイコン画像に設定したい画像を選択し、「Open」ボタンをクリックします。

選択可能な画像について
以下を満たす画像のみ、選択可能です。

• 画像形式：BMP、JPEG
• サイズ：制限なし

重要
• 2000ピクセル×2000ピクセル以上の画像や、32ピクセル×32ピクセル以下の画像は、正しく設
定できない場合がありますので、選択しないでください。

• 推奨サイズは以下のとおりです。
• 93ピクセル×70ピクセル（証明写真サービスのアイコンの場合は、133ピクセル×100ピク
セル）

設定した画像が上記の推奨サイズと異なる場合は、上記推奨サイズに縦横変倍でリサイズさ
れ、画像形式もBMPで登録されます。

S083864V9

S080392V9

S086805V9
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「デザインプリントアイコン割り当て（フォトストラップ）」画面でアイコン画像を設定する場合は、以
下のフォルダに、5種類のフォトストラップ用アイコン画像（BMP形式）を準備していますので、活用
してください。
システムプログラム（CD-ROM）￥Utility￥Photostrap￥Icon

（例）

5.「確認」ボタンをクリックします。

選択した画像が、「プリントアイコン設定」画面に表示され、アイコン画像として設定可能になります。
参考
• 初期のアイコン画像に戻したい場合は、「元に戻す」ボタンをクリックしてください。

（例）「プリントアイコン設定」画面

2.1.4 認識できない文字がファイル名に含まれている画像も読み込めるようになりまし
た。

受け付けた画像のファイル名、またはフォルダ名に認識できない文字が含まれている場合も読み込めるように
なりました。
ただし、その場合、ファイル名は「unknown#.∗∗∗*1」となり、処理されます。（処理のためにリネームされるだ
けであり、元画像のファイル名は変更されません。）

*1.「#」部には数字、「∗」部には拡張子が入ります。

2.1.5 受け付けた画像の保存形式を選択できるようになりました。
補正やリサイズをした画像に対して、保存形式をBMP形式、またはJPEG形式から選択できるようになりまし
た。
JPEG形式で保存することにより、ハードディスクへの保存容量を減らすことができます。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「その他」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

S091652V9

S091653V9

S091654V9
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（例）「初期設定」画面

2.1.6 デジタルカメラのRAW画像を受け付けられるようになりました。
デジタルカメラのRAW画像とは
デジタルカメラで撮影された画像は、通常、カメラの内部で色生成が行われ、さらにJPEGやTIFFといった我々
の目で見える形式に圧縮されて記憶メディアに保存されます。
RAW画像とは、そのような色生成も圧縮もされていない無加工のデータのことです。
無加工の状態のため、画像の劣化が少なく、悪い条件で撮影された画像でも色生成がしやすくなります。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「その他」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

（例）「初期設定」画面

設定 内容

出力画像フォーマット 保存する形式を選択します。
出力画像品質 「出力画像フォーマット」を「JPEG」にしている場合のみ、JPEGの圧縮率を設

定します。
入力可能な数値は、0から100です。
数値が大きいほど、高画質な画像となります。

設定 内容

（チェックあり） RAW画像を受け付けられるようになります。（「プリント」と「データコピー」
サービスの場合のみ。）

• RAW画像の受付についての留意事項は、☞「RAW画像の受付について」参照
（チェックなし） RAW画像は受け付けられません。

S091667V9

S083869 CT2V9
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RAW画像の受付について
• 受け付けたメディアにRAW画像とそれ以外の画像が混在している場合は、受付時に以下の画面が表示され
るようになります。（「プリント」サービスのときのみ）

• RAW画像には、一部受け付けできない画像もあります。
受け付けできない画像は、枚数設定画面で画像が表示されません。（画像表示部が黒くなり、「対応してい
ない  画像フォーマットです」と表示されます。）

（例）

• RAW画像は、「補正」画面での補正はできません。
• RAW画像では、Exif情報を使用できません。日付情報をプリントすることができないため、「日付プリント
選択画面」は表示されません。

• 「他のサイズ」画面、または「拡大」画面では、画像表示部は以下のようになります。

（例）「他のサイズ」画面

• 受け付けたRAW画像をプリントするための出力機には、EZ Controller Ver.2.4以降が必要です。

S091656V9

S091669V9

S091657V9
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2.1.7 フォトストラップ（写真入りキーホルダー）対応のプリントができるようになりま
した

デザインプリントまたは、セルフデザインプリントのプリントタイプの1つとしてフォトストラップが追加にな
りました。

フォトストラップ

ここでは、デザインプリントサービスの設定方法について説明しますが、セルフデザインプリントサービスも、
「初期設定」画面の「サービス種類2」タブから同様に設定できます。

