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はじめに

cotodesign の概要

好みの写真や文字を印刷することでオリジナルデザインのグッズ(スマホケースなど)を作るサービスです。
テンプレートに写真や文字を追加して注文するツール、注文を効率よく印刷するツール、決済や受渡など
注文の進捗確認ができるツールなど、発注から商品受け渡しまでのスムーズな運営をトータルでサポート
するソフトウェアをご提供します。

." P..8「システム構成図」

." P..6「注文から商品受け渡しまでの流れ」

ソフトウェアの解説書について

操作画面の右上付近に表示されている	 	ボタンをクリックしてください。
ソフトウェアのオンラインヘルプが表示されます。

4 .
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注文から商品受け渡しまでの流れ

クライアント端末を使って注文する場合の流れです。

お客様からご注文をいただく［cotodesign Client］

①テンプレートの選択 ②写真や文字の追加 ③注文

代金を受け取り、決済完了とする［cotodesign Order Viewer］

※初期設定では、決済完了した注文だけが印刷可能です。

印刷位置を決める［cotodesign Print Manager］



注文から商品受け渡しまでの流れ

71..cotodesign とは

印刷対象物をプリンターにセットする

印刷する［cotodesign Print Manager］

お客様に商品をお渡しし、完了とする［cotodesign Order Viewer］
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システム構成図

お客様注文用のクライアント端末（*2）と作業進捗確認用のクライアント端末（*3）を設置し、Wi-Fi ルーター
（*5）を使って店舗のネットワークに接続する場合の構成例です。プリンター（*4）はイーサネット接続
としています。USB 接続の場合は、サーバーコンピューター（*1）に USB ケーブルで接続してください。
（以降、特に断らない限りこの構成例を前提に説明をします。）

*1

*2

*4*5

*3
cotodesign
Template

cotodesign
Client

cotodesign
Print Manager

cotodesign
Tool cotodesign

Order Viewer

cotodesign	は、サーバーコンピューター (*1) にインストールします。
VersaWorks 付属のプリンターで印刷する場合は、Roland	VersaWorks	Dual	以降の当社 RIP（以降
VersaWorks）をサーバーコンピューターにインストールしておきます。インストール方法は、VersaWorks
のインストールガイドを参照してください。
VersaWorks の付属していない機器で印刷する場合は、機器付属のプリンタードライバーをサーバーコン
ピューターにインストールしておきます。インストール方法は、プリンターのユーザーズマニュアルを参
照してください。
BT-12 で印刷する場合は、Acrobat	Reader と付属のプリンタードライバーをサーバーコンピューターにイ
ンストールしておきます。Acrobat	Reader をインストールするには、アドビ社のページにアクセスしてく
ださい。プリンタードライバーのインストール方法は、プリンターのユーザーズマニュアルを参照してく
ださい。
クライアント端末（*2 と *3）をWi-Fi ルーター（*5）へ接続する方法については、下記のページをご覧
ください。

." P..63「店舗で使うクライアント端末の準備」



システム構成図
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cotodesign を構成するソフトウェア

ソフトウェア ソフトウェアでできること 利用者

cotodesign Client
(Web アプリ )

お客様が注文をするときに使うソフトウェアです。
お客様はあらかじめ用意されたテンプレートの中から好みのデザインを
選び、文字や写真を追加して注文します。

お客様

cotodesign Tool
(Windows アプリ )

cotodesign	Client	の画面をカスタマイズしたり、お客様の使う画像を登
録したりするソフトウェアです。
商品棚の画面を模様替えしたり、使える画像やフォントを増やしてお客
様を飽きさせない工夫をしたりします。

." P..20「Step.1：cotodesign で使う素材を準備する」

店舗

cotodesign 
Template
(Web アプリ )

cotodesign	Client	でお客様が選ぶテンプレート（以降 Template と呼び
ます）と、Template の印刷割り付け位置の設定ファイル（以降 Print	
Layout と呼びます）を作るソフトウェアです。Template の配置先の
Print	Layout を選ぶこともできます。

." P..22「Step.2：Template を作る」

." P..44「Step.1：印刷位置を設定する」

." P..49「Step.2：印刷データの配置先を選ぶ（Print.Layout を選ぶ）」

店舗

cotodesign Order 
Viewer
(Web アプリ )

受注管理を行うソフトウェアです。
注文を決済済みにし、そのあとの状態変化（印刷待ち、受け取り待ち、
手渡し済み）を確認します。初期設定では、決済の終わっていない注文
の印刷はできません。

." P..58「決済が終わっていなくても印刷ができるようにする」

店舗

cotodesign Print 
Manager
(Windows アプリ )

印刷注文を受けて、プリンターに出力するためのソフトウェアです。
注文を受けていくつか割り付け、配置済みの印刷データをまとめてプリ
ンターまたは VersaWorks へ送ります。cotodesign	Print	Manager が注
文を受けたり、VersaWorks に印刷データを転送したりするためのフォ
ルダーは、サーバーコンピューターに設定します。

." P..58「店舗の運営準備」

店舗

Webアプリとは、Webサーバーで動作しWebブラウザーを使って利用するアプリケーションのことです。
本システムで利用できるWebブラウザーについては、「システム条件」をご参照ください。
Webサーバーはサーバーコンピューターで動作します。
次の条件を満たす端末であれば、Webアプリの動作が可能です。スマホやタブレットを使うことができます。

•	 サーバーコンピューターにアクセスできること

•	 利用可能なWebブラウザーが動作すること
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サーバーコンピューター

項目 条件

オペレーティングシステム（OS） Windows	10（64	ビット版）

CPU インテル Core	i シリーズ	以上を推奨

メモリー 8	GB	以上を推奨

ビデオカードおよびディスプレー 1,920	×	1,080	ピクセル以上の表示が可能なもの

作業に必要なハードディスク空き容量 1	GB	以上を推奨

ハードディスクのファイルシステム NTFS	フォーマット

ドライブ DVD-ROM	ドライブ

Web ブラウザー
( 動作検証済みのブラウザー )

Google	Chrome	Ver.	86

その他

•	 Ethernet	ポート
•	 USB ポート
•	 インターネットに接続できる環境
•	 Roland	VersaWorks	Dual	Ver.	1.6.11	以降	が動作すること	
(VersaWorks	付属のプリンターで印刷する場合は、
VersaWorks が必要です。cotodesign は、VersaWorks と同
一のコンピューターにインストールしてください。)
•	 Acrobat	Reader	が動作すること	
(BT-12 で印刷する場合は Acrobat	Reader が必要です。
cotodesign は、Acrobat	Reader と同一のコンピューターに
インストールしてください。)

クライアント端末（注文用、作業進捗確認用、Template 作成用）

店舗にクライアント端末（スマートフォンやタブレット端末など）を設置する場合や、サーバーコンピュー
ター以外の端末でWebアプリを操作・設定する場合は、以下の推奨環境を満たす機器をお選びください。

項目 推奨環境

オペレーティン
グシステム（OS）

iOS	14.0.1	以降 Android	10	以降
Windows	10	（64
ビット版）	2004

MacOS	10.15.7 以
降

ディスプレー
1,280	×	720	ピク
セル以上の表示が
可能なもの

1,280	×	720	ピク
セル以上の表示が
可能なもの

1,920	×	1,080	ピ
クセル以上の表示
が可能なもの

1,920	×	1,080	ピ
クセル以上の表示
が可能なもの

Web ブラウザー
( 動作検証済み
のブラウザー )

•	 Google	Chrome	
Ver.	86
•	 Safari	Ver.	14.0

Google	Chrome	
Ver.	86

Google	Chrome	
Ver.	86

•	 Google	Chrome	
Ver.	86
•	 Safari	Ver.	14.0

その他 店舗のネットワーク環境でサーバーコンピューターと通信できること

システム条件
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ソフトウェアのインストール

手順

A Windows.を起動し、「コンピューターの管理者」（または Administrators).のアカウントでログオ
ンする。
起動しているアプリケーションソフトは、すべて終了してください。

B cotodesign.の DVDをコンピューターのDVD-ROM.ドライブにセットする。

自動再生画面が表示された場合は、［menu.exe	の実行］をクリックしてください。

C ［インストール］をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〔はい〕（または〔許可〕）をクリックしてください。

