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出力支援・効率化
Direct Print Plus
様々な形式のファイルを同じ操作で印刷

現状の課題

 様々な種類のファイル出力があり、都度印刷設定

するのは面倒

 アプリによって、印刷方法が異なり、

ミスをせず目的の印刷を行うのは、

慎重に対応する必要があり時間がかかる

少ない印刷ステップでミスプリントも抑制！印刷効率アップ！

 形式の異なる複数ファイルでも、

各アプリケーションを起動させることなく、出力可能

 ドラッグ＆ドロップで一括してプリント指示の簡単操作

 UIでは、印刷するファイルのプレビューもでき、

印刷失敗につながるエラー警告を表示し、ミスプリントを未然に抑制

Direct Print Plus

CAD図面
建築パース

設計事務所など

ソフトウェア紹介動画
操作マニュアル
ソフトウェアDL

！！

画像欠け警告例

標準ソフトウェア
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https://youtu.be/M9Y1Z_tFnVY
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dpp
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dpp


出力支援・効率化
Free Layout plus
アプリで作成した原稿を自由に配置して印刷

現状の課題

充実した機能でもっと便利に！印刷効率アップ！

標準ソフトウェア

 MS Officeでのデータ作成が多く、

印刷時に分断されたり、余白がでるなどミスプリントがでる

 大判プリントするための印刷設定が面倒

 プリンター幅を超えるポスターが必要なときは、外注していて、

時間もコストもかかっている

大判プリントが
エクセルでもカンタン！

 フリーレイアウト機能で、複数のページを１枚ポスターに。プレゼンテーションや

学校授業の資料作成に有効

 折り返し両面機能で、天吊りポスターも簡単作成

 タイリング機能を使えば、特大サイズポスターもお手持ちのプリンターで可能

外注コスト削減に貢献

ソフトウェア紹介動画
操作マニュアル
ソフトウェアDL

Free Layout plus
紹介サイト（Canon.jp）

【タイリング機能】

【定型レイアウト】 【フリーレイアウト】 【折り返し両面】
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https://youtu.be/Txsr43Kg_Yc
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dpp
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=flp
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dpp
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/freelayoutplus.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/freelayoutplus.html


出力支援・効率化
ダイレクト拡大コピー連携
A4原稿を拡大

現状の課題・要望

かんたん操作・パソコンなしでワンタッチ拡大コピー

 A4などの原稿をパソコンを介さずに拡大コピーしたい

 教科書などを大きくして、校務に使用したい

 手書きの販促POPを拡大して、アイキャッチに活用したい

 原稿をスキャナーにセットし、拡大コピーボタンをタッチするだけ

 原稿を大きくすることで注目を集めることが可能。

 急いでいるときでも、PCレス操作ですぐに出力

*事前にワンタッチボタンをセットする必要があります。設定ガイドは下記を参照ください。

標準機能

店頭ポスターに

手書きPOPやチラシなど、パソコンでデザインしていない販促ツールも、

拡大して大判ポスターに。

アイキャッチ効果を高めた販促を実現します。

学校教育に

教材を大きくし、子どもたちの目線をひきつけることで集中力をあげ、

効果的な授業のサポートをします。

SateraMFP
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設定ガイド

https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dpp


出力支援・効率化
FTPマルチ印刷

現状の課題・要望

ファイルをFTP受信で直接処理し印刷を効率化

 ダイレクト拡大コピーの際にも、複数の印刷設定を登録して印刷実行したい

 システムからダイレクトにプリント指示をかけて印刷したい

 カラーモードや印刷品質、給紙方法、線／ペン管理などの印刷条件を設定した

４つのホットフォルダーを設定可能

 送信先のフォルダーを変更するだけで、目的や用途に応じた印刷を実現

 出力ファイルは、HP-GL/２、JPEG、PDFに対応

**FTPマルチ印刷機能に対応するのはHDD搭載モデルのみです。

標準機能

ソフトウェア紹介動画

プリンター本体側の操作パネル

設定可能な項目

画質設定 ・カラーモード
・印刷品質

用紙設定 ・給紙位置
・余白
・フチ指定
・回転
・拡大/縮小
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FTPマルチ印刷
紹介サイト（Canon.jp）

https://youtu.be/DrELYkX-3Jc
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/ftpmultiprint.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/ftpmultiprint.html
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管理・ユーティリティー
Status Monitor/Remote UI
プリンターの状態や印刷の進行状況確認