設定方法

1.「デザインプリントタイプ設定」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類1」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」
参照

（例）「初期設定」画面

2.「デザインプリントアイコン割り当て（フォトストラップ）」ボタンをクリックします。

（例）「デザインプリントタイプ設定」画面

G091687V9

S083864V9

S086812V9
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3.「変更」ボタンをクリックします。
ここで設定したアイコンが、受付時に選択できるようになります。

（例）「デザインプリントアイコン割り当て（フォトストラップ）」画面

4.各種設定をします。
フォーマットの設定以外はデザインプリントアイコン割り当ての設定と同じです。

(1) システムプログラムのCD-ROMをDVDドライブにセットします。

(2)「設定」ボタンをクリックします。

「Open」画面が表示されます。

(3) DVDドライブ￥Template￥PhotoStrapからフォーマットを選択し、「Open」ボタンをク
リックします。

（例）

フォーマット名称 仕上がり形状 仕上がり寸法
HP_F_01_0 長方形 30×25mm
HP_F_02_0 長方形 25×18mm
HP_F_03_0 楕円 28×21mm
HP_F_04_0 ハート 21×25mm
HP_F_05_0 丸 25mm

S091688V9

S091689V9

S091690V9
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プリントサンプル

(4) プリントチャンネルを設定します。
幅89mm×送り127mmのペーパーサイズのプリントチャンネルを選択します。

(5) その他の設定をします。
その他の設定については、取扱説明書「デザインプリントタイプの割り当て方法について」参照

5.「OK」ボタンをクリックします。

「デザインプリントアイコン割り当て（フォトストラップ）」画面に戻ります。

6.「OK」ボタンをクリックします。

「デザインプリントタイプ設定」画面に戻ります。

7.「OK」ボタンをクリックします。

「初期設定」画面に戻ります。

プリント後の処理

仕上がりの形状、寸法に合ったカッターでカットしてください。

2.1.8 デザインタイプ名称を変更できるようになりました。
デザインプリントサービス、またはセルフデザインプリントサービス受付時に表示されるデザインタイプ選択
画面のプリントタイプ名称を、任意のものに設定できるようになりました。

（例）デザインタイプ選択画面

お客様が選んだ仕上がり形状

画像(表） 画像(裏） 

プリントには、画像が2セットプリント
されます。1セットは予備用です。

G091691V9

プリントタイプ名称

S080444V9
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ここでは、デザインプリントサービスの設定方法について説明しますが、セルフデザインプリントサービスも、
「初期設定」画面の「サービス種類2」タブから同様に設定できます。

設定方法

1.「デザインプリントタイプ設定」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類1」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」
参照

（例）「初期設定」画面

2.「デザインタイプ名称」に表示させたい名称を入力します。

（例）「デザインプリントタイプ設定」画面

2.1.9「シンプルアルバムアイコン設定」画面が改善されました。
「シンプルアルバムアイコン設定」画面で、以下の改善がされました。
設定方法については、以下の☞「設定方法」参照

重要
• シンプルアルバムアイコンの設定方法がVer.9から変更になったため、バージョンアップ前に登録していた
シンプルアルバムアイコンは、以下の説明を参照し、設定しなおしてください。

番号 改善内容
1 表示させるアイコンのデザインを選択、設定できるようになりました。
2 フォーマット選択時、サイズ別にフォーマットが表示されるようになりました。
3 1つのシンプルアルバムアイコンにつき、複数のフォーマットを選択できるようになりました。

S083864V9

S086812V9
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設定方法
以下に説明する項目以外の設定方法については、取扱説明書「デザインアルバムアイコン、シンプルアルバム
アイコンの割り当て方法について」参照

1.「シンプルアルバムアイコン割り当て」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類3」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」
参照

（例）「初期設定」画面

2.「変更」ボタンをクリックします。

（例）

3.表示させるアイコンのデザインを選択します。
独自の画像を設定したい場合は、☞「2.1.3サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できる
ようになりました。」参照

（例）「シンプルアルバムアイコン設定」画面

S088770V9

S088771V9

S088773V9
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4.フォーマットを選択します。

(1)「フォーマット設定」ボタンをクリックします。
（例）「シンプルアルバムアイコン設定」画面

(2)「追加」ボタンをクリックします。
（例）「フォーマット設定」画面

(3) をクリックし、フォーマットのサイズを選択します。

（例）「フォーマット追加」画面

(4) 登録したいフォーマットを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

• 各フォーマットの詳細については、取扱説明書「シンプルアルバムのフォーマット一覧表」
参照

参考
• 「Ctrl」キーを押しながら選択すると複数選択可能です。
• 1つのアイコンにつき、異なるサイズのフォーマットを登録することはできません。

（例）「フォーマット追加」画面

S088773V9

S091674V9

S091658V9

S091659V9
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ここで選択したフォーマットが、オーダー受付時のデザイン選択画面に表示されます。