D ［次へ］をクリックする。

インストール



インストール
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E 使用許諾契約を確認する。

1 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択する。

2 ［次へ］をクリックする。

F 初期設定を選ぶ。

1 「デフォルト設定を使用」を選択する。

2 ［次へ］をクリックする。

G ［インストール］をクリックする。

途中、別ウインドウが開きますが、閉じずにそのまま続行してください。



インストール
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H ［完了］をクリックする。

この画面が表示されればインストール終了です。

USB ドングルのインストール

付属のUSB ドングルをサーバーコンピューターにインストールします。
付属のドングルがサーバーコンピューターのUSB コネクターに挿入されていない場合、cotodesign は動
作しません。

手順

USB ドングルをサーバーコンピューターのUSB コネクターに差し込む。
USB デバイスがWindows に登録されるまでしばらくお待ちください。
デバイスが登録されればインストール終了です。
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152..サービスを始める前の準備

ソフトウェアを使って各種の操作や設定をするまえに、表示言語を決めておきましょう。

cotodesign Client、cotodesign Template、cotodesign Order Viewer の言語選択

これら 3つのWebアプリは、Webブラウザーごとに言語が選べます。
お客さまに操作していただくクライアント端末を複数用意している場合、端末ごとに表示言語を変えるこ
とができます。たとえば、端末 Aには英語を、端末 Bにはイタリア語を表示でき、言葉の違う多様なお客
さまへの対応が可能です。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

C 画面右上の［ENGLISH］をクリックし、言語を選ぶ。

※ cotodesign	Client	の場合、プリセットの 10 言語から言語を増やすことができます。
※ cotodesign	Template、	cotodesign	Client は、ログイン後の画面で同様に言語を変更することができます。

表示言語を変える



表示言語を変える
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cotodesign Print Manager の言語選択

手順

A cotodesign.Print.Manager.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Print.Manager〕をクリックする。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〔はい〕（または〔許可〕）をクリックしてください。

B 画面右上の. .をクリックする。

C cotodesign.Print.Manager の表示言語を設定する。

1 .をクリックする。
2 選択肢の下矢印をクリックし、言語を選ぶ。
選んだ言語は、cotodesign	Print	Manager の次回起動時から有効です。

D ［OK］をクリックする。



表示言語を変える
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cotodesign Tool の言語選択

手順

A cotodesign.Tool.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

B 画面右上の. .をクリックする。

C cotodesign.Tool の表示言語を設定する。

1 .をクリックする。
2 選択肢の下矢印をクリックし、言語を選ぶ。
選んだ言語は、cotodesign	Tool の次回起動時から有効です。

D ［OK］をクリックする。
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商品棚とは

トップページの画像
（変更できます）

これは cotodesign	Client のトップ画面で、来店されたお客様が目にする最初の画面です。
画面下の［スタート］ボタンをクリック（またはタップ）すると、利用規約の確認画面のあとに次の画面
に変わります。

." P..42「Step.5：個人情報の利用規約を表示する」

※画面は商品棚の作成例
（インストール直後は空白）

この画面には、お客様が商品を選ぶときの最初の選択肢が表示されます。
多くの場合、商品の「大分類」を表示させることになりますが、決まりはありません。商品数が少ない場
合など、分類の必要がないのであれば、すべての商品を並べても良いでしょう。

商品棚を作る



商品棚を作る
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印刷データのひな形
このひな形を Template
と呼びます。
P..22「Step.3：Template
を作る」

※画面は商品棚の作成例
（インストール直後は空白）

いくつかの分類を選んでいき、最後に印刷データのひな形（Template）を選びます。
ひな形をクリック（またはタップ）すると、印刷データの編集画面に切り替わります。

ここまでが商品棚に相当します。お客様は、用意された Template の中からお気に入りを 1つ選びます。
商品棚は 4階層まで深くすることが可能です。商品の品揃えを考慮し、お客様にお見せする分類の仕方を
決めてください。

①代表的な商品をリストアップする
②お客様が商品を選びやすいように分類する
③商品の魅せ方を考える

." P..38「Step.4：商品の魅せ方を工夫する」
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Step 1：cotodesign で使う素材を準備する

見栄えの良い画像や特徴のあるフォントを使い、商品棚に並べる印刷データのひな形（Template）を魅
力的なものにしましょう。追加した画像／クリップアート／フォント／カラーパレットは、「cotodesign	
Template	で Template を作るとき」や「お客様が Template を編集するとき」に使えます。
あとからでも追加や削除はできますが、Template を作るまえに準備することをお勧めします。

手順

A cotodesign.Tool.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

B 画像、クリップアート、フォントを追加したり、カラーパレットに表示する色を編集したりする。

操作方法については、ヘルプを参照してください。
ヘルプをご覧いただくには、画面右上の	 	をクリックします。
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Step 2：印刷種類の印刷条件を設定する

印刷種類および印刷対象となる素材に合わせ、印刷条件を詳細に設定することができます。印刷種類に合
う標準的な印刷条件がプリセット登録されていますが、印刷の出来上がりを確認しながら最適な印刷条件
を設定しておくことをお勧めします。

手順

A cotodesign.Tool.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

B 印刷対象物の追加や印刷の条件を編集したりする。

操作方法については、ヘルプを参照してください。
ヘルプをご覧いただくには、画面右上の	 	をクリックします。
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Step 3：Template を作る

Template は印刷データのひな形です。
ここではお客さまに選んでいただく印刷サービスのラインアップを作っていきますが、考慮するポイント
を以下にあげます。

サイズ 印刷対象物をいくつか並べて直接印刷するとき、プリンターへの取り付け位置を考慮する必
要があります。そのため、外形サイズが違うときは別の Template を作ります。

形状 印刷対象物のどこに印刷できるかは、形状によって決まります。穴が空いているなど、印刷
できない場所を設定しないといけない場合もあります。

色 印刷対象物に直接印刷する場合、対象物の色が印刷結果と混じって思った色が出ないことが
あります。混じっても問題ない（色の濃い）印刷データにしたり、印刷する範囲にあらかじ
め白を印刷しておいたり、印刷対象物の色によって配慮する点があります。

素材 印刷できるプリンターが限定されることがあります。印刷データが同じでも、プリンターで
の作業方法・作業時間や原材料費が変わるため、Template を別にする必要があります。

印刷方法 印刷方法別の Template を作る必要があります。その他、特殊加工（つや消しや下地材の塗布
など）の有無によって、Template を作り分けします。手間と材料費が変わるため、通常は売
値も変わります。

売価 どのプリンターを使って何にどのような印刷をするのか、その方法によって作業時間と原材
料費が変わってくるため売価が変わります。Template には売値が 1つだけ設定できますので、
売価が変われば別の Template を作ってください。

上記のポイントをすべて考慮して Template を作り分ける必要はありません。Template を作るときの参考
としてください。

Template を作るには、2通りの方法があります。目的に応じて使い分けてください。

•	 cotodesign	Template で作る

	¾ソフトウェアの操作に慣れていない方でも、比較的簡単に Template を作ることができる

	¾「メディアの形状が自由に設定できない」「印刷しない範囲を設定できない」など、いくつかの制
限がある

•	 ドロー系アプリケーションソフトで作り、インポートする

	¾ドロー系アプリケーションソフトの使い方の習得が必要

	¾データの制作ルールの知識が必要

	¾印刷対象物の形状を自由に設定できる

	¾印刷しない範囲が設定できる

	¾印刷対象物にすでに印字・刻印されている写真や文字を指定できる

	¾写真や文字ごとに特殊処理（プライマー /白 / グロスかマットかエンボス）の有無を指定できる

cotodesign Template で Template を作る

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。
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B cotodesign.Print.Manager.が起動しているときは、終了する。

Template	の追加や変更をしても、起動中の cotodesign	Print	Manager	には反映されません。起動中に
Template	の追加や変更をした場合、cotodesign	Print	Manager	を再起動してください。

C cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

D ユーザー名とパスワードに「admin」を入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
仮のパスワードを変更していれば、そのパスワードを入力してください。

重要：パスワードは仮のものです。

本項の設定を終えたあと、パスワードを変更してください。
." P..71「パスワードの設定」

E Template.一覧.の. .をクリックする。
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F 印刷する機器の印刷方法（印刷種類）を選ぶ。

