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1. はじめに 

本資料は Flex Client の編集ユーザーの操作について、解説したものです。 
 

Flex Clinetのユーザー種別 

ユーザー種別 アクセスできる機能 
管理ユーザー Flex Clientのグループ、ユーザー登録が可能なユーザー。 
編集ユーザー Flex Clinetにログインして、テンプレートからドキュメントを作成

するユーザー。 
 

用語 

用語 説明 
テンプレート Edition CMSで登録・管理されるデザインのひな形。 
ドキュメント テンプレートから個々のユーザーが編集した結果の成果物データ。 

Flex Clientのマイドキュメント一覧からアクセスします。 
カセット 素材、文字、図形パーツを組み合わせて作成されたパーツ 

素材と同様にテンプレート内に配置することが可能です。 
Flex 連携アカウント Edition CMS、Edition Flex のアカウント。グループ単位で連携する

アカウントを設定します。 
設定されたアカウントで作成したテンプレートをグループに所属す
るユーザーが利用可能です。 

共有素材・カセット
用テンプレート 

Edition CMSでは通常、素材・カセットはテンプレート単位で登録
管理されますが、共有素材・カセット用テンプレートに登録した素
材、カセットは、どのテンプレートでも利用可能になります。 
グループに 1つ設定することができます。 
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2. Flex Clientの機能 

 Flex Clientは Flex Client は、Editon CMS に登録されているテンプレートをグループで有
効活用するためのWebアプリケーションです。 

 Edition CMS に登録されているテンプレートに「folder/FlexClient」というタグを付けるだ
けで、Flex Client にテンプレートが一覧表示されます。 

 編集ユーザーは一覧表示されたテンプレートを編集し、編集結果を個人管理のドキュメント
として保存することができます。ドキュメントの再編集やコピーも可能です。 

 ドキュメントを同じグループのユーザーに公開することができます。公開ドキュメントはコ
ピーして自分のドキュメントとして編集することができます。 

 自由編集、ウィザード編集の両方に対応しています。 
 テンプレート、ドキュメントはプレビュー用と印刷用の PDF をダウンロードできます。 
 グループ単位で連携する Flex アカウントを設定できます。 
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3. 画面遷移図 

ログイン後はヘッダーメニューによって各画面に移動します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ログイン 

テンプレート一覧 

マイドキュメント一覧 

共有ドキュメント一覧 

設定 



Flex Client 

4 

4. ログイン 

ログイン IDとパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックし、ユーザー認証に成功
すると、テンプレート一覧画面を表示します。 
 

 
ログイン画面 

 ログイン ID、パスワードは管理ユーザーにお問い合わせください。 

  



Flex Client 

5 

5. 各画面共通の操作 

5.1. ヘッダーメニュー 

各画面へのリンクとログアウトボタンが配置されています。 
 

 
ヘッダーメニュー 

 テンプレート リンク： 
テンプレート一覧画面に移動します。 

 
 マイドキュメント リンク： 

マイドキュメント一覧画面に移動します。 
 
 共有ドキュメント リンク： 

共有ドキュメント一覧画面に移動します。 
 
 設定 リンク： 

設定画面に移動します。 
 
 「ログアウト」ボタン： 

クリックすると、ログアウトしてログイン画面を表示します。 
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5.2. 表示コントロール 

テンプレート一覧、マイドキュメント一覧、共有ドキュメント一覧の各画面の下部にあるコン
トロールで、1画面の表示件数の設定やページ送り操作をします。 
 

 
表示コントロール 

 表示件数リストボックス 
一覧の 1画面あたりに表示する件数を下記候補より選択します。 
・10件（初期値） 
・50件 
・100件 

 件数表示 
全件数と表示中の件数を表示します。 

 
 ページ操作ボタン 
「<<」ボタン…最初のページを表示 
「<」ボタン…前のページを表示 
「数字」ボタン…表示中のページ番号を表示 
「>」ボタン…次のページを表示 
「>>」ボタン…最後のページを表示 
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5.3. キーワード検索機能 

テンプレート一覧、マイドキュメント一覧、共有ドキュメント一覧画の各画にはキーワード検
索機能があります。 
 
1） 画面タイトルバーの右側の検索キーワード入

力欄に、テンプレート、ドキュメントの名前
または説明の一部を検索キーワードとして入
力します。 

 
2） 「検索」ボタンをクリックすると、検索キー

ワードの文字列と、テンプレート、ドキュメ
ントの名前または説明が部分一致したテンプ
レート、ドキュメントを一覧に絞り込み表示
します。 

 
 「クリア」ボタンをクリックすると、絞り込み状態が解除されます。 
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5.4. ソート機能 