現状の課題・要望

出力環境が離れているプリンターの状態もPC上から確認

 ネットワーク環境下のプリンターの状況を確認したい

 インクタンクの種類や、残量などを確認して、突然のインク切れに

よる業務のダウンタイムを防ぎたい。

ステータスモニター

 プリンターの状態を画面上で確認。プリンターの状態をリアルタイムに表示

 エラーの内容と対処方法の表示で、エラー発生時も即座に対応可能

 インクの状態確認が可能。インク残量警告を行います。

リモートUI

 ネットワーク上のパソコンで、使用状況の確認やジョブ管理、デバイスの設定が可

 インク切れや用紙切れといった警告を、電子メールで管理者に知らせることもできます。

標準機能

ステータスモニター リモートUI

Status Monitor
/Remote UI

紹介サイト（Canon.jp）
操作マニュアル

（Status Monitor）
操作マニュアル
（Remote UI）
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https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/management.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/management.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/management.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TX-4100/1.0/JP/PPG/dg-c_define_sm.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=acm
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TX-4100/JP/UG/ug_setting02_0100.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TX-4100/JP/UG/ug_setting02_0100.html
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管理・ユーティリティー
Accounting Manager
プリンターの利用状況を集計

現状の課題・要望

効率的なコスト管理・集計環境を提供

 印刷コストを管理したい

 部門間で共有しているプリンターを部署ごとに経費振替したい

 印刷コストの集計が大変

 複数台のプリンターのコストを一元管理したい

 ジョブログの収集

いつ、だれが、どんなドキュメントを、どのプリンターから印刷したかの確認

 使用した用紙枚数やコストの集計

収集したジョブログから、印刷したページ数、用紙枚数、印刷にかかったコストを集計

 ジョブの定期取得

定期的にジョブログを自動取得

 ジョブログの書き出し

収集したジョブログをCSVファイルに書き出し

標準ソフトウェア

ソフトウェア紹介動画
操作マニュアル
ソフトウェアDL
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https://youtu.be/sd2R9fxsXNM
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=acm
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=acm
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管理・ユーティリティー
Device Management Console
プリンターの状態確認

現状の課題・要望

一括管理で効率化。時間やコストのムダも削減

 プリンターの状態管理や色管理に人手と時間がかかっ

ている

 複数のプリンターを効率的に一括管理したい

 複数台のプリンターの色味を管理したい

 プリンターの状態を一元管理する。

 警告やエラー発生時、ジョブ完了時などは、メールや音での通知が可能。

 キャリブレーションリンク状況の確認が可能。

プリンターの個体差や経年変化による色味のばらつきに対しても、用紙ごとに

カラーキャリブレーション実行推奨度を表示することで、効率的にプリンターの

出力色を補正可能

*Device Management Consoleでは、同じ色味で印刷できる複数のプリンターを

キャリブレーションリンクされているプリンターと呼びます。

標準ソフトウェア

複写・印刷業など
複数プリンターを使用する場合

ソフトウェア紹介動画
操作マニュアル
ソフトウェアDL

MAX50台可能
色合わせに要する作業時間や紙・インクの無駄を削減
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https://youtu.be/7q7V1PvSYCE
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dmc
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=dmc
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管理・ユーティリティー
Media Configuration Tool
プリンターの用紙情報を追加・編集

