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1

　夢ぷりんと14をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
　「夢ぷりんと」は様々な印刷物の作成ができるマルチ印刷アプリケーションです。名前や商品用のラベル印刷、バーコードやQRコー
ドの印刷、流し込み機能を利用した宛名やショーカード印刷のほか、フリーレイアウト機能を利用して定型用紙への文書印刷、更に分
割印刷を利用した大判ポスター印刷や長尺風印刷など、幅広い用途でご使用になることができます。
　この操作ガイドでは、夢ぷりんと14の基本的な使い方を説明しています。ご使用前に本書をお読みいただき、夢ぷりんと14をご活
用くださいますようお願い申し上げます。

はじめに

パッケージに含まれるもの

　夢ぷりんと 14 には次のものが同梱されています。不足しているものがないか、ご確認ください。
	 □夢ぷりんと１４製品CD-ROM	 	 1枚
	 □夢ぷりんと１４操作ガイド（本書）	 1冊
	 □シリアル番号のご案内用紙	 	 1枚

動作環境
　夢ぷりんと14を使うためには、以下の環境が必要です。インストールするパソコン環境を、もう一度ご確認ください。

日本語版OS	 	 Microsoft®Windows®８／７（Service	Pack	1以上）／Vista（Service	Pack2以上）	
※最新のWindowsUpdateでアッデートされたもの。	
※Windows®Vistaの 64bit 版には対応しておりません。	
※64ビット版Windowsでは、32bit 互換モード（WOW64）で動作します。	
※文字サイズは［小 -100%（既定）］または［通常のサイズ（96dpi）］でご使用ください。

ハードディスク容量	 	 フルインストール時	400MB	 最小インストール時	50MB

必要メモリ	 	 お使いのOSが推奨する環境以上のメモリ容量	
高解像度の画像を扱う場合は1G以上（64bit 版 OSでは2G以上）が必要です。

対応ディスプレイ	 	 本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ（解像度：1024×768ピクセル
（ドット）HightColor 以上）

対応プリンター	 	 対応OSで動作可能なプリンター
	 	 ※PSプリンターには対応しておりません。
	 	 ※自動両面印刷する場合には自動両面印刷に対応しているプリンターが必要です。

対応カッティングプロッター		 グラフテックCraft	ROBO（CC100−20／ CC200−20）

その他	 	 CD／DVDドライブ	
※TWAIN32ドライバー対応のスキャナー、デジタルカメラに対応しています。	
※この製品をご利用いただくためにはインターネットに接続可能な環境が必要です。
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表記	 説明

	 操作に関連したヒントとなる項目を記述してあります。

	 注意事項を記述してあります。

	 機能や項目の補足説明が記述してあります。

■ヒントについて

注意

TIPS

Hint

※本書の操作説明では、メニューバーによる操作を中心に記述しています。ただし、該当するツールボタンが
　ある場合は、コマンド名の後ろに表示します。
※本書の画面イメージは開発中のものです。製品版では若干異なる場合があります。

表記規則

■メニュー、コマンド、ダイアログボックスについて

表記	 説明

［ファイル］	 メニュー名は、［　］で囲みます。

［ファイル］−［開く］	 コマンド名は、メニュー名の後に［　］で囲みます。
	 続けて行う操作は、［　］−［　］と表示します。

［キャンセル］	 ボタン名は、［　］で囲みます。

［定型］	 タブ名は、［　］で囲みます。

「用紙の置き方」	 項目名は、「　」で囲みます。

表記	 説明

ポイント	 マウスで操作対象を指すことです。

クリック	 マウスのボタンを押して、すぐに放すことです。

ダブルクリック	 マウスのボタンを続けて2回クリックすることです。

ドラッグ	 マウスのボタンを押したままマウスを移動し、目的の位置でボ
タンを放すことです。

■マウスの操作について

表記	 説明

Enter 	 キーはキーの形で記述します。

■キー操作について

　このマニュアルでは次の表記規則に従って記述しています。
　お使いのWindowsの種類やマシン環境によっては、画面表示や操作が一部異なる場合があります。
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ご注意

	◆ 夢ぷりんと 14 は、Windows で使用できるプリンターが設定されていないと、起動することができません。また、流し
込みのデータ読込でMicrosoft	Excel ファイル（.xls ／ .xlsx）を利用する場合は、ODBC ドライバーがインストールされ
ていることが必要です。通常、Microsoft	Excel が起動できる状態であればODBC ドライバーはインストール済みです。

	◆ このマニュアルは、お客様がWindows の基本的な機能や操作方法について理解されていることを前提にしていますの
で、「ファイルを開く」「レイアウトの削除」等のWindows の操作や用語についてご不明な場合は、Windows のヘル
プ等をご確認ください。また、日本語入力システム（日本語 IME 等）やプリンター、スキャナーのセットアップ方法、
操作方法等については、それぞれの製品に添付されているマニュアルをご覧ください。

