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編集から注文までの大まかな流れ

アプリケーションのインストール

プロダクト（商品種類）の選択

フォトブックの編集

注文

プロダクトタイプの選択

アプリケーションの起動

カテゴリの選択

数量決定仕上がり選択 配送先指定

ページスタイル選択写真データ読込 写真の配置 テキスト入力

レイアウト変更画像加工 ページの追加・削除 デザイン・装飾

6色トナーや昇華転写などから商品カテゴリーを選択します。

サイズや向きから商品タイプを選択します。

ハードやソフトなどから表紙加工のタイプを選択します。

写真データを読み込み、見開きページ単位で自由に編集します。

編集が完了したフォトブックを注文します。

アプリケーションの認証（初回のみ） アプリケーション認証用のIDとパスワードを入力して
アプリケーションを登録します。
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インストールする（Win版）

①インストーラのexeファイルをダブルクリックし
てください。

※インストールを行うには、ご使用のPCの管理者権限が必
要です。

②インストール先のフォルダを選択し、セットアッ
プ画面の「次へ」をクリックしてください。

4



インストールする（Win版）

③「インストール」をクリックしてください。

④「完了」をクリックしてください。デスクトップ
にDreamPages Ex2のショートカットが表示されれ
ば、インストールは完了です。
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アンインストールする（Win版）

①Windowsのスタートメニューから「すべてのプ
ログラム」＞「DreamPages EX2」を選択すると
「Unistall」アイコンが表示されるので選択します。
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②表示された「アンインストール ウィザード」に
従いアプリケーションを削除してください。



インストールする（Mac版）

①.dmg ファイルを展開し、ウィンドウ内でアプリ
ケーションフォルダをアプリケーションフォルダ
ショートカットにドラッグ アンド ドロップします。

これにより、アプリケーションがコンピュータの
Applications フォルダに配置されます。

Dock またはデスクトップ上にアプリケーションへ
のショートカットを作成できます。

※インストールを行うには、ご使用のPCの管理者権限が必
要です。

＜アンインストール＞
アプリケーションフォルダの中から「DreamPages
EX2」のフォルダを選択し、フォルダを削除します。
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①インストール完了後、DreamPages EX2を起動
すると、アプリケーションの認証のためにログイン
IDとパスワードを入力するウィンドウが表示されま
す。

このウィンドウは初回起動時のみ表示され、
2回目以降はIDとパスワードの入力は不要です。

ログインIDとパスワードは、別途担当営業へご確認
ください。

アプリケーションの認証（初回のみ）
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②ログインIDとパスワードをご入力いただくと、認
証のために必要なファイルがインターネット経由で
ダウンロードされます。

「サーバーとの通信中にエラーが発生しました。
サーバーから応答がありません。」のエラーが表示
される場合には、ネットワーク環境をご確認くださ
い。
特に、ProxyサーバーやFirewallの設定がされてい
る場合には、サーバーとの通信が行えません。

アプリケーションの認証

③ファイルのダウンロードが完了すると、更新のた
めに再起動を促すメッセージが表示されます。

「終了」ボタンをクリックすると自動的にアプリ
ケーションが再起動し、 DreamPages EX2が使用
可能になります。
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①DreamPages EX２を起動すると、アプリケー
ション本体、または収録されている素材データが更
新されていないか、インターネットを経由して自動
で確認が行われます。

更新が行われている場合、アプリケーションの更新
データや、画像素材などのデータを自動的にダウン
ロードできます。

アプリケーションの自動更新
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②アプリケーション本体、または収録されている素
材データが更新されている場合、ダウンロードアイ
テムを表示するか確認するダイアログが表示されま
す。

アプリケーションの自動更新

③「はい」を選択するとダウンロードするアイテム
の一覧が表示されます。

ダウンロードするアイテム名の左のチェックボック
スにチェックを入れて「インストール」ボタンをク
リックすると、データのダウンロード後、自動でイ
ンストールが行われます。

なお、プロダクトが更新されている場合、該当のア
イテムのデータを更新するまで注文を行うことがで
きませんので、必ず更新を行う必要があります。
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④「インストール」ボタンをクリックするとダウン
ロードが開始されます。