現状の課題・要望

出力用途や目的に応じた最適な用紙設定を提供

 フォトグラファー、出力業：作品表現にあった多様な用紙

を使用するが、どの用紙でも最高の画質で印刷したい

 キヤノン純正紙はもちろん、他社用紙も使っている

 カスタム用紙設定では、印刷品質に満足できない

 プリンターで目的の用紙を選択するのに時間がかかる

 画質と生産性の両立を効率的に実施したい

 作品表現にあった多様な用紙に応じて、用紙設定を提供し、作品づくりを支援

 用紙情報を編集して、操作性を向上し、生産性に貢献

 複数プリンターを運用している場合は、用紙情報を共有可能

 作業環境のカスタマイズを実現

標準ソフトウェア

フォトグラファー、ハイエンドフォト出力業

ソフトウェア紹介動画

複写業

操作マニュアル
ソフトウェアDL

Media Configuration Tool
紹介サイト（Canon.jp）

Media Configuration Tool画面

印刷に必要な設定や情報を作成・編集できる

Driver UI上の
用紙情報の整理

名称・表示・
非表示・並べ替え等

編集機能

表示項目のカスタマイズ / 名称変更

用紙情報の追加

作成・組み込み機能

メディア毎に最適なプリンター設定を追加

Media A
Media B

＜設定項目＞ 紙送り調整量
インク乾燥時間
ICCプロファイルのパス指定等
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https://www.youtube.com/watch?v=asfu2r_3a-A
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_guide.html?lng=jp&type=app-gd2&app=mct
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_guide.html?lng=jp&type=app-gd2&app=mct
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/mct.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/mct.html
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管理・ユーティリティー
Quick Utility toolbox
ショートカットメニューでプリンターを管理・設定

現状の課題・要望

使用したい機能をワンタッチ起動。作業の効率化に貢献

 各ユーティリティーツールを起動するのが面倒

 出力周りのツールはひとつにまとめて管理したい

 Quick Utility Toolboxに対応したユーティリティーをすばやく起動して、

プリンターの設定や管理が可能

 ワンクリックでオンラインマニュアルにアクセス

標準ソフトウェア

複写・印刷業など
複数プリンターを使用する場合

操作マニュアル
ソフトウェアDL

PRO-2100

管理者用ツール

Accounting Manager

Device Management Console

Media Configuration Tool

タスクトレイに常駐するアイコンをクリッ
クすることでウィンドウがポップアップ

基本ツール

リモート UI

マニュアル

用紙情報の設定

カラーキャリブレーション
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https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=qut
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=qut
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デザイン制作
ウェブ版PosterArtist
キヤノン製デザインアプリケーション

現状の課題・要望

ブラウザアクセス操作

ソフトウェア紹介動画スペシャルサイト
（Canon.jp）

 多様な働き方にあわせたデザイン環境がほしい

 デザインなどは初心者で、簡単にデザインしたい

 画像やイラストなどをよく使用して、現在は素材購入のコストがかかっている。

ウェブアクセスで、多様な働き方に対応！誰でも、無料で、簡単に。

https://cweb.canon.jp/personal/product/canon-id/

STEP1: CANON IDを登録する

SNSアカウントやメールアドレスで登録。
他のCanon ID対象サービスも、もちろん利
用できます。

初心者でも安心！ アプリがデザインを提案してくれる。

デザインできたら、キヤノン製プリンターでプリント。

簡単2ステップで無料で利用できる！

STEP2: PosterArtistへアクセス

https://posterartist.canon

Windows PCまたはmacでお使いのWebブラウザー（Edge、
Chrome、Safariに対応）から利用いただけます。アプリのイ
ンストールは不要*です。

＊初回印刷時に印刷モジュールのダウンロードのみ必要です

Sateraシリーズ imagePROGRAFシリーズ PIXUSシリーズiR-ADVシリーズ

大判プリンターimagePROGRAFでは、ポスター/のぼり/バナー/垂れ幕などが印刷できます。複合機のimageRUNNER ADVANCE
やSateraなどでは、メニューやチラシ、PIXUSでも、A4ポスターやDMなどの制作が可能です。それぞれのプリンターで適切な制作物を印
刷していただけます。