機器 印刷方法（印刷種類）

インクジェットプリンター カラー印刷

レーザー箔転写機 箔印刷	：「詳細」を選択してください。

メタルプリンター 打刻	：「材質」と「詳細」を選択してください。

カッティングマシン カット	：「材質」を選択してください。

G 商品のサイズを入力する。

1 長さの単位を選ぶ。

2 外形サイズを入力する。

3 余白を入力する。

4 角丸半径（角の丸さ）を入力する。

5 「箔印刷」または「打刻」を選んだときは、印刷位置からのオフセット量を入力する。

6 ［次へ］をクリックする。

H 印刷するイメージを作る。



商品棚を作る

252..サービスを始める前の準備

詳細な操作方法については、ヘルプを参照してください。
ヘルプをご覧いただくには、画面右上の	 	をクリックしてください。

I ［保存］をクリックする。

J Template の情報を入力し、保存する。

1 名前を入力する（256 文字以内）。
お客様に商品を選んでいただくときの商品棚に表示する階層を名前に入力します。ピリオド（.）
で区切って階層を表現します。階層は 4つまでです。
たとえば、”メーカー名－シリーズ名－モデル名－色 ”の階層にしているとき、
Apple.iPhone.iPhone7.white
などと入力してください。

2 商品コード、商品名を入力する。
商品に直接印刷する場合は、プリンターにセットする商品そのものの情報です。印刷を担当する
メンバーが誤った商品をプリンターにセットしないよう、見分けのつくコードや名前を入力して
ください。

3 単価と通貨単位を入力する。
売価を入力してください。注文のときお客様に提示される金額です。
入力した通貨単位は記憶され、次に作る Template に自動入力されます。

4 メッセージを入力する。
箔印刷または打刻 Template の場合に入力できます。
入力したメッセージは、印刷ウィザードのステップ 2の画面で表示されます。印刷のときに注意
する点など、印刷作業をされる方へ伝えたい情報を入力してください。

5 ［保存］をクリックする。

メモ

入力禁止の文字があると、入力箇所の枠線が赤に変わります。この場合、入力禁止文字を削除してください。
マウスポインターを赤い枠内に置くと、入力してはいけない文字が画面に表示されます。
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ドロー系アプリケーションソフトで Template を作る

Adobe	Illustrator	や	CorelDRAWなどのドロー系アプリケーションソフトを使って Template を作ることが
できます。作ったデータは SVG形式で保存し、cotodesign	Template にインポートできます。

SVG ファイルの仕様と各種設定

バージョン SVG	1.1

レイヤー 数 1	（複数不可、階層不可）

名前 特殊処理の有無と種類をレイヤーの名前に入力します。
:1:<No.1><No.2><No.3><No.4><No.5><No.6>
------------------------------
6 桁の数字は必ず入力してください。
<No.1>：プライマー（下地剤）塗布の有無	0=off,	1=on
<No.2>：白色印刷の有無 0=off,	1=on
<No.3>：グロス印刷の有無	0=off,	1=on
<No.4>：グロス印刷の種類	0= グロス（光沢）,	1= マット（艶消し）,	2= エンボス
<No.5>：裏面印刷のオン /オフ	0=off,	1=on
<No.6>：印刷種類	0= カラー印刷 ,	1= 箔印刷 ,	2= 打刻 ,	3= カット
------------------------------
※個々のオブジェクト（図形や文字）に特殊処理を設定した場合は、指定したオブジェ
クトのみその設定になります。個別指定していないと、レイヤーの設定が適用されます。

画像 埋め込み不可	（リンクのみ）

文字 サーバーコンピューターに同じフォントが無い場合、アウトライン化

印刷しない図形や
文字の設定

商品の製造時に印刷された図形や文字があるとき使います。お客様が Template を編集
するとき画面には表示されますが、印刷はされません。こうすることで、お客様はプリ
ント済みの絵柄を見ながら（できあがりを画面で確認しながら）デザイン作業ができます。
指定したいオブジェクト（図形や文字）を選び、以下の名前にします。

background_< 数字 >
------------------------------
＜数字＞：「background」に設定した、他のオブジェクトと重複しない自然数（0を
除く正の整数）

印刷する図形や文
字の設定

完成、もしくはほぼ完成している Template を作りたいときや、似通ったデザインの
Template をいくつも作りたいときに使います。お客様が Template を編集するとき画面
に表示され印刷もされますが、編集はできません。
指定したいオブジェクト（図形や文字）を選び、以下の名前にします。

:< 数字 >:<No.1><No.2><No.3>
------------------------------
< 数字 >：他のオブジェクトと重複しない自然数（0を除く正の整数）
<No.1>：プライマー（下地剤）塗布の有無	0=off,	1=on
<No.2>：白色印刷の有無 0=off,	1=on
<No.3>：グロス印刷の有無	0=off,	1=on
　オブジェクトごとに特殊加工の有無を指定できます。
　入力は任意です。入力しなかったり、入力値が不正だったりするとレイヤーの設
定に従います。
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お客様が図形や文
字を追加できる枠
の設定

お客様が好きな図形や文字を追加できるものの、その位置とサイズを制限した Template
を作りたいときに使います。
指定できる枠の種類は 6つあります。「画像やクリップアートの挿入枠」、「文字の挿入
枠」、「オブジェクトの種類を選ばない挿入枠」「オブジェクトの種類を選ばない挿入枠（箔
印刷専用）」「オブジェクトの種類を選ばない挿入枠（打刻専用）」「カット挿入枠（カッ
ト専用）」です。
「塗りなし」かつ「線なし」の閉じた図形を作り、以下の名前にします。
※カット挿入枠は矩形にしてください。

・画像やクリップアートの挿入枠
imagearea- ＜数字＞
・文字の挿入枠
textarea- ＜数字＞
・オブジェクトの種類を選ばない挿入枠
freearea- ＜数字＞
・オブジェクトの種類を選ばない挿入枠（箔印刷専用）
foilarea- ＜数字＞
・オブジェクトの種類を選ばない挿入枠（打刻専用）
metalarea- ＜数字＞
・カット挿入枠（カット専用）
cutarea- ＜数字＞
--------------------------
＜数字＞：各挿入枠の中で、他のオブジェクトと重複しない自然数（0	を除く正の整数）

レイヤーのNo.6 が 0（オフ）のとき、imagearea、textarea、freearea が有効です。
レイヤーのNo.6 が 1（オン）のとき、foilarea だけが有効です。
レイヤーのNo.6 が 2（オン）のとき、metalarea だけが有効です。
レイヤーのNo.6 が 3（オン）のとき、cutarea だけが有効です。
上記の場合、有効でない挿入枠をインポートしても無視されます。

カット線の設定 印刷後に画像の周りをカットする線を入れたいときや、転写用アイロンシートをカット
する Template を作りたいときに使います。
「塗りなし」の閉じた図形を作り、以下の名前にします。

cutcontour- ＜数字＞
--------------------------
＜数字＞：他のオブジェクトと重複しない自然数（0	を除く正の整数）
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印刷領域と余白の
設定

ドロー系アプリケーションソフトの用紙サイズに商品の外形寸法を入力します。商品の
角が丸いなど長方形でない場合は、商品の形状を作図してください。商品に穴が開いて
いる場合や、すでに絵や図形がプリントされていて重ねて印刷したくない場合など、印
刷しない範囲を部分的に設定することもできます。
プリンターへの取付位置の精度を考慮すると、余白は数ミリ程度を確保するのが良いで
しょう。

• 商品の形状を作図し、図形内をすべて印刷可能にする
閉じた図形を作図し、以下の名前にします。図形は用紙からはみだしてはいけません。

mask
図形の外側には印刷されません。

• 商品の形状を作図し、図形内の一部を印刷不可にする
印刷しない範囲を設定するときは、商品形状の図形の中に閉じた図形を追加します。
複数の図形を追加できますが、図形を重ねてはいけません。
すべての図形を複合パスに設定し、以下の名前にします。

mask
印刷領域は下図の白い部分です。

印刷領域

• 余白を設定する
商品の中に閉じた図形を追加し、以下の名前にします。

margin
図形の外側には印刷されません。

余白

• 箔印刷または打刻の場合の印刷領域を設定する
打刻の印刷領域は、80mm× 80mmにしてください。
商品の中に矩形を追加し、以下の名前にします。
箔印刷の場合：foilimprint
打刻の場合：metalimprint
図形の外側には印刷されません。

印刷領域
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以降は、Adobe	Illustrator	CC を使った Template の作成方法です。Illustrator の基本操作については、す
でにご理解いただいているものとして説明をしていきます。