	◆ フォントは TrueType のみの対応となっております。外字についても TrueType で作成されたもののみとなります。
	◆ 文字コードはUnicode には対応していません。
	◆ 文字サイズは［小 -100%（既定）］、または［通常のサイズ（96dpi）］でご使用ください。それ以外のサイズでご使用になりますと、
画面デザインが崩れたり、文字が表示されない場合があります。

	◆ 印刷では、用紙はお使いのプリンターに対応したものをご使用ください。																																																																																																	
ユーザーシートは、印刷する用紙サイズとプリンターの用紙サイズの設定を合わせないと、印刷がずれる場合がありま
す。また、印刷結果はプリンターの性能に左右されます。画面表示通りに印刷されない場合もありますのでご了承くだ
さい。プリンタードライバーは、プリンターメーカー配布の最新のドライバーをご利用ください。

	◆ 対応用紙の登録は、夢ぷりんと 14 発売当時に販売中のものを対象としていますが、一部廃盤となった型番が含まれてい
ます。

	◆ この操作マニュアルに表示されているパソコン画面では、製品に収録されていないフォントも使用しています。
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セットアップ1
インストール

① 夢ぷりんと14のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライ
ブに入れます。
以降、お使いのOSによって画面や動作が異なります。

●Windows 8の場合

 DVD/CDドライブに夢ぷりんと14のCD-ROMを挿入す
ると、ドライブに対する操作法を選択するための画面が
表示がされるので、その表示をクリックします。その次
に、ディスクに対して行う操作画面が表示されますので、
［Autorun.exeの実行］をクリックします。

❶ パソコンを再起動します。

❷ 管理者（Administrator)アカウントでログオンします。

❸ Windows 8をお使いの場合は、デスクトップ画面を表示
します。

スタート画面からデスクトップ画面への移動は、以下の
方法があります。

1. 『スタート画面』のデスクトップパネルをクリックする。

2. 『スタート画面』の画面左下隅にマウスを移動して、そ
こをクリックする。

3. ［Windows］キーを押す。

夢ぷりんと 14のインストール

インストールの準備

ここをクリックする

［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］
または［続行］ボタンをクリックしてください。

●Windows 7/ Vistaの場合
[自動再生 ]画面が表示されます。
[Autorun.exe]を選びます。
インストーラーが起動し、インストール画面が表示されます。

CD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットし
てもインストールが開始しない場合は、次の操作を行ってくだ
さい。
1. Windows 7/ Vistaでは［スタート］ボタンをクリックして「（マ
イ）コンピュータ」を選びます。
Windows 8では全てのアプリを表示させ、「コンピューター」
を選択します。
2. CD/DVDドライブを示す［Yume14］の上で右クリックして［開
く］選びます。
3. 表示された一覧から［AutoRun.exe］をダブルクリックします。

Hint

② インストーラが起動します。
ウィザードの準備に続き、夢ぷりんと14のインストール画面
が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックしてください。

夢ぷりんと１４
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⑤ インストール先を指定します。
「インストール先のフォルダ」として初期設定値が表示され
ます。インストール先を変更する場合は［参照］ボタンをク
リックしてください。インストールするフォルダを選択し、
［OK］ボタンをクリックすると［インストール先の選択］ダイ
アログボックスに戻ります。
変更する必要がなければ、そのまま［次へ］ボタンをクリック
してください。

ドライブのルートにインストールすると、正しく動作
しない場合があります。また、夢ぷりんと旧バージョンからバー
ジョンアップする場合、絶対に上書き（インストール先として
旧バージョンのインストールフォルダを指定しての）インス
トールは行わないでください。

注意

⑥ セットアップのオプションを選択します。
インストールするハードディスクの空き容量や使用方法によ
り、インストールのオプションを選択してください。それぞれ
のオプションごとに必要なハードディスクの空き容量は、以
下のとおりです。

フォント ： 約 110MB

イラスト ： 約 250MB

すべて ： 約 400MB

オプションを指定したら、［次へ］ボタンをクリックしてください。

シリアル番号は、ユーザーサポートや再インストール時に必
要となりますので、控えておきましょう。

シリアル番号 ：

④ ユーザー情報を入力します。
ユーザー名、会社名、シリアル番号を入力してください。［ユー
ザー名］ボックスには、任意に入力できます。［シリアル番号］
ボックスには、パッケージに同梱されているユーザー情報の
ご案内カードに記載されているシリアル番号を入力してくだ
さい。
入力後［次へ］ボタンをクリックしてください。