アプリケーションの自動更新

⑤データのダウンロードが終了すると自動でインス
トールが行われます。
「終了」をクリックすると更新を終了してアプリ
ケーションの起動メニューに戻り、更新したアイテ
ムが使用可能になります。
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プロジェクトを作成する

①アプリケーションを起動した後、表示される画面
で＜新しいプロジェクトを作成する＞の＜NEW＞
アイコンをクリックします。

②この画面では、印刷方式などから「カテゴリ」を
選択します。

作成したいフォトブックの「カテゴリ」画像をダブ
ルクリックするか、サムネイル画像を選択し＜次へ
＞ボタンをクリックします。
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③この画面では、サイズやタテ・ヨコなどから「プ
ロダクトタイプ」を選択します。

作成したいフォトブックの「プロダクトタイプ」画
像をダブルクリックするか、サムネイル画像を選択
し＜次へ＞ボタンをクリックします。

④この画面では、表紙のハードやソフトなどから
「プロダクト」を選択します。

作成したいフォトブックの「プロダクト」画像をダ
ブルクリックするか、サムネイル画像を選択し＜次
へ＞ボタンをクリックします。

※サムネイル画像の右横＜情報＞ボタンをクリックすると、
詳細情報が表示されます。

プロジェクトを作成する
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⑤＜画像の追加＞のボタンをクリックし、フォト
ブックに使用する画像データを読み込みます。

画像の読み込みが終わったら＜次へ＞ボタンをク
リックします。

※画像データは編集開始後にも読み込む事ができます。

⑥新規作成するフォトブックの「プロジェクト名」
を入力し、＜作成＞ボタンをクリックします。

フォトブックの編集画面が表示されます。

※プロジェクト名はお客様が任意に決めることができます。

プロジェクトを作成する
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編集画面で＜保存＞ボタンをクリックすると編集し
た内容がファイルに保存されます。

＜保存＞ボタン

プロジェクトを保存する
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①トップ画面の「既存のプロジェクトを開く」のア
イコンをクリックすると、保存したプロジェクト
ファイルの一覧が表示されます。

②保存されたプロジェクトファイルの一覧から、
開きたいファイルのサムネイル画像をダブルク
リックするか、サムネイル画像を選択し＜開く
＞ボタンをクリックします。

保存したファイルが開きます。

プロジェクトを開く
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編集画面の基本操作



編集画面の基本操作

ツールバー

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

① 元に戻す

前の編集操作を元に戻します。

② やり直す

編集操作を進めます。

③ 保存する

編集内容をプロジェクトに保存します。

④ 画像ボックスを追加

編集中のページに新たな画像ボックスを追加します。

⑤ テキストボックスを追加

編集中のページに新たなテキストボックスを追加します。

⑥ 自動流し込み

プロジェクトに読み込んだ画像データを自動的に配置します。

⑦ プロダクト変更

プロダクトの種類を変更します。

⑧ ズームアウト

編集画面の表示サイズを縮小します。

⑨ ズームイン

編集画面の表示サイズを縮小します。

⑩ 前のページ

前のページを表示します。

⑪ 次のページ

次のページを表示します。

⑫ プレビュー

フルスクリーンでプレビューを表示します。

⑬ オーダー（注文）

注文画面に進みます。

＜ツールバー＞
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画 像

⑭ ⑮

＜画像エリア＞

⑭ 画像の追加

プロジェクトに画像ファイルを追加できます。

⑮ 画像の管理

プロジェクト内の画像データを分類できます。

<テンプレート・タブ>

アプリケーションに設定された以下の⑯～⑳のテンプレートがタブの
種類ごとに表示されます。テンプレートを追加することも可能です。

⑯ ページスタイル

⑰ マスク

⑱ 背景

⑲ フレーム

⑳ スクラップブック

テンプレート タブ

⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

編集画面の基本操作
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＜インスペクタ＞

㉑ アイテム/図形

画像ボックスなどアイテムの形と外観をコントロールできます。

㉒ 画像

ボックス内画像の方向やカラーモードなどを操作できます。

㉓ テキスト

テキストの入力をコントロールできます。

㉔ 定規

アイテムの位置やサイズなどを操作できます。

㉕ ページ背景色

ページの背景色を設定できます。

インスペクタ

㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕

編集画面の基本操作
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画像の追加と操作



画像の追加と操作

① 画像を読み込む

左上の＜+＞ボタンをクリックすると、プロ
ジェクトに使用する画像を読み込むことが出来
ます。取り込むデータはフォルダ内全ての画像、
またはファイル単位で選択出来ます。

