
［エディション  フレックス］

ブラウザー パブリッシング・キット

誰もが簡単にテンプレートを編集して、確かな版下を生成。
Web to Printの成功を支えます。



「誰もが簡単に、確かな印刷品質のデータを作成できます」

ブラウザパブリッシングを可能にする Flex のキーテクノロジー
■フォントデマンド
印刷用フォントがインストールされていないPCの編集画面にサーバー上の高品位フォントを
リアルタイムに表示する技術です。

■レゾリューションデマンド
ネットワーク上で軽快な編集レスポンスを実現するため、印刷用の高解像度の素材を、自動圧
縮してＰＣの編集画面上に表示し、編集後に高解像度素材と入れ替える技術です。

１．テンプレートを選択する。

２．ブラウザで素材の入替えや文字編集を行う。

３．カスタマイズした印刷データを出力する。

ユーザー
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テンプレートを共有してアレンジできます。

ユーザー

デザイナー

RGB/CMYK対応
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Webブラウザで印刷データの作成や編集ができます。

テンプレートをベースに、高品位な印刷データを作成できます。

プリンターとオフセット印刷に対応した正確な色指定ができます。

✔ Webブラウザにより、Edition Flexサーバーに
 アクセスするだけで利用できます。

✔ アクセスするPCへのフォントのインストール
 は不要です。

✔ ブラウザ上でテンプレートの作成や編集が
 行えます。

✔ページ数やページ毎のサイズは任意です。

✔ テンプレートをベースに、高品位な印刷データ
 を作成できます。

✔ 印刷品質を損なわずに、素材の入替や文字の編
 集等を行えます。

✔ ブラウザ上でテンプレートの作成や編集が
 行えます。

✔ ユーザーが編集可能な箇所や、編集項目を
 細かく設定しておくことができます。

✔ RGBとCMYK、両方のカラーモードのPDFを出力できます。

✔ RGBとCMYKの数値指定が可能です。

✔ カラー、モノクロ、グレースケール、2色印刷等に対応可能です。

✔ RGBの要素をCMYK変換カラーテーブル（ユーザー様データ摘要可）
 やICCプロファイルにてCMYKに自動置換可能です。



QRコード 入れ替え・編集可能なカセット

カセットだけを自動でズームアップ

②編集も可能

①入替えが可能

仕上がり範囲外ヘの編集に対応しています。

グラデーション・袋文字・アーチ文字
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素材、文字、図形メニューで、様々な編集に対応できます。

✔ いつでも表示/非表示が切り替え可能な余白エリアは、ページ毎に上下左右に自由な大きさで設定
 できます。

✔ 余白エリアは、仕上がり範囲同様に編集可能ですので、トンボやヌリタシ、裁ち落としに加え、
 管理用のバーコード等の印刷に対応できます。

✔ 画像等を矩形や円形状でクリッピング

✔ 画像上に配置した図形で、画像へのマスク処理

✔ ローカルPCからの素材のアップロードに対応

✔ 豊富な図形メニュー、QRコード、各種バーコード
 
✔ 行間、文字間、文字縦横比、詰め、カーニング、
 文字幅制限、行数制限などの文字組の設定

✔ 段数、段サイズ、間隔、禁則処理を指定して段組を設定

✔ 任意のカラーと太さで２重までの袋文字

✔ 円弧状のアーチ文字

✔ 画像、図形、文字等をグループ化した、カセットパーツの作成

✔ マウス操作に加え、数値入力や補助線など、正確な
 レイアウトをするための機能

✔ UNDO・REDO

✔ 各パーツの編集許可属性

✔ メニューカスタマイズ

元画像

クリッピング
マスク

画像素材
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■  FlexとCMSの連携により、ワークフローを除く、テンプレートの制作、編集、保存、参照、
 印刷データの作成というWeb to Printシステムのコア機能を利用できます。

■ デザインのベースとして、illustrator や InDesinから出力できるSVG、JPEG、PNG、PDFを
 使うことができます。

・ユーザアカウント管理

WebDTP環境＋組版エンジン テンプレート／素材管理環境

素材

カセット

テンプレート

管理者 デザイナー
・素材登録
・テンプレート作成
・テンプレート編集
・印刷データ生成
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専用のテンプレート管理アプリケーション
Edition CMSが用意されています。

✔ CMSでは、ユーザアカウント管理、テンプレートと素材の管理が行えます。

✔ CMSもブラウザだけで動作するWebアプリケーションです。

✔ Flexと連携してテンプレート作成やPDF生成をします。



編集画面を提供するケース

Web アプリからFlex に指示してダイレクトにPDF を生成できます。

InterNET
・ストアフロント
・承認等のワークフロー

【既存アプリの利用または新規
に構築いただきます】 ・ 編集環境

・ 組版エンジン
・ テンプレート／素材
 管理環境

既存のアプリケーションと連携してシステムを構築できます。

・ストアフロント
・承認等のワークフロー

ダイレクトにPDFを
生成するケース

InterNET

ユーザー

ユーザー

1台または複数台のサーバー

Webアプリケーション

Webアプリケーション
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Edition Flexは、他のWebシステムから呼び出して
使えるWeb to Print構築キットです。