③ 使用許諾契約が表示されます。
内容を確認し、「使用許諾契約の全条項に同意します」のラ
ジオボタンをクリックし、［次へ］ボタンをクリックしてくだ
さい。
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⑦ インストールが開始されます。
指定したオプションに基づき、必要なファイルがコピーされ
ます。お使いのコンピュータの性能や選択したオプションに
より、インストール終了までの時間は異なります。
インストール中に［キャンセル］ボタンをクリックすると、作
業を中断できます。

⑧ ユーザー登録を行います。
「インターネット経由でユーザー登録を行いますか？」という
メッセージが表示されますので、ここで登録する場合は［はい］
ボタンをクリックしてください。すると「製品ユーザー登録」
ページが表示されるので、［製品ユーザー登録はこちら］ボタ
ンをクリックして、登録してください。
FAXまたは郵送で登録する場合は、ここでは「いいえ」ボタン
をクリックしてください。そして、インストール終了後に夢ぷり
んと14を起動し、［ヘルプ］－［ユーザー登録用紙］を選択し
ます。するとユーザー登録用紙が表示されるので、ユーザー
登録情報を入力して印刷し、FAXまたは郵送してください。

アンインストールの際には、作成したユーザーシートを
バックアップすることをおすすめします。［ファイル］－［ユーザー
シートを保存］で保存し、再インストール後に［ファイル］－［ユー
ザーシートを取り込む］で元に戻します。バックアップしないで
アンインストールすると、ユーザーシートはなくなります。

Hint

　旧バージョンからバージョンアップするには、以下の手順で
行ってください。

① 夢ぷりんと14をインストールします。
インストール先のフォルダは初期設定のまま変更しないでく
ださい。

② ユーザーシートファイルをコピーまたはコンバートします。
コンバート方法については、次項を参照してください。
ユーザーシートを作成していない場合は、この手順は不要です。

③ 旧バージョンをアンインストールします。
［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］－［プログラ
ムの追加と削除］で削除します。

旧バージョンからのバージョンアップ

旧バージョンをアンインストールすると、ユーザー
シート情報が削除されます。旧バージョンで作成したユーザー
シートを夢ぷりんと14で利用する場合は、上記手順で行って
ください。
　旧バージョンで作成されたファイルは［ファイル］－［開く］
より直接読み込むことができます。夢ぷりんと14で読み込ん
だ旧バージョンのファイルは、［ファイル］－［名前を付けて保
存］を選択して、夢ぷりんと14のファイル（.YPD）として保存
してください。

Hint

「デスクトップにショートカットを作成する。」にチェックを
付けた場合は、デスクトップに夢ぷりんと14のショートカッ
トアイコンが作成されます。
再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してく
ださい。

⑨ インストールを終了します。
［完了］ボタンをクリックしてください。以上でインストール
は完了です。

　旧バージョンで作成したユーザーシート情報は、コンバートす
ることで夢ぷりんと14で使用することができます。コンバート
は以下の手順で行います。

① 夢ぷりんと14のCD-ROMをドライブにセットします。
インストール画面が表示される場合は、［キャンセル］ボタ
ンをクリックしてインストールを中止してください。

② コンバーターを起動します。
CD/DVDドライブ内の次のファイルを開きます。

（CD/DVDドライブ）¥Tools¥Sheet¥YumeConv.exe
Windows 8/ 7/ Vistaの場合セキュリティ警告画面が表示さ
れる場合があります。［実行］ボタンをクリックしてください。

旧バージョンで作成したユーザーシート情報の利用
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⑦ コンバートを終了します。
コンバートの完了のメッセージが表示されるので、［OK］ボ
タンをクリックしてください。コンバートを終了します。
コンバートしたユーザーシート情報は、夢ぷりんと14の用紙
情報の［ユーザーシート］グループに表示されます。

⑤ 対象ファイルのパスを確認します。
再び「ユーザシートファイル指定」ダイアログボックスが表
示され、指定した変換対象ファイルのパスが表示されます。
誤りがないことを確認して［OK］ボタンをクリックします。

⑥ 保存場所を指定します。
変換後ファイルの保存フォルダを指定して［保存］ボタンを
クリックします。

上書きしてよいか、確認するダイアログボックスが表示され
るので［はい］ボタンをクリックしてください。指定したフォ
ルダに変換後のファイルが保存されます。

　［ファイル］－［データ読み込み］を選択して読み込を行い、
Microsoft Excel 形式のデータが読み込めない場合は、ODBCド
ライバをインストールしてください。

① 夢ぷりんと14のCD-ROMをドライブにセットします。
インストール画面が表示される場合は、［キャンセル］ボタ
ンをクリックしてインストールを中止してください。

② ODBCドライバのインストーラを起動します。
「マイコンピュータ」を開き、CD／DVDドライブを開きます。
「ODBC」フォルダの中にある「Setup.exe」アイコンをダブル
クリックします。