② 画像を消去する

画像の上で右クリックをし「画像の消去」を選択す
ると、画像を消去する事ができます。また、編集
ページに配置した画像も画像の上で右クリックし、
「削除」を選ぶ画像を消去する事が出来ます。
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③ 画像を回転する

画像の上で右クリックをし「回転」を選択すると、
画像を回転させる事ができます。

画像の追加と操作

④ 画像を分類する

赤枠部分のボタンをクリックすると、画像を分類、
ソート（並び替え）する事が出来ます。
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フォトブックの編集



●画像をそのまま配置する

画像エリアの画像をドラッグして、ページの配置
したい場所にドロップします。画像がページ上に
配置されます。

フォトブックの編集

●複数の画像を自動的に配置する

＜自動流し込み＞ボタンをクリックすると、プロ
ジェクトに読み込まれている複数の画像を自動的
に各ページに配置することができます。

＜自動流し込み＞ボタン
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●画像ボックスを追加する

「画像ボックスの追加」のボタンをクリックする
とページ上に画像ボックスが表示されます。

枠をドラッグする事で自由に位置を変更できます。

四隅のボタンをドラッグすることで自由に大きさ
を変更できます。

＜画像ボックスの追加＞ボタン

フォトブックの編集

●画像ボックス内に画像を配置する

ページ上の画像ボックス内に画像をドラッグする
と、ボックスにあわせて画像が配置されます。
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●画像ボックスのサイズ変更

画像ボックス四隅のボタンをドラッグすると、
画像ボックスのサイズを変更することが出来
ます。

Shiftを押しながらドラッグすると、画像ボッ
クスの縦横比率を保ったまま変更できます。

●トリミング

画像をダブルクリックすると、別ウィンドウ
で画像が表示されトリミングの位置を調整す
ることができます。枠の右下のつまみをド
ラッグして調整します。

左下のバーで画像の角度を変えることが出来
ます。

トリミングが完了したら＜OK＞ボタンをク
リックして編集画面に戻ります。

フォトブックの編集
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●画像ボックスを回転する

選択された画像ボックスの上辺に表示される、
＜緑色の点＞をドラッグする事で画像を回転さ
せることができます。

フォトブックの編集
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●画像を削除（画像ボックス含む）する

画像を右クリックし「削除」を選択すると、ペー
ジ上から画像ボックスごと画像を削除する事が出
来ます。

フォトブックの編集
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●画像を消去（画像ボックス残す）する