（例）デザイン選択画面

2.1.10 カラフルアルバム対応のプリントができるようになりました。
アルバム製本ソフト（オプション）をインストールしている場合、カラフルアルバム用のプリントを作成でき
るようになりました。

（例）カラフルアルバム

以下にカラフルアルバム用のアイコン割り当て方法について説明します。

1.「カラフルアルバムアイコン割り当て」ボタンをクリックします。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類3」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」
参照

（例）「初期設定」画面

S091660V9

G091661V9

S088770V9
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2.「変更」ボタンをクリックします。

（例）

3.表示させるアイコンのデザインを選択します。
独自の画像を設定したい場合は、☞「2.1.3サイズ選択画面に表示されるアイコンの画像を変更できる
ようになりました。」参照

（例）「カラフルアルバムアイコン設定」画面

4.各種項目を設定します。

（例）「カラフルアルバムアイコン設定」画面

設定項目 設定内容

ページ数設定 入力可能ページ数は、1から100までです。

重要
• 製本時に使用するリングの太さにより、製本できるページ数が異なりますので、
お使いのリングの種類に合わせて設定してください。

S091675V9

S091662V9

S091662V9
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上記以外の項目の設定方法は、取扱説明書の「デザインアルバムアイコン、シンプルアルバムアイコン
の割り当て方法について」参照（「シンプルアルバム」の場合と同じ方法です。）

表紙デザイン選択方法

(1)「カラフルアルバムアイコン設定」画面で、「表紙設定」ボタンをクリックします。
（例）「カラフルアルバムアイコン設定」画面

「表紙設定」画面が表示されます。

(2)「追加」ボタンをクリックします。
（例）「表紙設定」画面

「表紙追加」画面が表示されます。

リング選択画面表示 （チェックあり）にすると、オーダー受付時に、製本するときに使用するリング
の色を選択する以下の画面が、表示されます。

表紙設定 「表紙設定」ボタンをクリックし、カラフルアルバムの表紙デザインを選択します。

• 選択方法については、☞「表紙デザイン選択方法」参照
ここで選択した表紙が、オーダー受付時の表紙選択画面に表示されます。

フォーマット設定 「フォーマット設定」ボタンをクリックし、カラフルアルバムのフォーマットを選択
します。

設定項目 設定内容

S091662V9

S091676V9
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(3) でプリントサイズを選択し、登録したい表紙のデザインを選択します。
参考
• 「Ctrl」キーを押しながら選択すると複数選択可能です。
• 1つのアイコンにつき、異なるサイズのデザインを登録することはできません。

(4)「OK」ボタンをクリックします。

（例）「表紙追加」画面

2.1.11 画像選択画面の表示コマ数を変更できるようになりました。
以下のサービス受付中の画像選択画面で、表示コマ数を4コマ、6コマ、8コマ、16コマ、32コマから選択でき
るようになりました。

• プリント
• プリント+メディア保存
• メディア保存
• セルフプリント
• セルフインデックスプリント

（例）画像選択画面（表示コマ数8コマの場合）

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「画面表示」タブをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

S091664V9

「表示駒数  切り替え」ボタンを押すごとに
表示コマ数を切り替えることができます。

S080408V9
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（例）「初期設定」画面

2.1.12 プリントサイズ選択画面で表示されるアイコンについて改善しました。
「プリント」サービスと「プリント+メディア保存」サービスで、次の改善に対応しています。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類1」タブをクリック → 「プリントアイコン割り当て」ま
たは、「プリント＋メディア保存アイコン割り当て」をクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

プリントサイズ選択画面に表示されるアイコンの登録数が12から36に増えました。
12個のアイコンが登録されているとき「追加」ボタンをクリックすると、さらに12個のアイコンが登録できる
画面が表示されます。
アイコンは、最大36個まで登録できます。

（例）「プリントアイコン割り当て」画面

設定 内容

有効/無効 画像選択画面の「表示駒数  切り替え」ボタンを押すごとに、ここで （チェッ
クあり）にしたコマ数表示に切り替わります。

デフォルト ここで （チェックあり）にしたコマ数が、画像選択画面の表示コマ数の初期値
となります。

1 ☞「プリントサイズ選択画面に表示されるアイコンの登録数が12から36に増えました。」
2 ☞「プリントサイズ選択画面のアイコンの表示順を変更できるようになりました。」
3 ☞「プリントサイズ選択画面の1ページ目に表示されるアイコンの数を設定できるようになりました。」