テンプレート一覧、マイドキュメント一覧、共有ドキュメント一覧画の各画にはソート機能が
あります。 
 
 画面タイトルバーの右側のソート順リストボ

ックスをクリックして、下記の 4種類からソ
ート方法を選択します。 
名前：昇順 
名前：降順 
更新日：昇順 
更新日：降順 
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6. テンプレート一覧画面 

ログイン後の画面です。ヘッダーメニューの「テンプレート」をクリックすると表示します。 
ログインユーザーが利用可能なテンプレートを一覧表示します。 
 

 
テンプレート一覧画面 

6.1. この画面でできること 

 テンプレートの閲覧・検索 
 テンプレートからドキュメントを編集 
 テンプレートの PDF出力 
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6.2. テンプレートを確認する 

テンプレート一覧には、利用可能なテンプレートがカード形式で表示されます。 
 
 サムネイル画像 

テンプレートの 1ページ目のサムネイルを表
示します。 

 テンプレート名 
テンプレート名を表示します。 
長くてカードに表示しきれない場合は、省略
表示され、テンプレート名にカーソルを合わ
せると、ツールチップでテンプレート名を表
示します。 

 更新日 
更新日を表示します。 

 説明 
テンプレート作成者が登録した説明文を表示します。 

 識別コード 
テンプレートの識別コードを表示します。 
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6.3. テンプレートを編集してドキュメントを作成する 

テンプレートを編集画面で開いて編集し、編集結果をマイドキュメントとして保存することが
できます。 
 
 「編集」ボタンをクリックすると、テンプレ

ートを Edition Flex 編集画面で表示します 
 
 編集ボタンの「▼」ボタンをクリックし、プ

ルダウンメニューを表示すると、次の 2種類
の編集方法を選択することができます。 
・Flex編集…テンプレートを Flex 編集画面
で表示します。 
・ウィザード編集…テンプレートを ウィザ
ード編集画面で表示します。 

 
※ ウィザード編集はテンプレートにウィザード編集定義が設定されている場合に動作しま

す。 
※ 解説はグループの編集ボタンの動作設定が「Flex 編集優先」の場合の動作です。 

 グループの設定が「ウィザード編集優先」の場合は、「編集」ボタンをクリックする
と、ウィザード編集画面を表示し、プルダウンメニュー内の表示順が逆になります。 

 グループの設定が「Flex編集専用」の場合は、「編集」ボタンをクリックすると、
Flex 編集画面を表示します。「▼」ボタンは非表示になります。 

 グループの設定が「ウィザード編集専用」の場合は、「編集」ボタンをクリックする
と、ウィザード編集画面を表示します。「▼」ボタンは非表示になります。 
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6.4. テンプレートの PDFをダウンロードする 

 
 「PDF」ボタンをクリックすると、プレビュ

ー用 PDF をダウンロードします。 
 
 PDF ボタンの「▼」ボタンをクリックし、

プルダウンメニューを表示すると、次の 2種
類の PDF をダウンロードすることができま
す。 
・プレビュー用…プレビュー用 PDF をダウ
ンロードします。 
・印刷用…印刷用 PDF をダウンロードしま
す。 

 
※ 解説はグループの PDF ボタンの動作設定が「プレビュー用 PDF優先」の場合の動作で

す。 
 グループの設定が「印刷用 PDF優先」の場合は、「PDF」ボタンをクリックすると、

印刷用 PDFがダウンロードされ、プルダウンメニュー内の表示順が逆になります。 

6.5. テンプレートのタグで絞り込み表示する 

画面左側にはタグ一覧が表示されます。 
ウインドウサイズが狭くなると、非表示になります。 
 
 タグボタンをクリックすると、そのタグが付

けられているテンプレートのみテンプレート
一覧に抽出表示します。 

 
 タグによる抽出表示中に「クリア」ボタンを

クリックすると、絞り込み状態が解除されま
す。 
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6.6. Flex編集画面 

 
Flex編集画面 

テンプレート一覧画面で「編集」ボタンをクリックして、Flex 編集画面またはウィザード編集
画面に移動して、テンプレートを編集することができます。 
Flex 編集画面の操作については、ヘルプメニューから「ヘルプ」を選択してオンラインヘルプ
をご確認ください。 
「編集終了」ボタンをクリックすると、終了確認ダイアログが表示され、編集結果によって次
の画面に移動します。 
 
 保存終了した場合 

マイドキュメント一覧画面に移動します。 
マイドキュメント一覧画面でドキュメント名
を入力して保存します。 

 未編集または、破棄終了した場合 
テンプレート一覧画面に戻ります。 
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6.7. 新規ドキュメントを登録する 

テンプレートを編集し、保存終了すると、ドキュメント情報ダイアログが表示された状態でマ
イドキュメント一覧に移動します。 
氏名（必須）、説明（任意）共有設定（任意）を入力して「保存」ボタンをクリックします 
 