画像を右クリックし「消去」を選択すると、画像
ボックス内の画像を消去する事が出来ます。配置
された画像ボックスの枠はそのまま残ります。

フォトブックの編集

31



●画像の階層を変更する

画像を右クリックし「アレンジ」を選択すると、
重なり合った画像ボックスを＜背面＞や＜背面＞
に送ることができます。

フォトブックの編集
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●テキストボックスを追加する

「テキストボックスの追加」のボタンをクリックす
るとページ上にテキストボックスが表示されます。

枠をドラッグする事で自由に位置を変更できます。

四隅のボタンをドラッグすることで自由に大きさを
変更できます。

●テキストを入力する

テキストボックス内をダブルクリックすると、テキ
ストを入力できるようになります。

フォントや文字サイズの変更については、インスペ
クタの機能説明(テキスト)を参照してください。

＜テキストボックスの追加＞ボタン

フォトブックの編集
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テンプレートを利用する



●テンプレートの追加

お客様が作成した画像や、CD-ROMからテンプレー
ト(マスク・背景・フレーム・スクラップブック)を
追加することができます。

左図の赤い枠内で示すボタンをクリックして表示さ
れるメニューから「追加」を選択し、読み込む画像
を選びます。

テンプレートを利用する
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●ページスタイルを使う

ページスタイルは、あらかじめページ上に画像ボッ
クスなどが設定されたページテンプレートです。

編集画面下部の一覧から選択したページスタイルを
ページ上にドラッグ＆ドロップすると、編集ページ
に設定が反映されます。

テンプレートを利用する
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●画像にマスクをかける

マスクとは、設定された効果に従って、画像を切
り抜いたり、グラデーションをかけたように見せ
ることができる機能です。

編集画面下部の一覧から選択したマスクを画像に
ドラッグ＆ドロップすると、設定されたマスクの
効果が反映されます。

マスクがかかった画像を右クリックすると、マス
クの消去、垂直にフリップ、水平にフリップなど
の機能を利用できます。

テンプレートを利用する
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●背景をつける

あらかじめ用意された背景画像をページの背景に
設定することができます。

編集画面下部の一覧から選択した背景をページ上
にドラッグ＆ドロップすると、編集ページに背景
が設定されます。

プロジェクトに読み込んだ画像を、背景に追加す
ることもできます。背景タブの右上＜設定＞のプ
ルダウンメニューから追加を選択し画像を追加で
きます。

＜対応画像形式＞ JPG / PNG

テンプレートを利用する
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●画像にフレームをつける

フレームの効果を利用すると、画像の外枠に装飾
フレームを付けることができます。

編集画面下部の一覧から選択したフレームを画像
にドラッグ＆ドロップすると、設定されたフレー
ムが反映されます。

フレームがついた画像を右クリックすると、フ
レームを消去することができます。

テンプレートを利用する
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●スクラップブックを使う

スクラップブックは、ページにスタンプのような
装飾パーツを付けることができる機能です。

編集画面下部の一覧から選択したスタンプをペー
ジ上にドラッグ＆ドロップすると、スクラップ
ブックのデザインが反映されます。

また、配置されたスクラップブックは画像ボック
スのように自由に拡大縮小したり、位置を変更す
ることができます。

スクラップブックのパーツ上で右クリックすると
削除を選択することができます。

テンプレートを利用する
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インスペクタ（情報表示）の機能説明



インスペクタの機能説明

四角形、ひし形、丸、線 から図形を選択

ひし形を選択した場合、画数を調整

ひし形を選択した場合、図形の角度を調整

四角形を選択した場合、角丸の度合いを調整

図形の色を選択

図形の不透明度を調整

図形の境界線有無を選択

境界線の太さを調整

境界線の色を選択

境界線の不透明度を調整

ドロップシャドウ（図形の影）の有無を選択

ドロップシャドウの距離を調整

ドロップシャドウの角度（向き）を調整

ドロップシャドウの影のぼかし具合を調整

ドロップシャドウの影色を選択

ドロップシャドウの影の幅を選択

ドロップシャドウの影の不透明度を調整
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図形の角度を調整

図形を垂直に反転

図形を水平に反転

自動的に画像を補正

赤目を補正

画像の明るさを調整

画像のコントラストを調整

境界線ぼかし（内側）の有無を選択

ぼかしの図形を選択

ぼかしのサイズ調整

ぼかしの度合いを調整

ぼかしの色を選択

ぼかしの不透明度を調整

カラーモードを選択（オリジナル/白黒/セピア）

インスペクタの機能説明
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フォントの種類を選択

フォントの太さを選択 フォントのサイズを選択

フォントの装飾を選択

フォントの色を選択

フォントの不透明度を調整

フォントの横幅を調整

X軸でフォントの傾きを調整

フォントの輪郭線有無を選択

輪郭線のサイズを調整

輪郭線の色を選択

テキストボックス枠からフォントまでの幅を調整

字間を調整

行間を調整

１行目の表示位置を調整

テキストを流す向きを選択

テキストの並びかたを選択

Ｙ軸でフォントの傾きを調整

インスペクタの機能説明
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図形の座標（Ｘ軸Ｙ軸）を数値で調整