すでに印字されているロゴ
サイズ：	32.71	mm× 5	mm
位置（中心点）：X	35	mm,	Y130	
mm	

灰色のスマホカバー
幅 70	mm,	長さ 140	mm

穴の開いた場所を印刷しない範囲に設定
する
サイズ：幅 24	mm,	長さ 14	mm,	角丸
半径	7	mm
位置（中心点）：X	16	mm,	Y	12	mm

角丸半径 10	mm

ケースの端から 2mm内
側までを余白にする

印刷後に全体を艶消し
（マット処理）

文字や絵を入れず、お客
様があとで自由に文字や
写真を挿入できる余地を
残しておく
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1. 印刷範囲を指定する

A Adobe.Illustrator.CC.を起動する。

B 新規ファイルを作成し、用紙サイズに商品の外形寸法を入力する。

ここでは、幅 70	mm×高さ 140	mmを入力します。

C 商品の形状を作図する。

1 角丸長方形ツールをクリックし、アートボードのどこかをクリック。
図形サイズを入力する画面が表示されます。

2 図形サイズを入力し、［OK］をクリックする。
ここでは、幅 70	mm×高さ 140	mm×角丸の半径	10	mm	を入力します。
印刷範囲設定用の図形の線幅や線種は SVGファイルのインポートのとき無視されますが、編集の
しやすさを考慮すると 1	pt	以下が良いでしょう。

D 図形をアートボードの中心に移動する。

変形パネルで移動先の座標値を指定できます。変形パネルを開くには、［ウィンドウ］メニューの［変
形］をクリックします。
ここでは、中心点が（X=35	mm,	Y=70	mm）の位置へ移動します。
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E 穴の形状を作り、所定の位置へ移動する。

ここでは、幅 24	mm×高さ 14	mm×角丸の半径	7	mmの角丸長方形を作り、中心点が（X=16	mm,	
Y=12	mm）の位置へ移動します。

F 作図した 2つの図形を選び、複合パスを作る。

［オブジェクト］メニューの［複合パス］－［作成］をクリックします。
できた複合パスは、塗りなしの図形にしてください。

G ケースの色を指定する。

1 手順Fの複合パスをコピー＆ペーストしてもう 1つ作る。
2 中心点が（X=35.mm,.Y=70.mm）の位置へ移動する。

3 図形をクリックして選び、ツールバーの塗りをダブルクリックする。

4 C=0%,.M=0%,.Y=0%,.K=50%の灰色を指定、［OK］をクリックする。

5 ［オブジェクト］メニューの［重ね順］−［最背面へ］をクリックする。
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H 余白設定のための図形を作り、アートワークの中心に配置する。

1 角丸長方形ツールをクリックし、アートボードのどこかをクリック。
図形サイズを入力する画面が表示されます。

2 図形サイズを入力し、［OK］をクリックする。
ここでは、幅 66	mm×高さ 136	mm×角丸の半径	8	mm	を入力します。
余白設定用の図形の線幅や線種は SVGファイルのインポートのとき無視されますが、編集のしや
すさを考慮すると 1	pt	以下が良いでしょう。

3 図形をアートボードの中心に移動する。
変形パネルで移動先の座標値を指定できます。変形パネルを開くには、［ウィンドウ］メニューの
［変形］をクリックします。
ここでは、中心点が（X=35	mm,	Y=70	mm）の位置へ移動します。

4 塗りなしの図形にする。

I 手順Hで作成した図形をもう一つ作り、同じ位置に配置する。

『3.	特殊加工の有無と図形の属性を設定する』でマット処理をオンにすると、レイヤーに存在する図形
の上をマット処理します。印刷領域全体をマット処理するためには、印刷領域と同じ図形を挿入して
ください。



商品棚を作る

332..サービスを始める前の準備

2. 背景の画像を挿入する

商品にすでに印字されているロゴやイラストなどを挿入し、背景とします。お客様が文字や写真を入れて
オリジナルのデザインを作るとき、できあがりに近い状態を画面で見ながら操作ができるようにします。
背景に設定された図形は、印刷されません。

A ロゴの画像を読み込み、サイズを設定する。

ここでは、縦横比を固定にして、高さに	5	mmを入力します。

B 画像を所定の位置へ移動する。

中心点が（X=35	mm,	Y=130	mm）の位置へ移動します。

3. 特殊加工の有無と図形の属性を設定する

A レイヤーウインドウを開く

B レイヤー名に「:1:001100」を入力する。

「グロス印刷有」で「種類はマット」に設定します。
2つ目のコロンに続く 6桁の数字の意味は、以下のとおりです。

:1:<No.1><No.2><No.3><No.4><No.5><No.6>
<No.1> ：プライマー（下地剤）塗布の有無	0=off,	1=on
<No.2> ：白色印刷の有無 0=off,	1=on
<No.3> ：グロス印刷の有無	0=off,	1=on
<No.4> ：グロス印刷の種類	0= グロス（光沢）,	1= マット（艶消し）,	2= エンボス
<No.5> ：裏面印刷のオン /オフ	0=off,	1=on
<No.6> ：印刷種類	0= カラー印刷 ,	1= 箔印刷 ,	2= 打刻 ,	3= カット
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C パスや画像の名前を入力する。

以下の名前を入力してください。
変更前 変更後
＜リンクファイル＞ 画像 background_1
＜長方形＞ マット処理用 :1
＜長方形＞ 余白設定用 margin
＜複合パス＞ 商品の形状 mask
＜複合パス＞ ケース色指定 background_2

D 「:1」と「margin」と「mask」を選び、線なしの図形にする。

パスの右端にある○をクリックすると、パスが選択できます。
「Shift」キーを押しながら、3つのパスの○をクリックしてください。

4. SVG ファイルを保存し、画像ファイルと ZIP ファイルを作る

A ［ファイル］メニューの［保存］をクリックする。

ファイル保存の画面が表示されます。

B ファイルの種類を「SVG」に設定する。

メモ

「SVG圧縮」は選ばないでください。

C 保存先フォルダーを、配置したロゴ画像と同じフォルダーに指定する。

画像を含むデータの場合は、必ず画像と同じフォルダーに保存してください。

D ファイル名を入力し、［保存］をクリックする。

SVG ファイルのオプションを設定する画面が表示されます。
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E 「SVGプロファイル」に［SVG.1.1］を設定する。

SVG1.1	以外のファイル形式はサポートしていません。

F 「画像の場所」に［リンク］を選び、［OK］をクリックする。

［埋め込み］を選ぶと画像が正しくインポートされません。

G SVG ファイルを保存したフォルダーを開く。

H SVG ファイルとリンク先の画像ファイルをすべて選ぶ。

I マウスを右クリックし、［送る］メニューの［圧縮（zip 形式）フォルダー］をクリックする。
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5. SVG ファイルを含む ZIP ファイルをインポートし、Template に登録する

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.が起動しているときは、終了する。

Template	の追加や変更をしても、起動中の cotodesign	Print	Manager	には反映されません。起動中に
Template	の追加や変更をした場合、cotodesign	Print	Manager	を再起動してください。

C cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

D ユーザー名とパスワードに「admin」を入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
仮のパスワードを変更していれば、そのパスワードを入力してください。

重要：仮のパスワードは使い続けず変更してください。

." P..71「パスワードの設定」

E Template.一覧.の. .をクリックする。

F 『4..SVG ファイルを保存し、画像ファイルと ZIP ファイルを作る』の手順Iで保存した ZIP ファ
イルを選び、［開く］をクリックする。
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G インポートされたデータを確認し、問題なければ［保存］をクリックする。

インポートデータの編集はできませんが、cotodesign	Template	を使って文字や画像の追加はできます。

H Template の情報を入力し、保存する。

1 名前を入力する（256 文字以内）。
お客様に商品を選んでいただくときの商品棚に表示する階層を名前に入力します。ピリオド（.）
で区切って階層を表現します。階層は 4つまでです。
たとえば、”メーカー名－シリーズ名－モデル名－色 ”の階層にしているとき、
Apple.iPhone.iPhone7.white
などと入力してください。

2 商品コード、商品名を入力する。
商品に直接印刷する場合は、プリンターにセットする商品そのものの情報です。印刷を担当する
メンバーが誤った商品をプリンターにセットしないよう、見分けのつくコードや名前を入力して
ください。

3 単価と通貨単位を入力する。
売価を入力してください。注文のときお客様に提示される金額です。
入力した通貨単位は記憶され、次に作る Template に自動入力されます。