 
マイドキュメント一覧画面｜新規ドキュメント情報ダイアログ 

未編集で終了した場合、または破棄終了を選択した場合は、テンプレート一覧画面に戻りま
す。 
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7. マイドキュメント一覧画面 

ヘッダーメニューの「マイドキュメント」をクリックすると表示します。 
ログインユーザーが作成したドキュメントを一覧表示します。 
 

 
マイドキュメント一覧画面 

7.1. この画面でできること 

 ドキュメントの閲覧・検索 
 ドキュメントの再編集・コピー・削除 
 ドキュメントに説明文を登録 
 共有ドキュメントとして公開 
 ドキュメントの PDF出力 
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7.2. ドキュメントを確認する 

ドキュメント一覧には、いままでに保存されたドキュメントがカード形式で表示されます。 
 
 サムネイル画像 

ドキュメントの 1ページ目のサムネイルを表
示します。 

 ドキュメント名 
ドキュメント名を表示します。 
長くてカードに表示しきれない場合は、省略
表示され、ドキュメント名にカーソルを合わ
せると、ツールチップでドキュメント名を表
示します。 

 共有バッジ 
ドキュメント情報ダイアログで「共有ドキュメントとして公開する」チェックボックスを
オンにすると表示されます。 

 更新日 
更新日を表示します。 

 説明 
ドキュメント情報ダイアログで登録した説明文を表示します。 

 識別コード 
ドキュメントの識別コードを表示します。 
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7.3. ドキュメントを再編集する 

ドキュメントを編集画面で開いて再編集することができます。 
 
 「編集」ボタンをクリックすると、ドキュメ

ントを Edition Flex 編集画面で表示します 
 
 編集ボタンの「▼」ボタンをクリックし、プ

ルダウンメニューを表示すると、次の 2種類
の編集方法を選択することができます。 
・Flex編集…ドキュメントを Flex 編集画面
で表示します。 
・ウィザード編集…ドキュメントを ウィザ
ード編集画面で表示します。 

 
※ ウィザード編集はテンプレートにウィザード編集定義が設定されている場合に動作しま

す。 
※ 解説はグループの編集ボタンの動作設定が「Flex 編集優先」の場合の動作です。 

 グループの設定が「ウィザード編集優先」の場合は、「編集」ボタンをクリックする
と、ウィザード編集画面を表示し、プルダウンメニュー内の表示順が逆になります。 

 グループの設定が「Flex編集専用」の場合は、「編集」ボタンをクリックすると、
Flex 編集画面を表示します。「▼」ボタンは非表示になります。 

 グループの設定が「ウィザード編集専用」の場合は、「編集」ボタンをクリックする
と、ウィザード編集画面を表示します。「▼」ボタンは非表示になります。 
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7.4. ドキュメントの PDFをダウンロードする 

 「PDF」ボタンをクリックすると、プレビュ
ー用 PDF をダウンロードします。 

 
 PDF ボタンの「▼」ボタンをクリックし、

プルダウンメニューを表示すると、次の 2種
類の PDF をダウンロードすることができま
す。 
・プレビュー用…プレビュー用 PDF をダウ
ンロードします。 
・印刷用…印刷用 PDF をダウンロードしま
す。 

 
※ 解説はグループの PDF ボタンの動作設定が「プレビュー用 PDF優先」の場合の動作で

す。 
 グループの設定が「印刷用 PDF優先」の場合は、「PDF」ボタンをクリックすると、

印刷用 PDFがダウンロードされ、プルダウンメニュー内の表示順が逆になります。 

7.5. ドキュメントの情報を編集する 

ドキュメント名、説明文、共有設定を編集するこ
とができます。 
 
1） 「操作」ボタンをクリックし、プルダウンメ

ニューからドキュメント情報を選択してダイ
アログを表示します。 

 
2） ドキュメント名、説明文、共有設定を編集し

ます。 
 
3） 「保存」ボタンをクリックするとドキュメン

ト情報を更新します。 
 
 「閉じる」ボタンをクリックすると、編集内

容を破棄してドキュメント情報ダイアログを
閉じます。 
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7.6. ドキュメントをコピーする 

 「操作」ボタンをクリックし、プルダウンメ
ニューからコピーを選択すると、ドキュメン
トがコピーされます。 

 
 コピーされたドキュメントの名前は、 

コピー_＋コピー元のドキュメント名 
となります。 
説明文、共有設定もコピーされます。 

7.7. ドキュメントを削除する 

1） 「操作」ボタンをクリックし、プルダウンメ
ニューから削除を選択すると、確認ダイアロ
グが表示されます。 

 
 