図形のサイズを数値で調整

図形サイズ数値を変更する場合、縦横比の固定有無

画像の拡大率を数値で調整

ボックス内での画像の縮小制限の有無

図形の角度を数値で調整

画像のオフセット座標（Ｘ軸Ｙ軸）を数値で調整

インスペクタの機能説明
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左ページの背景色を選択

右ページの背景色を選択

インスペクタの機能説明
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フォトブックを注文する



フォトブックを注文する

①注文を行うには、ツールバー右端の＜カート＞ボ
タンをクリックし、作成したプロジェクトをカート
へ追加します。

②カートへ追加する際、プロジェクトの内容が自動
でチェックされ、問題がある場合はエラーが表示さ
れることがあります。

エラーの原因としては次のものが挙げられます。
・低解像度の画像が印刷時に低画質になる場合
・入力した文字列がテキストボックスの表示域内
に収まらずに切れる場合
・空のテキストボックスがある場合
・空の画像ボックスがある場合

※黄色の マークのエラーのみが表示された場合はそのまま注文が
可能ですが、赤色の (重大なエラー)マークが表示された場合、該
当のエラーが解消するまで注文できません。

！
！
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③注文する前にプロジェクトを保存します。
保存されていないプロジェクトは注文することがで
きません。

④プロジェクトをカートへ追加する際、そのまま
オーダー画面を開くか、または後でオーダーを行う
か選択することができます。
複数プロジェクトをまとめてオーダーする場合は
「ショッピングカートに追加する」を選択します。

※ショッピングカートは、ご使用のアプリケーションにより
使用できない場合があります。
※配送をまとめて行うにはショッピングカートからプロジェ
クトをまとめて注文します。

フォトブックを注文する
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⑤アプリケーションの起動画面へ戻り、「ショッピ
ングカートを見る」ボタンからカートの内容を確認
します。

※「ショッピングカートを見る」ボタンは、ご使用のアプリ
ケーションにより表示されない場合があります。

フォトブックを注文する
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⑥カートにあるプロジェクトのうち、一つを選択し
て「オーダーへ進む」ボタンをクリックします。
どのプロジェクトを選択してもカートにあるすべて
のプロジェクトがまとめて注文されます。

⑦注文するプロジェクト名が確認ダイアログに表示
されます。注文するプロジェクト名に間違いがなけ
れば「はい」をクリックします。

フォトブックを注文する
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フォトブックを注文する

⑧注文を行うに際して、免責事項が表示されます。
内容を確認し、同意される場合は「免責事項を読み、
利用規約に同意します」にチェックを入れます。
チェックを入れると注文が可能になるので、「ス
タート」ボタンをクリックします。

⑨上の⑧の画面で「スタート」をクリックすると左
のダイアログが表示されます。「キャンセル」をク
リックすると注文が中断されるので、注文が終了す
るまでこのダイアログはそのままにしてください。
注文が終了するとダイアログは自動で閉じられます。
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⑩ブラウザが起動し、注文を行うためのログイン
ページが表示されます。

既にログインアカウントをお持ちの場合はIDとパス
ワードを入力し、ログインを行います。

※ログインアカウントをお持ちでない場合は「アカウントの
作成」ボタンから新規アカウント作成ページへ進みます。

フォトブックを注文する
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⑪アカウントをお持ちでない場合、⑩の「アカウン
トの作成」ボタンから新規アカウント作成ページを
開きます。

ログイン情報、および配送に必要な情報をフォーム
へ記入し、「作成」ボタンをクリックするとアカウ
ントが作成されます。

※ログインIDとパスワードは半角英数で任意に設定できます。
連絡先情報については、画面に表示される例に従って入力し
て下さい。
※ログインIDとパスワードは、注文の際に必要となりますの
で、大切に保管してください。

また作成したアカウントで自動的にログイン状態と
なり、⑫のオーダー詳細ページへ移動します。

フォトブックを注文する
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⑫オーダー詳細ページでは、注文するフォトブック
の内容、およびオプションが表示されます。

印刷の仕上がりを選択できる商品の場合は「変更」
ボタンで仕上がりを変更することができます。

注文するフォトブックの数量を変更する場合、
フォームに数量を入力し、フォームの右にある更新
ボタン をクリックして数量の反映を行ってくださ
い。
注文内容に問題がなければ、「続ける」ボタンより
配送/請求の詳細ページへ移動します。