4 メッセージを入力する。
箔印刷または打刻 Template の場合に入力できます。
入力したメッセージは、印刷ウィザードのステップ 2の画面で表示されます。印刷のときに注意
する点など、印刷作業をされる方へ伝えたい情報を入力してください。

5 ［保存］をクリックする。

メモ

入力禁止の文字があると、入力箇所の枠線が赤に変わります。この場合、入力禁止文字を削除してください。
マウスポインターを赤い枠内に置くと、入力してはいけない文字が画面に表示されます。
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Step 4：商品の魅せ方を工夫する

トップページや商品棚の画面をカスタマイズし、クライアント端末に表示する商品の掲示を変えましょう。
画面のカスタマイズには、「cotodesign	Tool」を使います。

手順

A cotodesign.Tool.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

B ［cotodesign.Client.画面カスタマイズ］をクリックする。

C 商品の表示順を変えたり、画像を追加したり、背景色を変えたりして、商品の掲示画面を変える。

「商品棚の表示」に分類される「陳列の階層」「商品」「商品の背景」「カタログ」のいずれかをクリックし、
表示された画面で各種設定を行います。

詳細な操作方法については、ヘルプを参照してください。
ヘルプをご覧いただくには、画面右上の	 	をクリックします。
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トップページを変える
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商品棚を変える
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商品を並べ替える

上から順に表示

ドラッグして上下に移動
別の階層へは移動できません
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Step 5：個人情報の利用規約を表示する

cotodesign が提供するサービスにおいて、お客様の個人情報を取り扱う可能性があります。たとえば、印
刷素材としてお客様の撮った写真を使ったり、同じく印刷素材として「名前」や「電話番号や住所などの
連絡先」を追加したりするかもしれません。
お客様の個人情報をお預かりすることになるため、それを取り扱う利用規約を提示してください。
サービスを提供する国や地域の法令に定められている場合は必須、そうでない場合であってもお客様を不
安にさせないために提示することが望ましいと考えます。
利用規約は cotodesign にインポートして表示させることができます。対応するファイル形式は、HTML
とテキストです。文字コードはUTF-8 にしてください。
すでに利用規約をお持ちの場合は、ファイルをご用意ください。対応していないファイル形式の場合は、
あらかじめフォーマット変換をしておいてください。
お持ちでない場合は、雛形を修正して作ると良いでしょう。雛形のままでは使えません。雛形は、サービ
スを提供する国や地域の法令に適合していることや、個人情報の取り扱いに関する店舗のポリシーと適合
していることを保証しません。必要に応じて、項目および文章の追加や削除など、規定文章のカスタマイ
ズを行ってください。
利用規約の雛形ファイル：

•	【英語】C:\Program	Files\RolandDG	cotodesign\Terms_of_Services_Sample_EN.html

•	【日本語】C:\Program	Files\RolandDG	cotodesign\Terms_of_Services_Sample_JP.html

手順

A cotodesign.Tool.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

B ［cotodesign.Client.画面カスタマイズ］をクリックする。
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C ［利用規約］をクリックする。

D 規約の内容を設定する。

1 言語を選ぶ。
利用規約の表示される、cotodesign	Client	の言語を選びます。
「English」を選んで入力したタイトル /規約 / 承諾確認は、cotodesign	Client	の言語が「English」
のときにだけ表示されます。

2 タイトルを入力する。

3 規約をインポートする。
［インポート］をクリックし、利用規約が入力されたファイルを指定します。
4 規約の承諾確認に使う文章を入力する。
必ず承諾を示す文章を入力してください。

5 利用規約を非表示にする場合は、「利用規約を表示しない」をクリックする。
お勧めしませんが、表示が不要であればオンにします。
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cotodesign で印刷をするために、次の操作や設定をします。

•	 印刷位置を設定する（Print	Layout を作る）

•	 印刷データの配置先を選ぶ（Print	Layout を選ぶ）

•	 プリンターを接続する

•	 プリンターの印刷条件を設定する

•	 固定治具の取り付け（UVプリンターの場合）

Step 1：印刷位置を設定する

印刷データの割り付け位置を設定します。
商品を印刷するときの固定治具を用意しているときは、その仕様を入力します。ロールメディアに印刷す
る場合、メディアへの割り付け位置を入力してください。

cotodesign Template で Print Layout を作る

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.が起動しているときは、終了する。

Print	Layout	の追加や変更をしても、起動中の cotodesign	Print	Manager	には反映されません。起動
中に Print	Layout	の追加や変更をした場合、cotodesign	Print	Manager	を再起動してください。

C cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

D ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
仮のパスワードを変更していれば、そのパスワードを入力してください。

重要：仮のパスワードは使い続けず変更してください。

." P..71「パスワードの設定」

印刷の準備
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E Print.Layout.一覧.の. .をクリックする。

F 印刷する機器の印刷方法（印刷種類）を選び、固定治具の仕様（またはメディアへの割り付け方
法）を入力する。

■インクジェットプリンターまたはカッティングマシンで印刷またはカットする場合
1 インクジェットプリンターは「カラー印刷」、カッティングマシンは「カット」を選択する。

2 長さの単位を選ぶ。

3 商品 1.つ分の専有範囲（１マスのサイズ、以降スロット）を入力する。

4 Template.の向きを選ぶ

5 印刷レイアウトの余白を入力する。

6 1.マス目の右下点（●赤丸画像）を基準位置とし、印刷が開始される位置を入力する。

7 スロットの数を入力する。

8 隣のスロットとの間隔を入力する。
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■レーザー箔転写機またはメタルプリンターで印刷する場合
1 レーザー箔転写機は「箔印刷」、メタルプリンターは「打刻」を選択する。

2 Template.の向きを選ぶ

G ［次へ］をクリックする。

H 名前を入力し、［保存］をクリックする。
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ドロー系アプリケーションソフトで Print Layout を作る

Adobe	Illustrator	や	CorelDRAWなどのドロー系アプリケーションソフトを使って Print	Layout を作ること
もできます。cotodesign	Template とできることはほぼ同じですが、箔印刷 /打刻専用の Print	Layout を
作ることはできません。
作ったデータは SVG形式で保存し、cotodesign	Template にインポートできます。

SVG ファイルの仕様と各種設定

バージョン SVG	1.1

レイヤーの数 1	（複数不可、階層不可）

図形 閉じた図形（開いた図形・文字・画像は無視）
線種、線幅、塗りを設定しても意味はありません。サイズと位置だけが有効です。

治具サイズ、ま
たは印刷領域

用紙サイズに入力します。
フラットベットタイプのプリンターの場合、商品をプリンターで印刷するときの固定治
具を用意し、そのサイズを入力します。メディアムーブタイプのプリンターの場合、メディ
アの印刷領域を入力してください。

スロット番号 閉じた図形を作成し、レイヤー名を以下の名前にします。
:1:< 角度 >:< 印刷種類 >
＜角度＞：Template を配置する向き（90 度毎の角度：0、90、180、270）を設定
＜印刷種類＞：0=カラー印刷 ,	3= カット
※ 90 度毎以外の角度に設定したときは、Template の回転は適用されません。
※レイヤーの数は１つに限定されます
オブジェクト名をスロット番号にします。
:< 数字 >スロット番号の若い順から割り当てます。

基準点について

用紙の右下がプリンターの原点で、スロットの位置を指定するときの基準点です。

以降は、SVGファイルで保存したあとのインポート方法です。
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SVG ファイルをインポートし、Print Layout に登録する

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.が起動しているときは、終了する。

Print	Layout	の追加や変更をしても、起動中の cotodesign	Print	Manager	には反映されません。起動
中に Print	Layout	の追加や変更をした場合、cotodesign	Print	Manager	を再起動してください。

C cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

D ユーザー名とパスワードに「admin」を入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
すでに変更していれば、そのパスワードを入力します。

重要：仮のパスワードは使い続けず変更してください。

." P..71「パスワードの設定」

E Print.Layout.一覧.の. .をクリックする。
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F SVG ファイルを選び、［開く］をクリックする。

G インポートされたデータを確認し、問題なければ［次へ］をクリックする。

インポートデータの編集はできません。

H 名前を入力し、［保存］をクリックする。

メモ

入力禁止の文字があると、入力箇所の枠線が赤に変わります。この場合、入力禁止文字を削除してください。
マウスポインターを赤い枠内に置くと、入力してはいけない文字が画面に表示されます。