ODBC ドライバのインストール

ODBCドライバのインストール画面が表示されます。

既に必要なドライバやファイルがインストールされて
いる場合は、インストールを行わずに［セットアップの完了］ダ
イアログボックスが表示されます。

Hint

③ インストールを終了します。
［セットアップの完了］ダイアログボックスが表示されるので、
再起動の方法を指定して［完了］ボタンをクリックします。パ
ソコンを再起動するとODBCドライバの設定が完了します。

④ 旧バージョンで保存したユーザーシート情報ファイルを
指定します。
「旧バージョンの夢ぷりんとのユーザシート情報ファイルを
指定してください」ダイアログボックスが表示されるので、
ファイルをしていして［開く］ボタンをクリックします。

③「ユーザーシートファイル指定」ダイアログボックスが表
示されます。
「ファイル指定」ボタンをクリックしてください。
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アンインストール

　夢ぷりんと14が不要になった場合は、次の手順でアンインス
トールしてください。

夢ぷりんと 14のアンインストール

アンインストールは、インストールを行ったユーザー
アカウントで行ってください。

注意

① 「コントロールパネル」を開きます。
［スタート］ボタンをクリックして［コントロールパネル］を
選択すると、［コントロールパネル］ダイアロクボックスが
表示されます。

② ［プログラムのアンインストール］をクリックします。
［プログラムのアンインストールまたは変更］ダイアログ
ボックスが表示されます。

③ 「夢ぷりんと14」を選択して、［アンインストール］ボタ
ンをクリックします。

④ 「ユーザーアカウント制御」※1が表示されます。
［続行］ボタンをクリックすると、アンインストールが実行されます。

アンインストールを行っても、レイアウトファイルや
ユーザーシートファイル、フォントは削除されません。不要な
場合は個別に削除してください。

注意

※1 お使いのOSによっては、表示されません。

⑤ ファイル削除の確認メッセージが表示されます。
［はい］ボタンをクリックすると、アンインストールが実行されます。

⑥ ［完了］ボタンをクリックします。

⑦ ［プログラムのアンインストールまたは変更］ダイアログ
ボックスおよび［コントロールパネル］ダイアロクボック
を閉じます。

▼
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画面の説明2
ラベルを作る画面は、夢ぷりんと 14 の一番基本となる画面です。画面上部にあるメニューバーや各種ツー
ルボタン、左にある編集ツールボタンを使って操作を進めます。ツールボタンの位置は自由に変更したり、
夢ぷりんと 14 のウィンドウから切り離すこともできます。また、表示／非表示の切り替えも可能ですので、
よく使うボタン群だけお好きな場所に配置して、より使いやすくカスタマイズできます。

▶メニューバー
ドロップダウン形式で操作コマンドをメ
ニューから選択します。

▶ツールバー
よく使う機能や便利な機能を割り付けたボタン群です。ボタン
をクリックすると、その機能が実行されます。編集中の状況に
よってはボタンが薄く表示されることがありますが、薄く表示
されているボタンはクリックすることができません。
ツールバーは機能によって個別のグループになっていて、そ
れぞれのグルーブごとのボタンを配置し直したり、表示／非
表示を切り替えることができます。

▶編集ツールボタン
文字入力や図形の描画など、編集作業で
よく利用するボタン群です。

▶レイアウト編集画面
ラベルの編集を行う画面です。文字を入力したり、
写真やイラストを配置してデザインを完成させま
す。ラベル用紙を設定している場合、ラベル一枚を
表示する「レイアウト画面」と、ラベルシート全体を
表示する「シート画面」を切り替えて表示できます。

▶オブジェクトリスト
編集中の文字や図形、写真などは、それぞれ一つ一つがオブ
ジェクトというブロックになります。ここでは編集画面に配置
してあるオブジェクトがどのように重なり合っているのかを確
認したり、重なり合いを変更することができます。
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夢ぷりんと14の
画面の種類

■シート表示画面の表示
　ラベルフォームを設定した場合、シート全体を示す画面です。
　シート表示画面では、ラベルの指定やラベルのコピー、移動、
削除のみが可能で、レイアウトの編集は行えません。
　また、この画面で印刷範囲の確認を行います。なお、定形用紙
を設定した場合は表示されません。

レイアウト画面

シート画面

夢ぷりんと14 では、タックシールなどの1枚1枚を「ラ
ベル」と呼び、用紙全体を「シート」と呼んで区別します。

Hint

■レイアウト画面の表示
　ラベルが 1 枚表示されます。画面の白い部分が用紙を示し、
用紙外の部分は淡いグレーで表示されます。
　文字を入力したり図形を描く等のレイアウト作成や、編集を行
う画面です。