【オートデザイン機能】

「カテゴリ」の指定/ 「タイトル」「サブタイトル」「メッセージ」/写真を入力すると、

実装テンプレートとマッチングさせたポスター候補を複数提示します。デザイン

スキルが無くても目的や好みにあったポスターが作成できます。

【デザインテンプレート】

「制作物からえらぶ」「シーンからえらぶ」の2つの入り口から選べる、約450種

類以上の豊富なテンプレートをご用意。

【ストックフォトサービス連携】

Unsplash、pixabay、Pexelsといったストックフォトサービスの数百万点の

高画質な写真やイラストに編集画面から直接アクセスが可能です。

のぼり/バナー

ポスター

メニュー

チラシ

DM

https://youtu.be/ps8ATOll9Zw
https://cweb.canon.jp/imageprograf/special/webpa-sp/
https://cweb.canon.jp/imageprograf/special/webpa-sp/
https://cweb.canon.jp/personal/product/canon-id/
https://posterartist.canon/
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デザイン制作
PosterArtist Lite
ポスターデザイン簡単作成ソフトウェア

現状の課題・要望

簡単・無償で導入でき、時間・コストの削減に貢献

 ポスター印刷を内製化したいけど、デザインは外注していて、

時間もコストもかかっている

 デザインは苦手で、お客様の目を引き付けるようなポスターが

つくれない

 タイムリーに対応したい販促業務が多い

標準ソフトウェア

ソフトウェア紹介動画
操作マニュアル
ソフトウェアDL

PosterArtist Lite
紹介サイト（Canon.jp）

13
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誰でも簡単！
４step!

テンプレート選択 編集 印刷用紙設定

多言語
ポスター作成

機能

豊富なテンプレートと使いやすい編集機能で誰でも簡単に高品位ポスター作成が可能です。

多言語テンプレート・翻訳文言集・ピクトアイコンで多言語ポスター作成が可能です。

テンプレート約60種類 13言語に相互翻訳可能

900以上の
単語・フレーズ
を登録

ピクトアイコンの充実

PosterArtist紹介
動画はこちら

ストックフォト
サービス連携

Unsplash、Pexels、Pixabayのストックフォトサービスサイトと連携。
数100万点の豊富な写真を組み合わせて、ポスター制作の可能性を広げます。

キヤノン製
プリンター対応

大判プリンター以外にもキヤノン製プリンターで出力可能です。

SateraLBPや、imageRUNNERはもちろん、
PIXUSシリーズやimagePRESSも！

https://youtu.be/pDGktttRZ90
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=pal
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=pal
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/poster.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/software/poster.html
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デザイン制作
PosterArtist 有償版
ポスターデザイン簡単作成ソフトウェア

現状の課題・要望

利用期限・編集不可設定でデータを安心運用

 多店舗展開をしていて、販促業務を効率化したい

 画像処理や補正なども行いたいが、Photoshopは使えない

 デザインから効率化したいから、なんならデザインも提案してほしい

 本部から店舗にデータ共有する際にも、利用期限を超えての出力や、

誤ったデータの使用を防止

 デザインを提案してくれる、オートデザイン機能を搭載。

デザインが苦手！どんなテンプレートを使ったらいいかわからない！という

お客様にも、簡単にデザイン制作を始めていただけます。

 有償版ならではの“デザイン支援ツール”や“画像処理・補正機能”があることで、

質の高いデザイン制作を支援。

操作マニュアル
ソフトウェアDL

PosterArtist
紹介サイト（Canon.jp）

新しい生活様式実践を促す
テンプレートについて

14

14

オプションソフトウェア

編集不可データにロックをかけ
ることが可能。
データの使用期限設定も可能

利用期限・編集不可設定

オートデザイン機能

デザインを提案 好きなデザインを選択

デザイン支援ツール デザイン支援ツール

https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PosterArtist/W/3.4/JP/PA/Top.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PosterArtist/W/3.4/JP/PA/Top.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/lineup/poster-artist/
https://cweb.canon.jp/imageprograf/lineup/poster-artist/
https://cweb.canon.jp/imageprograf/lineup/poster-artist/pa-tmplt-use.html
https://cweb.canon.jp/imageprograf/lineup/poster-artist/pa-tmplt-use.html
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モバイルプリント
Easy-PhotoPrint Editor
ポスターを編集・プリントできるアプリ