 
 
2） 確認ダイアログの「削除」ボタンをクリック

すると、ドキュメントが削除されます。 
 
 「閉じる」ボタンをクリックすると、削除操

作を中止して確認ダイアログを閉じます。 
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8. 共有ドキュメント一覧画面 

ヘッダーメニューの「共有ドキュメント」をクリックすると表示します。 
ログインユーザーまたは、ログインユーザーと同じグループに所属するユーザーが共有設定に
したドキュメントが一覧表示されます。 
 

 
共有ドキュメント一覧画面 

8.1. この画面でできること 

 共有ドキュメントの閲覧・検索 
 共有ドキュメントをコピーして編集 
 共有ドキュメントの PDF出力 
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8.2. 共有ドキュメントを確認する 

共有ドキュメント一覧には、同じグループに所属するユーザーが共有設定にしたドキュメント
が表示されます。 
 
 サムネイル画像 

ドキュメントの 1ページ目のサムネイルを表
示します。 

 ドキュメント名 
ドキュメント名を表示します。 
長くてカードに表示しきれない場合は、省略
表示され、ドキュメント名にカーソルを合わ
せると、ツールチップでドキュメント名を表示します。 

 更新日 
更新日を表示します。 

 ログイン ID 
作成者のログイン IDを表示します。（所属グループの設定により非表示になります。） 

 ユーザー名 
作成者のユーザー名を表示します。（所属グループの設定により非表示になります。） 

 説明 
ドキュメント情報ダイアログで登録した説明文を表示します。 

 識別コード 
ドキュメントの識別コードを表示します。 

8.3. 共有ドキュメントをコピーして編集する 

共有ドキュメントをコピーして編集し、自分のドキュメントとして保存することができます。 
 
 「コピーを編集」ボタンをクリックすると、

ドキュメントを Edition Flex 編集画面で表
示します 

 
 編集ボタンの「▼」ボタンをクリックし、プ

ルダウンメニューを表示すると、次の 2種類
の編集方法を選択することができます。 
・コピーを Flex 編集…ドキュメントを Flex 
編集画面で表示します。 
・コピーをウィザード編集…ドキュメントを 
ウィザード編集画面で表示します。  
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 新規ドキュメントと同様に、編集終了後はマイドキュメント画面でドキュメント情報ダイ
アログが表示されます。 
名前、説明、共有設定を入力して保存します。 

 
※ ウィザード編集はテンプレートにウィザード編集定義が設定されている場合に動作しま

す。 
※ 解説はグループの編集ボタンの動作設定が「Flex 編集優先」の場合の動作です。 

 グループの設定が「ウィザード編集優先」の場合は、「コピーを編集」ボタンをクリ
ックすると、ウィザード編集画面を表示し、プルダウンメニュー内の表示順が逆にな
ります。 

 グループの設定が「Flex編集専用」の場合は、「コピーを編集」ボタンをクリックす
ると、Flex編集画面を表示します。「▼」ボタンは非表示になります。 

 グループの設定が「ウィザード編集専用」の場合は、「コピーを編集」ボタンをクリ
ックすると、ウィザード編集画面を表示します。「▼」ボタンは非表示になります。 

8.4. 共有ドキュメントの PDFをダウンロードする 

 
 「PDF」ボタンをクリックすると、プレビュ

ー用 PDF をダウンロードします。 
 
 PDF ボタンの「▼」ボタンをクリックし、

プルダウンメニューを表示すると、次の 2種
類の PDF をダウンロードすることができま
す。 
・プレビュー用…プレビュー用 PDF をダウ
ンロードします。 
・印刷用…印刷用 PDF をダウンロードしま
す。 

 
※ 解説はグループの PDF ボタンの動作設定が「プレビュー用 PDF優先」の場合の動作で

す。 
 グループの設定が「印刷用 PDF優先」の場合は、「PDF」ボタンをクリックすると、

印刷用 PDFがダウンロードされ、プルダウンメニュー内の表示順が逆になります。 
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9. 設定画面 

ヘッダーメニューの「設定」をクリックすると表示します。 
ログインユーザー情報を表示・編集します。グループの設定によっては表示されません。 
 

 
設定画面 

9.1. この画面でできること 

 ユーザー情報の確認・編集 

9.2. ユーザー情報を編集する 

ユーザー情報の各項目を編集することができます。 
 ユーザー名（入力必須）…1文字以上 100文字まで。 
 ログイン ID（入力必須）…1文字以上 100文字まで。 
 パスワード…1文字以上 100文字まで。変更しない場合は未入力。 
 メールアドレス…255文字まで。メールフォーマットチェック 
「更新」ボタンをクリックすると、入力した内容でユーザー情報を更新します。 



Flex Client 

24 
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