■レイアウト画面とシート表示画面の切り換え

シート表示画面へ
　［表示］−［シート表示］ を選択するか、ズームツールバーの

［シート表示］ボタン をクリックします。
　定形用紙を選択している場合には、シート表示画面に切り換
えることはできません。

レイアウト画面へ
　［表示］−［ラベル表示］ を選択するか、ズームツールバーの［ラ
ベル表示］ボタン をクリックします。選択中のラベルが表示
されます。
　編集するラベルをダブルクリックして切り換えることもできます。
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定形用紙などの 1 枚ものの用紙を設定した場合、ラ
ベル切り換え画面は表示できません。

注意

　ラベルの切り替えはシート画面で行いますが、［ラベル切り
替え］ダイアログを表示させることで、レイアウト画面でもラ
ベルの切り替えを行うことができます。
　メニューバーの［ウィンドウ］−［ラベル切り換え］を選択す
ると、［ラベル切り替え］ダイアログが表示されます。
　［ラベル切り替え］ダイアログの斜線部分が、現在レイアウ
ト画面に表示されているラベルです。［ラベル切り替え］ダイ
アログの他のラベルクリックすると、レイアウト画面の表示ラ
ベルが指定したラベルに切り換わります。
　［閉じる］ボタンをクリックすると画面が閉じます。
　再び開くには、［ウィンドウ］−［ラベル切り換え］を選択し
ます。
　この画面は常に画面の手前に表示されるので、編集操作に
邪魔にならない位置に移動しておきましょう。

TIPS ラベル切り替え画面

■データ作成画面の表示
　［ウィンドウ］−［データ作成ウィンドウを開く］を選択します。
　データ作成画面が開きレイアウト画面が左に、データ作成画
面が右に整列して表示されます。
　データ作成画面は流し込み機能を利用する場合に使用しま
す。データ作成ウィンドウに入力されたデータが、それぞれのラ
ベルに 1レコードごとに入力されます。宛名印刷や会員証発行
など、様々な用途で利用できます。
　データはデータ作成画面に直接入力することもできますが、
あらかじめ用意されている CSV 形式や EXCEL ファイル（＊ .xls
／＊ .xlsx）も読み込むことができます。

データ作成画面

■データ作成画面
　流し込みに使用するデータを作成、編集する画面です。作成
したデータはレイアウト画面に流し込んで表示します。

■画面の表示方法の変更
　レイアウト画面と、データ作成画面の両方が開いている場合、

［ウィンドウ］−［重ねて表示］／［上下に並べて表示］／［左右
に並べて表示］／［アイコンの整列］を選択して、画面の表示方
法を変更できます。

■画面の切り換え
　作業をする画面は、画面をクリックし、アクティブな状態にし
ます。［1ウィンドウ］−［レイアウト−名称］／［2 汎用データ−
名称］を選択して切り換えることもできます。

　メニューバーは、各画面ごとに使用できるメニューのみ表示
されます。
　ツールバーは、実行できるボタンだけがクリックできる状態
になります。
　レイアウト画面とデータ作成画面の両方が開いている場合
は、アクティブになっている画面のメニューが表示されます。

TIPS メニューの表示

アクティブウィンドウに関するメニュー

アクティブウィンドウ

■画面の表示倍率
　［表示］−［表示倍率］を選択して、25％／ 50％／ 75％／
100％／ 150% ／ 200% ／ 300% ／ 400% の 8 段階と、用紙の幅、
高さ、全体を基準に表示します。ズームツールバーの［全体表示］
ボタン  をクリックすると、画面の大きさに合わせて画面表示
が変更されます。

■画面の再表示
　［表示］−［再表示］を選択すると、表示倍率はそのままで画

画面の表示
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スクロールして用紙の位置がわからなくなった場合に
は、［表示］－［用紙を中央に配置］を選択すると、用紙が画面
中央に表示されます。

Hint

レイアウト画面に表示される便利な機能

■作業領域
　用紙外の淡いグレーの部分は、「作業領域」と呼び、ブロックを
一時的に移動したり、コメントを入力する場合などに利用します。
　表面は淡いグレーで、裏面は淡い水色で表示します。作業領
域の色は、［環境設定］ダイアログボックスの［表示］タブで変
更できます。詳しくは「11 . ユーザーシートと環境設定」をご覧く
ださい。

■グリッド
　編集の目安となるマス目を表示します。表を作ったり、文字の
先頭を揃える場合などに使います。
　［表示］−［グリッド］−［表示］を選択するたびに、表示、非
表示が切りかわります。［表示］−［グリッド］−［吸着］を選択
すると、吸着のオン／オフが切りかわり、入力、移動などの操作
がマス目に沿って行われます。
　［表示］−［グリッド］−［設定］を選択して、グリッドの表示