現状の課題・要望

OSに依存しない出力環境をご提供

 モバイル端末から出力を行いたい

 PosterArtistで作成されたデータを、店舗で活用してい

るモバイル端末に取り込んで、一部編集・出力をしたい

 Windows以外にも、iOSやAndroidに対応しているため、店頭のモバイル端末

からの印刷が可能

 PosterArtistで制作されたデータを一部修正して、出力するなどの運用を実現

できます

 操作は４ステップで完結するため、簡単に操作可能です

*Easy-PhotoPrint Editorの一部の機能には、imagePROGRAFシリーズは対応していません。

標準ソフトウェア

小売業などのバックヤードプリンターで

ソフトウェア紹介動画
操作マニュアル
ソフトウェアDL

15

メニュー選択 テンプレート選択 編集 印刷

https://youtu.be/LfB3u02wXcE?t=1058
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=epe
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/PTA/pta_app_intro.html?lng=jp&type=app-gd2&app=epe
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モバイルプリント
Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Apple AirPrint/Canon Print Service
iOS、Androidプリント

現状の課題・要望

スマートフォンからのプリンター管理・出力環境を提供

 モバイル端末から出力を行いたい

 ワイヤレスでかんたんに印刷したい

 簡単操作、優れた利便性

 スマートフォンを活用して、簡単、手軽に写真、PDFの大判サイズプリントを実現

 台形にゆがんだ画像の補正機能を搭載

 マニュアルへのアクセス、プリンター状態やインク残量などもアプリ上から確認

可能で、スマートフォンからの利便性を向上します

標準ソフトウェア

PCを開きづらいプリント環境で

ソフトウェア紹介動画

操作マニュアル
ソフトウェアDL

(CPIS)

トップメニュー

ホワイトボード/雑誌/新聞など
を撮影し台形補正してプリント

会議でそのまま共有可能

文書のプリント

写真のプリント

スマホコピー機能

【スマホから気軽にプリント】 【インク残量やマニュアルを手軽に確認】

プリンタ設定
プリンタ状態/インク残量を表示

(RemoteUI)

インク型番情報

ノズルチェック/調整パターン印字
(RemoteUI)

動画を含む
マニュアルリンク

16

https://youtu.be/LfB3u02wXcE?t=991
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual2/UF/uf_cpis.html?lng=jp&mdl=TM-200&area=jp&os=w
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual2/UF/uf_cpis.html?lng=jp&mdl=TM-200&area=jp&os=w


効果的な蛍光ピンクの使い方をご紹介します！

蛍光ピンクをうまく使うポイント！

蛍光ピンク使用の有無で、目的に応じた出力が可能！

配色バランスを考えよう

Vividモードとスポットモードを使った印刷方法をご紹介

補色関係の活用

蛍光背景＋白文字は 背景色にする時の注意

補色の関係性を活かして、背景と

デザイン素材の色と区別をつけるこ

とで、双方の色を際立たせることが

できます。

蛍光色と白文字の組み合わせは、

視認性が悪くなりやすいため、

文字を大きくする、または太くして

視認性を高める工夫が必要です。

目立つ反面、情報量が多いと

圧迫感が発生。情報量を絞って、

余白を大きくとることで高い

訴求効果が期待できます。

情報とのバランスを考えよう

※イメージ図

PosterArtistは、ポスターのデザイン制作をサポートするデザインソフトウェアです。無償で使えるLite版、機能が充実した有償版をご用意しています。

●テンプレートで、かんたん作成　　●オートデザイン*で、スピーディー作成（*有償版機能）
●ストックフォトサービスと連携　　●多言語翻訳機能や画像処理などの使いやすい編集機能
など、充実の機能を搭載し、お客様のポスター制作をサポートします。最新のバージョン3.40からは、下記機能を充実しています。

ワンポイントで蛍光を生かす

スポットモードで印刷

文字や背景など、ワンポイントで蛍

光色を使ったポスターなどを作成す

る場合に最適なモードです。スポッ

トカラー以外の色は、通常色でプリ

ントされます。

ダウンロードはこちら

PosterArtist使用時

①編集で文字や図形・背景を選択
②蛍光スポットカラーを選択
③印刷で「スポットモード」を選択

ドライバー使用時

①詳細設定モード
②優先画質
③ポスター・写真（蛍光）+
　蛍光スポットカラーで
　スポットカラーを選択

蛍光ピンクインクを活用するデータ作成/印刷方法は大きく３つ。Vividモード、スポットモード、成果物を意識したデータ
作成、厳密な色管理を行うICCプロファイルを利用した印刷です。PhotoshopやIllustrator、RIP等で対応、Pantoneの
スウォッチを指定したデータ作成・印刷ができます。GPシリーズの特長をより生かした広色域な表現が可能です。

