
版下データを編集・加工。ページ単位
での編集はもちろん、テキストの変更
からトンボ、ノンブルの作成など多彩
な機能を搭載。データ修正も容易で、
ワークフローの簡略化が計れます。

EDITING
版下データを編集

スキャンした文書を版下データとして
保存。印刷時の状態にまとめ、出力形
態ごとの管理も可能です。3段階の
アクセス制限とログ情報表示機能で
セキュリティーにも配慮しています。

STORAGE

OUTPUT
印刷／フィニッシング

PageScope Publisherで
プリンター/フィニッシャー
の設定を行い b i z h u b 
PRESS/PRO特有のフィ
ニッシング機能を最大限に
活用。わずらわしい手間を
掛けず加工まで行います。

SCAN
紙原稿をスキャン

紙原稿しか無い場合にも、
スキャンをして版下データ
として取込。スキャンするだ
けでデータとして活用でき
るので短納期・低コスト、さら
に印刷の幅も広がります。

対応OS

対応言語
動作環境
RAM
HDD
表示
ネットワーク
必須アプリケーション

登録ファイル形式
イメージ編集
挿入
ファイル操作
画面補助表示
検索

Windows Vista Business SP2※1、
Windows 7 Professional※2、 Windows 7 Enterprise※2、 
Windows 8.1 Pro※2、 Windows 8.1 Enterprise※2

日本語 
IBM PC及びその互換機Pentium Ⅳ/2.8GHz以上 
1GB以上 
20GB以上（保存する版下データ量によってさらに必要） 
カラーモニター解像度：1280×1024以上 
100base-TX以上（対応OSで動作すること）
Adobe Acrobat X/XI PRO 
（これらが既にインストールされていること） 
〈参考〉 
Windows 7 Professional/Enterprise ： Acrobat X 以降 
Windows 8 Pro/Enterprise ： Acrobat 10.1.4 Pro 以降
PDF/TIFF/JPEG/BMP/EPS/PNG/PCX
消しゴム、画像回転、孤立点除去、太線化、スキュー調整、シフト
テキスト、画像、四角形、線、ヘッダー／フッダー、トンボ
コピー、貼り付け、結合、削除
グリッド表示、ガイド表示、ズーム
テキスト/日付検索
データ名/作成者/クライアント/カテゴリ/コメント/ページ/サイズ

■ PageScope Publisher Ver.1.4.2の主な仕様 ■ 対応機種

※1：32ビット（x86）環境に対応　※2：32ビット（x86）、64ビット（x64）環境に対応

■ 標準価格（税別）
商品名 標準価格

PageScope Publisher（1ライセンス）

サポート料金
●年間保守料金
●インストール料金
●操作指導料金

………………………

…………………………………
………………………………
…………………………………

300,000円

45,000円/台
3,000円/台

15,000円/台

●bizhub PRESS 2250P※　●bizhub PRESS 1250/1250P/1052
●bizhub PRO 1200/1200P/1051
●bizhub PRO 1050/1050P/1050e/1050eP
●bizhub PRO 951　●bizhub PRO 950　●bizhub PRO 920

お問い合わせは、当社へ。

本紙の記載内容は2016年4月現在のものです。 9251-1301-40 1604T P8

国内総販売元

製造元

0120-805039お客様相談室

おことわり　確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
　　　　　    消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub PRESS、bizhub PRO、PageScope、PageScopeロゴはコニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windows、Windows Vista、およびWindows Server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。※Adobe、AcrobatおよびReaderは、米国Adobe Systems Inc.の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。※Pentiumは米国インテル社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※本誌掲
載の価格には消費税が含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※カタログ中のイメージカラーを使用している部分は実際の画面の色と異なる場合があります。※製品改良のため、仕様および機能の一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。http://www.konicaminolta.jp

※「印刷設定」「印刷」画面は使用できません。印刷を行う際には「プリンター・ドライバー経由の印刷」をご使
用ください。

※別途Adobe Acrobat Proが必要です。

マスタ・マネージャの画面上で版下
データを開くと、マスタ・エディタ画
面が表示されます。登録したデータ
は章ごとに表示され、章の作成、変
更、削除などの簡単な編集・加工が
行えます。また、印刷指示もマスタ・
エディタから行います。

マスタ・エディタ
サムネール表示

ランチャツールバー

3階層の画面構成、分かりやすいインターフェイスを実現。

版下データの表示・管理

登録した版下データを一目で判断でき
るようサムネール表示を採用。縮小画
像と版下データ名も一緒に表示される
ので、判別が簡単にできます。一覧、詳
細表示への切り替えも可能です。

PageScope Publisherで管理している版下デー
タをツリー構造で表示。フォルダやファイルの作成・
削除・移動・名前の変更などの管理ができます。

頻繁に使用するアプリケーションのショートカットを作成す
ることができます。ファイルをドラッグ＆ドロップするだけな
ので、すばやくアクセスできます。

版下データとして登録可能なファイル形式

●PDFファイル（pdf）
●TIFFファイル（tiff）
●EPSファイル（eps）
●PNGファイル（png）

●ビットマップファイル（bmp）
●JPEGファイル
（jpegまたはjpg）
●RLE圧縮画像ファイル（pcx）

マスタ・エディタ上でページを開く
と、イメージ・エディタが表示されま
す。単一ページから複数ページの
選択ページに対して細かい編集・加
工を行うことができます。

イメージ・エディタ

マスタ・マネージャ
PageScope Publisherで管理されている版下を、一覧や
詳細、サムネイル表示モードで表示します。新しく管理する
ファイルの登録や移動、削除を行うことができます。また、
管理されている版下データの検索から、ファイル単位での
結合、コピー・ペーストも実行できます。