作業領域 グリッド

目盛り ガイドライン

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ス
ト

面を更新します。移動や変更を行った時、画面の一部に残像が
残ったり、正しく表示されない場合に実行します。

■ツールボタンによる表示倍率の変更
　ズームツールバーの［拡大表示］ボタン   、［縮小表示］ボ
タン  をクリックしてポインタを虫眼鏡の形にすると、クリック
した位置を中心に、表示倍率を 1 段階ずつ変更することができ
ます。

■画面のスクロール
　画面の右と下に表示されるスクロールバーを使って表示して
いる画面をスクロールします。

間隔を変更します。
　［環境設定］ダイアログボックスで、グリッドの色やパターン
の他、グリッドをブロックの上に表示させたり、表示倍率に応じ
て間引いて表示することができます。

■ガイドライン
　レイアウト画面に編集の基準となる線を表示します。
　［表示］−［ガイドライン］−［追加］を選択するたびに、用紙の
中央に縦、横 1 本ずつのガイドラインが表示されます。または目
盛りが表示された状態で、目盛りからドラッグすることで追加す
ることもできます。
　ガイドラインが表示された状態で、［表示］−［ガイドライン］
−［吸着］を選択すると、吸着のオン／オフが切りかわり、移動
などの操作がガイドラインに合わせて行われます。
　また、ガイドラインは、ドラッグすると任意の位置に移動する
ことができ、画面の外にドラッグすると削除されます。［表示］
−［ガイドライン］−［全削除］を選択すると、すべてのガイドラ
インが削除されます。

グリッドやガイドラインは画面表示のみで、印刷はさ
れません。また、シート表示画面では表示されません。

Hint

■目盛り
　画面の上と左に mm 単位で目盛りが表示されます。
　［表示］−［目盛り表示］を選択するたびに、表示／非表示が
切りかわります。なお、目盛り上にはポインタの位置が細い線で
表示されます。
　なお、目盛りを表示した状態で終了すると次回起動時にも表
示された状態になります。

■オブジェクトリスト
　レイアウト画面に配置されているブロック名が表示されます。
　リスト内のブロック名をクリックすると、レイアウト画面上の
ブロックを選択することができます。下に重なって選択しにくい
ブロックを選択する場合に便利です。
　リストの上から表示されているブロック名の順番に、レイアウ
ト画面で手前から配置されています。ブロック名をドラッグして
順番を入れ換えることで、重ね順が変更できます。

　使用環境により、多くのイメージブロックを貼り付けた場合な
どに、表示速度が極端に遅くなる場合があります。こうした場合
には、［設定］−［環境設定］を選択して、［表示］タブの「表示用
に小さなイメージを使う」にチェックを付けてお試しください。
　画面表示には粗いイメージを使うことにより、画面の表示速
度を速くすることができます。

TIPS 画面の表示速度
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ツールバーの種類と設定

■ツールバーの種類
　夢ぷりんと14には、「標準」、「編集」、「ズーム」、「レイアウト」、

「基本」、「フォント」、「文字配置」、「図形編集」の 8 つのツー
ルバーがあります。はじめて起動した時には、全てのツールバー
が表示されます。

標準ツールバー

［新規ファイル］
ファイルを新たに作成します。

［開く］
既存ファイルを開きます。

［保存］
作業中のファイルを保存します。

［印刷］
ファイルを印刷します。

［印刷プレビュー］
印刷の確認を行います。

［切り取り］
選択ブロックを切り取ります。

［コピー］
選択ブロックをコピーします。

［貼り付け］
クリップボードのデータを貼り付けます。

［削除］
選択ブロックを削除します。

［元に戻す］
作業を 1 つ前の状態に戻します。

［やり直す］
元に戻した作業をやり直します。

ズームツールバー

［100％］
表示倍率を 100％で表示します。

［拡大表示］
画面の表示倍率を 1 段階大きくします。

［縮小表示］
画面の表示倍率を 1 段階小さくします。

［全体表示］
用紙全体を画面に表示します。

［幅を基準］
用紙幅を基準して画面に表示します。

［表示倍率指定］
表示倍率を指定します。

［用紙中央配置］
用紙をレイアウトエリアの中央に配置します。

［ハンドツール］ 
レイアウト画面内でのラベルの位置を移動します。

［前へ］
選択ブロックを 1 つ前に配置します。

［後ろへ］
選択ブロックを 1 つ後ろに配置します。

［左右中央］
選択ブロックを左右中央に配置します。

［上下中央］
選択ブロックを上下中央に配置します。

［グループ化］
複数の選択ブロックを 1 つのブロックにまとめます。

［グループ解除］
選択ブロックのグループ化を解除します。

［ロック］
選択ブロックをロックします。

レイアウトツールバー
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［シート／ラベル切り替え］
シートの全体表示に切り替えます。。