✔ 外部のWebアプリケーションから、Flexを呼び出して編集機能を提供することができます。

✔ 編集画面を呼び出さずに、自動組版のみを利用することもできます。

■ Edition Flex は外部Web アプリケーションとの連携を前提としたモジュールです。

■ 外部Web アプリケーションから、編集画面を呼び出し、編集機能を提供したり、PDF をダ
 イレクトに生成させることができます。

■ 別売のWeb アプリケーション Flex Clientを使用することで、テンプレートから作成された
 ユーザー毎の 成果物の保存、共有、印刷用PDF出力が可能なWeb to Print システムを構築
 できます。
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EditScript指示

・ テンプレートA を面付け
・ テンプレートA に差込
・ テンプレートA の男女別の
 色変更
・ テンプレートB を面付け
・ テンプレートB の顧客毎の
 デザイン変更 テンプレートA とB を加工してテンプレートC に面付けした例

Webアプリケーション

テンプレートに対して
EditScriptを実行

テンプレート A テンプレート B

テンプレートの内部構造は公開されています。

injection機能で外部アプリから簡単に要素や文字の差替ができます。

テンプレートコントロール言語EditScriptが使えます。

✔ Flex では、カスタマイズの基盤として、テンプレートデータのコントロール言語EditScriptが使えます。
✔ EditScript は外部アプリケーションから、JavaScript、Java、php 等の言語で用いることができます。
✔ 外部からFlexScript（テンプレート）の各要素にアクセスしてコントロールすることができます。
✔ 自動組版のニーズに応じて、あらゆる要素に対して、プログラマブルに組版機能の拡張が可能です。
✔ テンプレート毎に起動時に実行するEditScript を設定しておくこともできます。

✔ injectionは、Webアプリからシンプルに要素や文字の差替指示ができる機能です。
✔ JavaScriptやJava、php等の各言語でFlexに命令できます。
✔ injectionによる差し込み結果は、編集画面に反映したり、直接PDFに出力することが可能です。

✔ テンプレートの内部構造はFlexScriptというテキストフォーマットで公開されています。
✔ CMSにテンプレートを登録し、FlexScriptデータで出力することができます。
✔ FlexScriptは、Flexに読みこむとドキュメントを生成します。
✔ FlexScriptを編集すれば、ドキュメントの殆どの要素やその属性を編集できます。

injection指示
役職は○○
名前は○○
メールは○○
写真は○○
・・・

Webアプリケーション



Edition Flexの動作環境と必要なプログラム

Edition Flexのサービスメニュー

Edition CMS / Flex 動作環境

サーバ動作環境
◆ハードウェア
 Windows Server 2016, Windows Server 2019 が動作するハードウェア
 プロセッサ： 最少 1.4 GHz  64ビットプロセッサ
 メモリ：  8GB 以上
 HDD 容量：  最少: 40 GB 以上
 Amazon EC2をご利用の場合は、m4.largeインスタンス以上を推奨
◆ソフトウェア
 Apache 2
 Tomcat 8
 PostgreSQL 9.0 以降
 Amazon Corretto 8
 Pdflib +PDI 9
 GhostScript
 ImageMagick

クライアント動作環境
 OS  Windows 8.1以上 Mac OS X以上
 ブラウザ  Internet Explorer11
  Microsoft Edge
  Google Chrome
  Mozilla FireFox
  Mac OS Safari

【商標について】
illustrator, InDesign, Windows Server, Windows 8.1,
OS X, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla FireFox, Safari は各社の登録商標です。

【記載内容について】
本カタログは2021年4月現在の製品資料であり、
予告なく製品仕様を変更する場合があります。

 Edition Flexの
製品情報

およびデモサイト
http://www.reso.co.jp

【開発元】

株式会社レゾロジック
〒101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目8番地11号 8F
TEL：050-1746-2705 FAX：03-6407-8815
E-mail : info@reso.co.jp

StoreFrontや承認ワークフロー等、システ
ム設計及び開発を承ります。

テンプレート作成支援および、テンプレー
ト制作サービスを用意しています。

エンジン部、カスタム開発部の保守ライセ
ンスを提供します。

カスタマイズ

コンテンツ作成 運用サービス

ライセンシング

クラウドサーバ等お客様の稼働環境での
実行ライセンスを提供します。

レゾロジックは AWS Partner Network(APN) 
テクノロジーパートナーです。