Step 2：印刷データの配置先を選ぶ（Print Layout を選ぶ）

Template	と	Print	Layout	を関連付けます。
印刷データは関連付けられた Print	Layout へ割り付けられ、出力先のプリンターと印刷位置が指定される
ことで印刷ができるようになります。

." Print.Layout.とプリンターの関連付けについては、P..55「Step.5：cotodesign.Print.Manager.の設定」を参照

Template は複数の Print	Layout に関連付けることができますが、同じ印刷種類（カラー印刷 /箔印刷 /打
刻 / カット）の Template と Print	Layout だけに関連付けができます。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.が起動しているときは、終了する。

Template	と	Print	Layout	の関連付けを変えても、起動中の cotodesign	Print	Manager	には反映されま
せん。起動中に関連付けを変更した場合、cotodesign	Print	Manager	を再起動してください。

C cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

D ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
すでに変更していれば、そのパスワードを入力します。
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重要：仮のパスワードは使い続けず変更してください。

." P..71「パスワードの設定」

E Template をクリックする。

選ばれた Template が反転して表示されます。

F 関連付けしたい Print.Layout をクリックする。

Template と同じ印刷種類の Print	Layout を選んでください。

G ［配置先］をクリックしてオンにする。

一つの Template に複数の Print	Layout を関連付けすることができます。

H ［標準］をクリックしてオンにする。

標準の Print	Layout は、各 Template に対して 1つ指定可能です。
cotodesign	Print	Manager	の［標準の Print	Layout へ自動配置］がオンのとき、標準の Print	Layout
が Template の配置先となります。

I ［保存］をクリックする。

Template	と	配置先の Print	Layout	の接続設定が保存されます。
複数の Template の配置先を一度に保存することはできません。Template と	Print	Layout	の関連付け
を設定したら、別の Template を選ぶ前に［保存］をクリックしてください。
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Step 3：プリンターを接続する

VersaWorks で処理した印刷データを使って印刷する場合、出力先のプリンターを VersaWorks に接続しま
す。VersaWorks 付属のプリンターの場合は、この作業が必要です。cotodesign	Print	Manager	の設定は、
本節と次節「プリンターの印刷条件を設定する」の VersaWorks の設定をしたあとで行ってください。
VersaWorks が付属しておらずプリンタードライバーを使って印刷する場合（BT-12 で印刷する場合を含
む）、この作業は不要です。ドライバーのインストール方法については、プリンターのユーザーズマニュ
アルを参照してください。

イーサネット接続

イーサネットケーブルで接続する場合の設定方法です。

手順

A イーサネット接続に必要な準備をし、プリンターとコンピューターを Ethernet ケーブルで接続

する。
IP	アドレスの設定方法については、お使いのプリンターの取扱説明書をご覧ください。

B プリンターの電源がオンになっていることを確認する。

C プリンターとコンピューター（RIP サーバー）をネットワークに接続する。

D VersaWorks.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 VersaWorks の起動アイコンを右クリックする。

3 〔管理者として実行〕をクリックする。
〔プリンタの設定〕画面が表示されます。初めて起動するときだけ、この画面が表示されます。

E 接続するプリンターを設定する。

1 〔TCP/IP〕を選び、プリンターにつけた IP.アドレスを入力する。

2 〔接続確認〕をクリックする。
正常に接続されると、「機種名」「インクの種類」などお使いのプリンターについての情報が表示
されます。

3 〔ニックネーム〕を設定する。
特に設定しない場合は、機種名が表示されます。

4 〔適用〕をクリックする。

5 「プリンタドライバをインストールしますか」というメッセージが表示された場合は、［はい］
をクリックする。
このプリンタードライバーは、通信に使用しません。

6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〔はい〕（または〔許可〕）をクリックする。

7 ［ハードウェアのインストール］画面が表示されたら、［続行］をクリックする。
「プリンタの一覧」に接続したプリンターの情報が表示されます。
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8 〔OK〕をクリックする。

USB 接続

USB	ケーブルでプリンターと接続する場合の設定方法です。

手順

A お使いのプリンターのWindows.ドライバーをインストールし、プリンターとコンピューターを
USB.ケーブルで接続する。
インストール方法については、お使いのプリンターの取扱説明書をご覧ください。

B プリンターの電源がオンになっていることを確認する。

C VersaWorks.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 VersaWorks の起動アイコンを右クリックする。

3 〔管理者として実行〕をクリックする。
〔プリンタの設定〕画面が表示されます。初めて起動するときだけ、この画面が表示されます。

D 接続するプリンターを設定する。

1 〔プリンタドライバ〕を選び、〔プリンタ名〕を選ぶ。

2 〔接続確認〕をクリックする。
正常に接続されると、「機種名」「インクの種類」などお使いのプリンターについての情報が表示
されます。

3 〔ニックネーム〕を設定する。
特に設定しない場合は、機種名が表示されます。
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4 〔適用〕をクリックする。

5 「プリンタドライバをインストールしますか」というメッセージが表示された場合は、［はい］
をクリックする。
このプリンタードライバーは、通信に使用しません。

6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〔はい〕（または〔許可〕）をクリックする。

7 ［ハードウェアのインストール］画面が表示されたら、［続行］をクリックする。
「プリンタの一覧」に接続したプリンターの情報が表示されます。
8 〔OK〕をクリックする。
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Step 4：プリンターの印刷条件を設定する

VersaWorks へのプリンターの接続を終えたら、次に VersaWorks の印刷設定をします。
cotodesign	から出力された印刷データは、VersaWorks に読み込まれ自動で印刷されます。あらかじめ対
象のプリンターでの印刷設定を済ませておきます。
VersaWorks が付属しておらずプリンタードライバーを使って印刷する場合（BT-12 で印刷する場合を含
む）、この作業は不要です。

手順

A VersaWorks を起動する。

すでに起動している場合は、この作業をスキップしてください。
1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 VersaWorks の起動アイコンをクリックする。

B 対象のプリンターを選び、「A入力」（. .）をダブルクリックする。

［A入力のプロパティ］画面が表示されます。
cotodesign	Print	Manager の設定を B入力にしているときは、「B入力」の印刷設定をします。

." P..55「Step.5：cotodesign.Print.Manager.の設定」

C 次の設定をする。

：レイアウト
サイズ 「ユーザー定義＊＊メディア」に設定

幅や長さにはプリンターの最大値が入力されているが
変更しない

：品質
用紙の種類 印刷対象のメディアの種類を選ぶ

印刷品質 生産性と印字品質とのバランスを考慮して設定

モード フラットベットタイプのプリンターの場合
：印刷方法により必要に応じて変更する　
メディアムーブタイプのプリンターの場合、
：搭載されているインクの種類を選ぶ

：ジョブ管理
「入力時の設定」の
処理

［RIP して印刷する］に設定

D ［OK］をクリックする。
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Step 5：cotodesign Print Manager の設定

VersaWorks の場合、注文データの受領フォルダー、印刷データの受け渡しフォルダーなどを設定します。
この設定は、VersaWorks へプリンターを接続したあとで行ってください。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.を起動する。

C 画面右上の. .をクリックする。

D cotodesign.Client.から受け取る注文データの保存フォルダーを設定する

初期設定から変えたいとき、必要に応じて設定します。
1 .をクリックする。
2 .をクリックする。
3 注文データの保存フォルダーを選びます。
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E VersaWorks へ受け渡す印刷データの保存フォルダーを設定する。

1 .をクリックする。
2 ［検索］をクリックする。
VersaWorks に接続されているプリンターが表示されます。
表示されないときは、cotodesign	に対応しているプリンターが 1 台も接続されていません。
VersaWorks を操作してプリンターを接続し、再度［検索］をクリックしてください。
." P..51「Step.3：プリンターを接続する」

3 「A入力」と「B入力」を切り替えるには、［ジョブの入力先 /ポート名］の下矢印をクリックする。
「A入力」が設定されています。切り替える必要がなければ、この操作は必要ありません。
4 任意のフォルダーに設定するには、 .をクリックする。
切り替える必要がなければ、この操作は必要ありません。
受注印刷データの保存先フォルダーを選びます。

F Print.Layout.とプリンターを関連付け、出力先のプリンターを選びます。

1 .をクリックする。
2 .をクリックする。
3 レイアウト（ ）の下矢印.をクリックし、Print.Layout を選ぶ。
4 プリンター（ ）の下矢印をクリックし、プリンターを選ぶ。
5 ［追加］をクリックする。