［シート／ラベル切り替え］
ラベルに切り替えます。

［表裏の表示］
裏面に切り替えます。

［表裏の表示］ 
表面に切り替えます。

［データ作成］ 
データ作成画面を開きます。

基本ツールバー

［文字色］
文字色を設定します。

［下線］
選択文字に下線を付けます。

［影］
選択文字に影を付けます。

［ロック解除］
ロックされた選択ブロックのロックを解除。

［標準の比率］
縦横の比率を 100％に戻すことができます。

［和文フォント名］
和文フォントを設定します。

［太字（和文フォント）］
和文フォントを太字にします。

［斜体（和文フォント）］
和文フォントを斜体にします。

［欧文フォント名］
欧文フォント名を設定します。

［太字（欧文フォント）］
欧文フォントを太字にします。

［斜体（欧文フォント）］
欧文フォントを斜体にします。

［フォントサイズ］
フォントサイズを設定します。

フォントツールバー

文字配置ツールバー

［左寄せ］
文字をブロックの左側に配置します。

［中央合わせ］
文字をブロックの中央に配置します。

［右寄せ］
文字をブロックの右側に配置します。

［均等割付］
文字をブロック内で均等に配置します。

［文字にフィットさせる］
現在選択している文字ブロックの枠を文字にフィットさ
せます。

［○、レ点］
○印、レ点記号をレイアウト画面中央に配置します。配
置された○印、レ点は図形部品と同じ動きをします。

［線］
線の種類を設定します。

［線の太さ］
線の太さを設定します。

［線色］
線の色を設定します。

［塗りつぶし］
図形内部の塗り色を選択します。

図形編集ツールバー
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［再表示］
レイアウト画面をリフレッシュします。

［プロパティ］
選択されたブロックの設定画面を表示します。

［ぴったり枠］
所定の記入欄の位置に合わせた文字入力ができ
ます。

［はがき宛名］
はがき宛名印刷ツールを起動します。

編集ツールバー

［ブロック編集］…赤い矢印
ブロックの選択、編集時に使用します。

［縦文字］
縦書きテキスト編集時に使用します。

［横組文字］
横書きテキスト編集時に使用します。

［背景］
背景に配置する画像や色を指定します。

［びゅーあ］
「びゅーあ」を起動します。

［連続作成切り替え］（ON の状態）
連続して描画操作を実行します。

［連続作成切り替え］（OFF の状態）
描画操作を 1 回だけ実行します。

［データ読込］
データ作成ウィンドウに読み込むデータ指定し
ます。

［流し込み枠］
流し込み機能を利用する場合、流し込み枠を
作成します。

［属性変更］
流し込み枠の属性を変更します。

［直線］
直線を描きます。

［四角形］
四角形、角丸四角形を描きます。

［正多角形］
正多角形または星形を描きます。

［円］
円を描きます。

［扇形］
扇形、弓形、円弧を描きます。

［連続直線］
連続直線または閉じた図形を描きます。

［自由線］
連続曲線または閉じた図形を描きます。

［ベジェ曲線］
ベジェ曲線または閉じた図形を描きます。

　各ツールバーの余白部分をドラッグすると任意の位置に移
動することができます。数段になっているツールバーを移動し
てまとめると、レイアウト画面が広がります。

TIPS ツールバーの位置

ツールバー領域内の
任意の場所にドラッグ

ダブルクリック クリック

　また、ツールバーの余白部分をダブルクリックするか、ツー
ルバー領域の外にドラッグすると、フローティングツールバー
となり画面上の任意の場所に配置することができます。フロー
ティングツールバーのタイトルバーをクリックすると、元の位
置に戻ります。
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■ツールバーの設定
　表示するツールバーは、［表示］−［ツールバー］を選択して、

［ツールバーの設定］ダイアログボックスで指定します。
　チェックボックスにチェックが付いているものをツールバー領
域に表示します。

ご使用のパソコンのディスプレイサイズに応じてツー
ルバーの表示／非表示や配置を行うことで使いやすさが向上
します。 
ツールボタンの上にマウスカーソルをしばらく乗せておくと、
ボタンの機能がツールチップ（吹き出し）で表示されます。ボ
タンの意味が解らなくなってしまった時に便利です。

Hint
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夢ぷりんと14を
始めよう3

夢ぷりんと 14 を始める

①	タスクバーの［スタート］ボタンをクリックします。

②	［すべてのプログラム］から［夢ぷりんと14］−［夢ぷり
んと14］を選択します。
Windows	8では、スタート画面から「夢ぷりんと14」ボ
タンをダブルクリックします。
夢ぷりんと 14 が起動し、オープニングの画面に続いて、起
動時の選択メニューが表示されます。