版下データのイメージ編集・ファイル管理ソフトウェア

EDITINGSCAN OUTPUT
STORAGE

紙原稿をスキャン、版下データとして編集・加工から管理、そして出力まで

PageScope Publisherで始まる、新しい印刷スタイル。

PageScope Publisherは、様々な紙原稿・紙文書をスキャニングしてデータ化し、編集・管理、出力までをサポート
するソフトウェア。多彩な編集機能でデータの修正も簡単・スピーディーに、また版下データの活用をスムーズにする
検索機能や詳細な変更履歴管理などの管理機能も充実しています。紙原稿しか保管されていない場合でも、すぐに
編集・印刷できるので、業務の大幅な効率化・迅速化を実現できます。

版下データを管理



イメージ・エディタ基本画面

多彩な編集機能で高品質版下データを作成。紙原稿もデータとしてまとめて管理します。

色選択機能

傾き補正機能

ページサイズの変更

■領域移動機能

孤立点除去機能

ヘッダ／フッタを追加する
ページにトンボを付ける

ログビューアを使用することにより、選択した版下データで発生
したイベントや実行した操作を表示することができます。版下
データの修正で生じたすべてのイベント（ユーザアクション、
エラー、警告）がログに記録され、ログ内容の表示（読み出し
専用）や、テキストファイルへのエクスポートも可能です。

版下データの変更履歴管理が行えます

版下データを扱う権限を3つのレベル（管理者・版下
作成者・印刷作業者）に分けることにより、データ管理
に於ける印刷事故を未然に防ぎます。それぞれに
パスワードを設定することで使用者を限定できます。

3段階のアクセス制限

フッタに指定したページ番号
によるページごとの印刷指定
や、ページ番号なしに指定し
た場合のページ番号のカウン
トアップ方法などを設定する
ことができます。

PageScope Publisherのワークフロー PageScope Publisherは、画像版下編集機能と
管理機能の両方を兼ね備えています。

■白黒反転機能

版下データの作成

自動傾き補正

アノテーション機能によるデータ修正

ページサイズを変更する機能です。小さな用紙
サイズに変更すると、トリミングも行います。

かすれた線を太線化 画像内のかすれた線をはっきりさせる機能です。
ページ内のかすれた線を検出し太線にします。

傾いた原稿を補正する機能です。イメージエ
ディタでは3つの方法で補正が可能です。

スキャン文書に発生する不要な斑点
などを除去する機能です。また、ラン
ダムノイズ（染み・縞）も除去します。

取り込んだ画像に新たにヘッダ・フッ
タを追加する際に使用します。また、
ノンブルを付けることも可能です。

トンボツールを使うことにより、
3種類の中から選択したトンボ
を表示することができます。
DTPにおいて重要視される挿
入機能です。

拡張機能

ドキュメントハンドリング時に
有効な各表示機能を装備。吸着
機能もあり編集・加工をスムーズ
に進めることができます。

指定したページに自動で傾き補正処
理を行います。

線による傾き補正

ページ上に線を引き、その線に対して
傾きを補正します。

手動傾き補正

指定した角度に対してページをまっす
ぐに補正します。

「ヘッダ/フッタ」ダイアログ「トンボ設定」ダイアログ

作業者ごとのパスワード設定が可能。

PageScope Publisherに登録された版下データ
はマスタ・マネージャ上で検索できます。版下名や
作成者などの関連するキーワードの一般情報を利用
して必要なファイルを瞬時に見つけだします。

版下データ検索機能

「版下データ検索」ダイアログ

黒が白、白が黒に反転表示します。
より正確な作業が行えます。

■ガイド表示
任意の位置に基点を調整できるガイ
ド（基準線）の表示機能です。

■グリッド表示
幅調整が可能なグリッドをページ上
に表示します。

選択エリアの編集 ページ全体ではなく、希望の選択範囲をコピー・ペー
スト・サイズ変更・移動などを行うことができます。

アノテーション機能を利用して、文や図をページに追加
することができます。

エリア選択（内側）

ページ上の希望のエリアを選択します。選択したエリアは四角形で
囲まれ必要に応じて編集を行えます。

エリア選択（外側）

選択したエリアを反転する機能です。描いた
四角形の外側が選択エリアになり編集を
行います。

任意の範囲の画像
を上下左右の場所に
移動します。移動量
も任意で指定が可能
です。

メモ書きや貼り付け原稿の取込時に発生する黒線や、
ページの不要な箇所を削除する機能です。

消しゴム機能

アノテーション機能

ラインアノテーション機能

線ツールを使ってアノテーションを付けます。
必要に応じて線の太さを変えることもできます。

テキストアノテーション機能

通常の用紙に書くように、ページ上に直接書く
ことができます。情報を追加・修正したい場合に
便利です。

画像アノテーション機能

ページ上に画像を挿入します。PageScope 
Publisher対応の画像ファイルを挿入できます。

四角形アノテーション機能

四角形ツールを使ってアノテーションを付けます。
色を変更するには色編集機能を使用します。

この部分の修正
を行う。

四角形アノテー
ション機能で修
正部分を覆う。

テキストアノテー
ション機能で価格
を修正する。

製本・折り・
ステイプル

紙原稿の
取込

編集・加工

スキャン

出力

版下データ管理

DB

ページごとのプロパティを確認・変更可能