6 すべての Print.Layout と出力先のプリンターを関連付けします。
②～⑤を繰り返してください。

	

G ［適用］をクリックする。
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Step 6：固定治具の取り付け

必要に応じて、固定治具を取り付けます。必須ではありません。
固定治具とは、商品を確実に所定の位置にセットするための道具で、印刷をはじめるまえにプリンターに
取り付けて使用します。

固定治具は、取り付ける商品のサイズや形状に合わせて作ります。そのため、固定したい商品ごとに別の
固定治具をご用意いただく必要があります。
取り扱う商品のサイズや形状が 1種類であれば、治具によって効率よくかつ確実に商品をプリンターに
セットすることができます。
商品のサイズや形状にいくつかの種類がある場合は、固定治具の取り替えが必要です。そのため、次の条
件が成り立つ場合に有効です。
（固定治具を使うことで短縮できる作業時間）＞（治具取り換えにかかる時間）
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決済が終わっていなくても印刷ができるようにする

初期状態では、決済完了した注文だけ印刷できるように設定されています。
印刷後の商品をお渡しするときに決済する場合や、決済をクレジットカードに限定していて手作業による
決済のチェックが不要な場合など、印刷と決済を切り離したいときは以下の手順で設定を変更してくださ
い。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.を起動する。

C 画面右上の. .をクリックする。

D 「支払い確認」の「印刷の後で」または「確認をしない」をクリックしてオンにする。

E ［OK］をクリックする。

店舗の運営準備
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持ち込みの写真が使えるようにする

お客様のタブレット端末やスマホに保存されている写真を印刷データに追加することができます。それら
の写真を cotodesign	Client で使えるようにするには、お客様に次の操作をしていただく必要があります。
1 写真が保存されている端末を店舗のネットワークに接続する

2 使いたい写真を既定のフォルダーに保存する
店舗のネットワークにアクセスするための情報や、保存先フォルダーのパスなどをQRコードで画面に表
示し、お客様の操作が簡便にできるよう支援します。
写真保存先のフォルダーは cotodesign のインストール時に決まるため、設定は不要です。ネットワーク
へのアクセス情報は店舗ごとに違うため、以下の手順で設定してください。

手順

A cotodesign.Tool.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

B ［cotodesign.Client.画面カスタマイズ］をクリックする。

C ［画像の読込み］をクリックする。

D ネットワークの設定をする。

1 「ネットワーク設定の編集」をクリックする。

2 店舗に設置してあるWi-Fi ルーターの、「SSID」と「パスワード」を入力する。
「SSID」の下矢印をクリックすると接続できる全てのネットワーク名が表示されます。「SSID」を
選択すると「暗号化方式」は自動的に変更され、ドロップダウンが無効になります。
接続するネットワークが表示されない場合は、「その他のネットワーク」を選択して、表示された
テキストボックスに「SSID」を入力し、「暗号化方式」を選択してください。
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3 ［OK］をクリックする。

数字と金額を正しく表示する

サービスを提供する国や地域に合わせて、正しく設定してください。
正しく設定していないと、提示した金額とお客様が承諾したつもりの金額に差がでて、売買のトラブルが
起きる恐れがあります。

•	 小数点の記号	( ピリオドかカンマ )

•	 金額の小数点以下の桁数

※ cotodesign は、数字の区切り文字を使っていません。

「金額の小数点以下の桁数」について
小数点を含む金額を提示したい場合、設定してください。
補助単位の通貨が一般に流通している国の場合は、設定するとよいでしょう。補助単位の通貨とは、たと
えば通貨単位「ドル」における「セント」のことです。補助単位はあるものの、一般には流通していないケー
スもあります。この場合は、小数点以下の桁数は不要ですので、桁数 0を設定します。たとえば、通貨単
位「円」における「銭」のことです。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする

B cotodesign.Tool.を起動する

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。
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C 「cotodesign.Client.画面カスタマイズ」をクリックする。

D ［小数点の表示］をクリックする。

E 「小数点の記号」の下向き矢印をクリックし、小数点の記号を選ぶ。

F 「通貨の小数点以下の桁数」の下向き矢印をクリックし、小数点以下の桁数を選ぶ。

G ［OK］をクリックする。
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注文のステップを簡略化する

クライアント端末でお客様が速やかに注文できるよう、テンプレートの選択後に表示される「商品の確認」
画面とテンプレートの編集後に表示される「注文する」画面をスキップする設定をします。「注文する」
画面に入力できる数量は、cotodesign	Tool の「注文数」で設定している最大値に制限されます。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする

B cotodesign.Tool.を起動する

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Tool〕をクリックする。

C 「cotodesign.Client.画面カスタマイズ」をクリックする。

D ［画面表示］の［画面のスキップ］をクリックする。

E スキップする画面をオンにする。

「注文数量画面をスキップ」をオンにすると、お客様が注文できる数量は「1」に限定されます。
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店舗で使うクライアント端末の準備

タブレット端末などのクライアント端末を店舗のWi-Fi ルーターに接続するには、SSID の選択とパスワー
ドの入力が必要です。
接続の方法は、契約されているプロバイダーや端末に搭載されているOSのバージョンによって異なりま
す。そのため、以降でご紹介する設定方法は一例であり、お手持ちの端末の設定方法とは異なる場合があ
りますのでご了承ください。Wi-Fi ルーターは設定が完了し、すでに稼働しているものとします。

Wi-Fi ルーターへの接続：Android 端末の場合

ルーターへの接続のまえに、Wi-Fi ルーターの SSID とセキュリティーキー ( 暗号化キー ,	WEP キーなどと
も呼ばれている ) をご確認ください。

手順

A ［設定］をタップする。

B 「Wi-Fi」が「OFF」になっている場合は、スイッチをタップして「ON」にする。

C 「Wi-Fi」をタップする。

D 一覧から、接続先の SSID をタップする。

ルーターの電源がオフの場合はオンにし、Bから操作をやり直してください。

E パスワードにルーターのセキュリティーキーを入力する。

F ［接続］をタップする。

Wi-Fi ルーターへの接続：iOS 端末の場合

ルーターへの接続のまえに、Wi-Fi ルーターの SSID とセキュリティーキー ( 暗号化キー ,	WEP キーなどと
も呼ばれている ) をご確認ください。

手順

A ［設定］をタップする。

B 「Wi-Fi」をタップする。

C 「Wi-Fi」がオフになっている場合は、スイッチをタップしてオンにする。

D 一覧から、接続先の SSID をタップする。

ルーターの電源がオフの場合はオンにし、Bから操作をやり直してください。

E パスワードにルーターのセキュリティーキーを入力する。

F ［接続］をタップする。
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cotodesign Client の起動を確認する

接続ができたら、お客様注文用のクライアント端末を使って	cotodesign	Client	を起動してみましょう。

手順

A Webブラウザーを起動する。

B 次のURL へアクセスする。

http://*******:8080/cotodesign/designer/index.html#client/top
「*******」には、サーバーコンピューターの IP アドレスを入力します。
." P..64「コンピューターの IP アドレスを確認する」

メモ

サーバーコンピューターで cotodesign	Client を起動するときは、次のURL にアクセスしてください。
http://localhost:8080/cotodesign/designer/index.html#client/top

C 画面中央下の［スタート］をタップする。

商品選択の画面が表示されます。
登録してある Template が表示されていることをご確認ください。

cotodesign Order Viewer の起動を確認する

接続ができたら、注文の状態チェック用のクライアント端末を使って	cotodesign	Order	Viewer	を起動し
てみましょう。

手順

A Webブラウザーを起動する。

B 次のURL へアクセスする。

http://*******:8080/cotodesign/designer/index.html#order-viewer
「*******」には、サーバーコンピューターの IP アドレスを入力します。
." P..64「コンピューターの IP アドレスを確認する」

メモ

サーバーコンピューターで cotodesign	Order	Viewer を起動するときは、次のURL にアクセスしてく
ださい。
http://localhost:8080/cotodesign/designer/index.html#order-viewer

コンピューターの IP アドレスを確認する

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。
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B コントロールパネルを開く。

〔スタート〕メニューを右クリックし、〔コントロールパネル〕をクリックする。

C ［ネットワークの状態とタスクの表示］をクリックする。

D ［イーサネット］（または［ローカルエリア接続］）をクリックする。

E ［詳細］をクリックする。

F ［IPv4 アドレス］の数字を確認する。
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66 2..サービスを始める前の準備