S086129V9

S091698V9



2 Ver.8からVer.9について

19

プリントサイズ選択画面のアイコンの表示順を変更できるようになりました。

1.「表示順設定」ボタンをクリックします。

（例）「プリントアイコン割り当て」画面

「表示順設定」画面が表示されます。

2.一覧から表示順を変更するアイコンの表示をドラッグし、表示させたい順の位置にドロップ
します。

たとえば、プリントサイズ選択画面で6番目に表示されていた「四つ切り」アイコンを2番目に変更しま
す。

3.「OK」ボタンをクリックします。

「プリントアイコン割り当て」または、「プリント＋メディア保存アイコン割り当て」画面に戻ります。

「表示順設定」画面 プリントサイズ選択画面

表示順が6のサイズ「四つ切り」をドラッグし
ます。

表示順2の位置にドラッグします。

S080394V9
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参考
• 「プリントアイコン割り当て」または、「プリント＋メディア保存アイコン割り当て」画面で「プレ
ビュー」ボタンをクリックすると、プリントサイズ選択画面が表示され、アイコンの表示を確認で
きます。

（例）「プリントアイコン割り当て」画面

プリントサイズ選択画面の1ページ目に表示されるアイコンの数を設定できるようになりました。

1ページ目に表示されるアイコン数を限定したいときなどに設定します。

1.「表示順設定」ボタンをクリックします。

（例）「プリントアイコン割り当て」画面

「表示順設定」画面が表示されます。

2.表示アイコン数の ボタンをクリックし、1ページ目に表示する数を選択します。

たとえば、「3」を選択すると、表示順1から3のアイコンが1ページ目に表示されます。表示順4以降の
アイコンは2ページ目以降に表示されます。

（例）「表示順設定」画面

S080394V9

S080394V9

S091697V9
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「プリントサイズ選択画面」での表示

3.「OK」ボタンをクリックします。

「プリントアイコン割り当て」または、「プリント＋メディア保存アイコン割り当て」画面に戻ります。
参考
• 「プリントアイコン割り当て」または、「プリント＋メディア保存アイコン割り当て」画面で「プレ
ビュー」ボタンをクリックすると、プリントサイズ選択画面が表示され、アイコンの表示を確認で
きます。

（例）「プリントアイコン割り当て」画面

2.1.13 メディア保存の料金設定が変更になりました。
いままで、メディア保存の料金は、一定制（画像数に関係なく定額料金を設定）または従量制（1画像ごとに料
金を設定）を設定できていましたが、新たに、一定画像数（セット）ごとに料金を設定できるようになりまし
た。
たとえば、保存する画像数が1枚から200枚までは50円、201枚から400枚までは100円、401枚から600枚までは
150円と設定できます。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” → “初期設定” → 「サービス種類1」タブをクリック → “メディアアイコン割り当て” → 
「変更」ボタンをクリック

• オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「「オーナー初期画面」への切り替え」参照

（例）「メディア保存アイコン設定」画面

1ページ目 2ページ目

S080394V9

S083845V9
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設定内容

2.1.14 トラブルが発生したときなどに製品の状態を確認するためのデータを採取できるよ
うになりました。

本製品にトラブルが発生したときの製品の状態を確認するためのデータを採取することができるようになりま
した。

セット制 一定制 従量制

「固定」 チェックあり チェックあり チェックなし
「1セットあた
りの画像数」

1から999 （空白） -

概要 一定画像数（セット）ごとに
料金を設定

画像数に関係なく定額料金を
設定

1画像ごとに料金を設定

例 次の設定で画像数500のデー
タを保存したとき

• 「固定」が （チェック
あり）

• 「1セットあたりの画像数」
が200

• 単価：50円
1セットあたりの画像数が200
のため、画像数500は3セット
になります。

金額は、50×3セット=150円と
なります。

次の設定で画像数500のデー
タを保存したとき

• 「固定」が （チェック
あり）

• 「1セットあたりの画像数」
が空白

• 単価：50円

金額は、50円となります。

次の設定で画像数500のデー
タを保存したとき

• 「固定」が （チェック
なし）

• 単価：50円

金額は、50×500=25,000円と
なります。

画像数

料金

A:1セットあたりの画像数

画像数

料金

画像数

料金
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コールセンターやサービスマンからの指示にしたがって操作してください。

（例）「オーナー初期画面」

詳細手順

1.「オーナー初期画面」で「ログ採取」ボタンをクリックします。

2.ログデータの保存先を選択します。

3.「OK」ボタンをクリックします。

ログデータが採取されます。

S085617 CT2V9

S091705V9
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