フォトブックを注文する
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⑬配送先と請求先の住所・氏名が表示されます。

それぞれの宛先を変更する場合「変更」ボタンより
住所等の情報を変更します。

なお、注文完了や発送完了のメールは請求先で設定
されたメールアドレスへ送信されます。

フォトブックを注文する
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⑭注文する商品の内容、および発送・請求の宛先が
表示されます。

クーポンやギフトカードを使用する場合、最下部の
クーポンコード・ギフトカードの入力フォームへ
コードを入力すると、支払い金額が割引や値引を適
用された金額に変更されます。

「オーダーを確定」ボタンをクリックすると注文内
容が送信され、画面に注文番号が表示されます。

※ 「オーダーを確定」ボタンをクリックすると、注文の
キャンセルは行えません。
お客様のご都合により注文のキャンセルを行う場合、別途担
当営業までご連絡ください。

フォトブックを注文する

57



オーダーデータのアップロード

注文情報が送信されるとブラウザにオーダー番号が
表示され、自動でDreamPages EX2からオーダー
データのアップロードが行われます。

オーダー完了ダイアログが表示され、正常にアップ
ロードが完了したことを確認します。

※もしエラーが発生しアップロードが正常に完了しなかった
場合、トップ画面の「既存のプロジェクトを開く」よりプロ
ジェクトを選び、「ファイルを送る」からオーダーアップ
ロードを完了してください。

フォトブックを注文する
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確認用プルーフを作成する

59

編集したフォトブックを注文する前に、PDFや画
像として確認できます。プルーフは、解像度が低
く設定され、透かし文字”Proof”が埋め込まれてい
ます。

① 「ファイル」から「プルーフを作成」を選択す
るとプロジェクトの内容が自動でチェックされ、
「プルーフを作成」のダイアログが表示されます。

②出力形式を選択します。

JPEG：ページ毎にJPEGファイルを出力

TIFF：ページ毎にTIFFファイルを出力

単一ページPDF：ページ毎にPDFファイルを出力

複数ページPDF：一つのPDFファイルに複数ページを出力

③保存先を選択します。

保存先で設定したファイル名のフォルダが作成
され、そのフォルダ内にプルーフが出力されます。

④「OK」を押すとプルーフの出力が開始されます。



編集時のご注意－フチなしで仕上げる

60

画像をページいっぱいに配置して、フチなしで仕上
げたい場合は、青色の枠まで画像を配置してくださ
い。

赤色の枠が仕上がりサイズとなりますが、製本工程
の裁断時に1mm程度の誤差が生じる場合がありま
す。そのため、青色の枠まで画像を配置していない
と、画像の外側に不要な白い部分が残り、フチなし
で仕上がらないことがあります。

表紙タイプがハードの場合、内側に折り込む部分
（折り返し）となるため、青色の枠まで画像を配置
することで綺麗に仕上げることができます。

裁断誤差によりフチなしで
仕上がらないことがある

フチなしで仕上げるには、
青色の枠まで画像を配置

表紙タイプ：ハードの場合は、
折り返しの部分にも画像を配置



参考資料：推奨環境

対応OS：Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32bit / 64bit)
Mac OS X 10.4.x、10.5.x、10.6.x、および 10.7.x
※Windows及びMac OSは、純正のOSのみサポートします。
※Windows 8はサポートしません。
※仮想環境やエミュレーションでの動作は保証しません。

メモリ： 2GB（４GB以上を推奨）

HDD： 2GB以上（10GB以上推奨）の空き容量が必要です。
※注文用のデータや、編集用の背景・フレームなどが保存されます。

モニター：1024×768（XGA）ピクセル以上の解像度
※XGAより低い解像度の場合、操作に必要なボタンが隠れ、注文が出来ません。

インターネット環境
＜Windows＞Internet Explorer 6.0以上
＜Mac OS＞Safari 3.1
※デフォルト設定を上記ブラウザに設定してください。
※Firewall設定やProxyサーバー設定などのセキュリティー設定がされている場合や、
モバイルルーターでは、注文ができない場合があります。

※※ただし、これら全ての環境において、動作を保証するものではありません。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国ならびに他の国における登録商標です。
●Mac OS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です
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