他店で同一の印刷サービスを始める

品揃えが大きく変わらない店舗を多店舗展開する場合、モデル店舗の Template と Print	Layout を他の店
舗へ移植するとよいでしょう。
すべての Template と Print	Layout を移植する場合は、バックアップと復元機能を使います。方法につい
ては、「P..73「バックアップをとる」」「P..74「データを復元する」」を参照してください。
ここでは、追加または変更した Template だけを移植する方法をご紹介します。Print	Layout の場合も同
様の操作で移植できます。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

C ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
すでに変更していれば、そのパスワードを入力します。

重要：仮のパスワードは使い続けず変更してください。

." P..71「パスワードの設定」

D Template.をクリックする。

選ばれた Template	が反転して表示されます。
選択できるのは 1つです。複数の Template は選択できません。



店舗の運営準備
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E .をクリックする。

F 保存先のフォルダーを選んでファイル名を入力し、「保存」をクリックする。

G 移植先のコンピューターでアクセスできる場所に、Fで保存したファイルをコピーする。

H 移植先のコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

I cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

J ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックする。

K Template 一覧の. .をクリックする。

L Gで保存したファイルを選び、「開く」をクリックする。
Template	がインポートされ、一覧に追加されます。
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68 2..サービスを始める前の準備

商品の取り付け位置をテーブルに印刷する

商品の取り付け位置をプリンターのテーブルに印刷することで、商品や固定治具を所定の位置にセットし
やすくなります。フラットベットタイプのUVプリンターの場合だけ有効です。
UVプリンターのテーブルの表面を覆うようにシート状のメディアを貼り、そのメディアに Print	Layout	
の配置図を印刷します。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.を起動する。

C 画面右上の. .をクリックする。

D UV プリンターのテーブルに印刷用のメディアをセットする。

1 余白を含め、印刷に必要なサイズのメディアを用意する。

2 テーブルにメディアを取り付ける。
あらかじめ裏面に粘着のりが塗布されているメディアを使ったり、粘着テープで固定したり、ス
プレーのりを塗布したり、取り付け方法はいくつかあります。あとで剥がす可能性を考慮するなど、
条件に合った粘着力および取り付け方法を選んでください。

E Print.Layout.を選び、印刷する。

1 .をクリックする。
2 印刷対象の Print.Layout.をクリックする。
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692..サービスを始める前の準備

3 .をクリックする。

印刷後の商品を確実にお客様へお渡しする

ご注文いただいたものと違う商品を渡してしまわないため、お客様に商品をご確認いただくなどの工夫が
必要となります。ただ、贈り物用のラッピングをご依頼いただいた場合など、その場でご確認いただくこ
とが困難なこともあります。
さまざまなやり方が想定されますが、ここではラベルプリンターを使った方法をご紹介します。たとえば
2部印刷して、１つはお客様の受け取り引き換え用に、１つは商品のタグとして貼り付けるなど、商品の
取り違えのないように工夫してご利用いただくと良いでしょう。なお、ご紹介する方法であれば 100%目
的を達成できるわけではありませんので、あらかじめご了承願います。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B 市販のラベルプリンターから印刷できるようにセットアップする。

Print	Manager	をインストールしたコンピューターにセットアップしてください。
ラベルプリンターをコンピューターに接続したり、プリンタードライバーをインストールしたりしま
す。ご用意いただいたラベルプリンターの取扱説明書に従って作業をしてください。

C cotodesign.Print.Manager.を起動する。

D 画面右上の. .をクリックする。
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70 2..サービスを始める前の準備

E 商品交換票の印刷設定をする。

1 をクリックする。
2 「チケットの印刷を有効にする」をオンにする。

3 受注と同時に自動で印刷するには、「注文受付後自動的に印刷する」をオンにする。

4 「名前」の下向き矢印をクリックし、出力先のプリンターを選ぶ。

5 「チケットサイズ」の下向き矢印をクリックし、印刷する用紙のサイズを選ぶ。

6 商品交換票（チケット）の印刷内容を編集するには、「チケットの編集」をクリックする。
詳細な操作方法については、ヘルプを参照してください。
ヘルプをご覧いただくには、画面右上の をクリックしてください。

7 印刷部数などの設定をするには、「デバイスとプリンターを開く」をクリックする。

8 出力先のプリンターを右クリックし、［印刷設定］をクリックする。
表示された画面で必要な設定をします。

9 ［OK］をクリックする。
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パスワードの設定

ご購入時には仮のパスワードが設定されています。
ソフトウェアの初期設定を済ませたら、パスワードを変更してください。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.のソフトウェアが起動しているときは、すべて終了する。

C cotodesign.Template.を起動する。

1 〔スタート〕アイコンをクリックする。（または、〔スタート〕メニューから〔すべてのアプリ〕
をクリックする。）

2 〔cotodesign〕−〔cotodesign.Template〕をクリックする。

D ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックする。

ユーザー名は「admin」、仮のパスワードは「admin」です。
すでに変更していれば、そのパスワードを入力します。

E 画面右上の. .をクリックする。

F ［現在のパスワード］に現在のパスワードを入力する。

G ［新しいパスワード］に新しいパスワードを入力する。

H ［新しいパスワードを確認］にも新しいパスワードを入力する。

入力したパスワードに誤りがないよう、同じパスワードを 2回入力してください。

I ［変更］をクリックする。

その他の設定
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バックアップをとる

バックアップとは、復元を目的としたファイルの複製のことです。
何らかの異常があって必要なファイルが失われた場合や、誤ってファイルを削除してしまった場合に、バッ
クアップを取った時点の状態に復元することができます。
バックアップは、メリットとデメリットを比較し、計画的に実施する必要があります。バックアップ作業
にかかるコスト（手間）と有事の際の経済損失とを比較して作業頻度を設定します。お客様の注文データ
をなくしてしまったときの信頼損失も考慮します。
ここでは、cotodesign	Print	Manager	を使ったバックアップの方法をご紹介します。バックアップされる
ファイルは、以下のとおりです。

•	 Template

•	 Print	Layout

•	 各種の設定

•	 受注した印刷データ（バックアップ対象に含めた場合）

•	 パスワード（バックアップ対象に含めた場合）

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.を起動する。

C 画面右上の. .をクリックする。

D バックアップを取る。

1 .をクリックする。
2 ［バックアップ］タブをクリックする。

3 必要に応じて「受注印刷データを含む」や「Template のパスワードを含める」をクリック
してオンにする。

4 ［バックアップ］をクリックする。

日常のメンテナンス
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74 3..メンテナンス

5 ［OK］をクリックする。

E 保存先のフォルダーを選び、「フォルダーの選択」をクリックする。

バックアップが始まります。処理が終わるとメッセージが表示されます。
バックアップファイルに拡張子は付きません。
ファイル名＝ CotoDesignBackup+ 年月日時分秒 (YYYYMMDDHHMMSS)

データを復元する

バックアップしてあったファイルを使って、バックアップ時点の状態へ復元することができます。

手順

A サーバーコンピューターを起動し、管理者権限でログオンする。

B cotodesign.Print.Manager.を起動する。

C 画面右上の. .をクリックする。
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753..メンテナンス

D バックアップデータを使って復元する。

1 .をクリックする。
2 ［復元］タブをクリックする。

3 復元方法を設定する。
それぞれの復元項目に対して、「結合」「置き換え」「復元しない」を設定します。
項目によって、選べる復元方法が異なります。

結合 現在のデータと復元データを結合して 1つにまとめます。

置き換え 現在のデータを破棄し、復元データに置き換えます。

復元しない 現在のデータをそのまま残します。

4 ［復元］をクリックする。

5 「結合」を選んだとき、結合方法を選ぶ。
現在のデータと復元データに同名のデータがあった場合、結合方法を選びます。
復元データで上書きする場合は［上書き］をクリック、スキップして現在のデータを残す場合は「ス
キップ」をクリックしてください。

6 復元対象のバックアップデータを指定し、［OK］をクリックする。
復元が始まります。処理が終わるとメッセージが表示されます。
バックアップデータに復元項目が含まれていない場合は復元されず、現在のデータが残ります。
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プリンターのお手入れ

プリンターは定期的にメンテナンスすることで、印刷品質が安定し故障しにくくなります。
お使いのプリンターの取扱説明書を参照し、日常のメンテナンスを行ってください。
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