無彩色の組み合わせ
無彩色と蛍光色を組み合わせること

により、ポスター全体が引き締まった

印象になり、見栄えとバランスが

向上します。

※イメージ図

アクセントに
蛍光色は注目させたい情報に

使うことで、より良いアクセント

になり、情報をインプットしやす

くなります。

GP-4000／GP-2000で特色を生かした広色域プリント

GP-300／GP-200で普通紙にも高精細プリント

蛍光ピンクを活用したデータ作成・印刷方法

ポスター全体をより鮮やかに

Vividモードでの印刷

蛍光ピンクによる色域拡大効果を

活かした表現、グラデーションや写

真に蛍光色を使ったポスターなど

に最適なモードです。

ドライバー使用時 PosterArtist使用時

①印刷設定
②詳細設定モード
③優先画質
④ポスター・写真（蛍光）を選択

①印刷
②印刷設定
③蛍光インクを使用する
④Vividモードにチェック

豊富な写真素材で、イメージに近いポスターデザインをサポート

魅力的な写真で、販促や告知をより効果的に！

挿入する素材を購入するコストも削減！

蛍光ピンクを効果的に活用できる各種テンプレート
文字や背景にピンクやオレンジを使用したキャッチーなテンプレート、デジタル

ねりこみ技術による広色域を最大限に活かせるテンプレートなど、さまざまな

テンプレートを用意。訴求力のあるポスターを手軽に作ることができます。

ストックフォトサービスとの連携
無償で利用できるストックフォトサービス「Pixabay」「Unsplash」「Pexels」と

連携し、気軽に写真を利用できます。数百万点の豊富な写真素材を自由に組

み合わせて、デザイン性の高いポスター作成が可能です。

※イメージ図

文字や背景にピンクやオレンジを使った
キャッチーなテンプレート

写真やグラデーションにピンクやオレンジを
効果的に使用したテンプレート

蛍光ピンクを使う印刷モード
蛍光ピンクを使わない
印刷モード

プリンタードライバーで、簡単に切り替え

鮮やかな色の商品広告などの広色域を
生かしたグラフィック

色域拡大、蛍光色表現で訴求力増加

特色4色を含む10色で出力

中長期間掲示向き

基本5色で出力

中長期間掲示向き

＊CAD図面出機能は非対応

均一な光沢感・優れた発色・くっきり黒文字の
マルチパーパス高画質*

10色+蛍光ピンクで出力

短期間掲示向き

5色+蛍光ピンクで出力

短期間掲示向き +

+

色域拡大、蛍光色表現で訴求力増加

蛍光ピンクインクを使って、
訴求力のあるポスターを作ってみませんか？

ポスター簡単作成ソフトウェア

PosterArtist

明るい、楽しい、ポジティブ、軽やかなどのイメージがある蛍光ピンクは、若者が集まるような
セールや季節商品のポスターなどに最適です。蛍光色はネオンのような発光感を表現でき、
通常のポスターとは異なるインパクトのある訴求ができます。

ポスター・写真 ポスター・写真
（蛍光）

C

GY R O G

M Y BK MBK

V

C

GY R O G

M Y BK MBK

C M Y BK MBK

C M Y BK MBK

V
FP

FP

詳細はこちら

12 13

Administrator
カタログからの抜粋
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Administrator
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商品ラインアップ

画質、生産性すべての革新を目指す、「PRO 12色シリーズ」 高画質を維持しながら高速プリントを実現した、「PRO 8色シリーズ」

新開発の蛍光ピンクインクを搭載した「GPシリーズ」

プラットフォーム、プリントヘッド、インクの高い技術を結集した「TXシリーズ」

コンパクト設計と静音性を両立した「TMシリーズ」

小規模オフィスでの利用に適した「TAシリーズ」 imagePROGRAF史上最高速モデル「TZ-30000 MFP」
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