夢ぷりんと 14 の起動

［新しく作成する］ 用紙を選んで新規作成します。

［保存ファイルを開く］ 保存してあるファイルを読み込みます。

［プログラム終了］ 夢ぷりんと 14 を終了します。

①	［新しく作成する］ボタンをクリックします。
［用紙の設定］ダイアログボックスが表示されます。

②	用紙を設定します。
上部には用紙のメーカー名ボタンが並んでいます。用紙メー
カーを選択してから［型番・面付 ] を選択します。

ラベルを新しく作成する

　夢ぷりんと 14 には、3,000 種類以上のラベルフォームが登録
されており、その中から用紙を選びます。また、用紙の置き方や
ラベルの使い方等を指定します。なお、用紙の設定は、レイアウ
トの編集途中や作成後に変更することもできます。

用紙の設定

　用紙の設定は、［用紙の設定］ダイアログボックスで行います。
　［用紙の設定］ダイアログボックスは、起動時の選択メニュー
から［新しく作成する］ボタンをクリックしたとき、ツールボタン
の［新規作成］をクリックしたとき、メニューバーから［ファイル］
−［新規作成］を選択したときに表示されます。

　編集途中で用紙を変更する場合には、メニューバーから［ファ
イル］−［用紙の設定］を選択します。

用紙の設定方法

用紙はメーカ―別、用紙サイズ別で表示することがで
きます。メーカー名ボタンと用紙サイズボタンを組み合わせる
ことで、目的の型番を素早く見つけることができます。
　メーカー名が不明な場合や、ラベルの枚数から用紙を選ぶ
場合等は、検索することができます。詳しくは次項「用紙の検索」
をご覧ください。

Hint

　ダイアログボックスに登録されていない用紙は、［ユーザー
シートの作成］ボタンをクリックし、ユーザーシート作成機能
で作成することができます。詳しくは、「ユーザーシート作成」
をご覧ください。

TIPS 登録されていない用紙を使うには
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①メーカー名を選択します。
用紙は用途別のグループに分類されているので、目的のグループを選択します。
ボタンにマウスポインタを重ねると、グループ名が表示されます。

②シートサイズを指定します。
［A4］［A5］［ハガキ］の指定が
できます。その他のサイズの場
合には、［全て］をクリックして
ください。

③型番を指定します。
スクロールして型番を選びます。
用紙のイメージが表示されるので確認
してください。

④用紙の置き方を指定します。
用紙を縦置きにするか、横置きにするかを指定します。

⑤ラベルのレイアウトを指定します。
シート内のラベルを全て同じレイアウトで作成するか、ラベ
ルごとに別レイアウトで作成するかを指定します。フリーレ
イアウトで作成された用紙は使用できない場合があります。

⑥［OK］ボタンをクリックします。
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　用紙のメーカーが不明な時や目的のラベルが見つからない場
合には、ラベル枚数やラベルサイズなど、細かい条件で用紙を
検索することができます。

①	［用紙の設定］ダイアログボックスの［検索］ボタンをク
リックします。
［用紙情報の検索］ダイアログボックスが表示されます。

②	検索項目を指定します。
検索項目は、1 つの以上の項目を指定します。
複数の項目を指定した場合は、全ての条件を満たす検索を
実行します。

③	［検索］ボタンをクリックします。
［用紙の設定］ダイアログボックスに戻ります。
該当する用紙のグループ以外はグレー表示となり選択できま
せん。

用紙の検索
　レイアウト編集中に、用紙を変更する場合の操作です。

①	［ファイル］−［用紙の設定］を選択します。
［用紙の設定］ダイアログボックスが表示されるので、用紙
の種類や置き方、ラベルのレイアウト方法を変更します。詳
しくは「用紙の設定方法」をご覧ください。

②	［OK］ボタンをクリックします。
用紙の変更を確認するメッセージが表示されます。

用紙の変更

用紙を変更すると、位置が変ったり、はみ出したり、
削除されることがあります。

注意

 をクリックして、条件を選択
します。

ラベルの枚数で検索するときに
指定します。

用紙やラベルのサイズで検索
するときに指定します。

条件が入力できたらクリッ
クします。

検索する枚数を指定します。

用途やラベルの形で検索すると
きに指定します。

検索するサイズを指定します。

検索前の状態に戻すには、［検索解除］ボタンをクリッ
クします。また、全ての用紙を対象として改めて検索を行う場
合には、このボタンをクリックして元の状態に戻してください。

Hint

③	［はい］ボタンをクリックします。
変更した用紙がレイアウト画面に表示されます。
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　A4 等の定形用紙を印刷する場合と、ラベルフォームを印刷す
る場合では指定する項目が異なります。ここでは基本的なレイア
ウトの印刷方法について説明します。詳しくは「10. 印刷とカット」
をご覧ください。

レイアウトの印刷

プリンタードライバは、最新のバージョンをお使いく
ださい。

注意

■印刷できる範囲
　定形用紙やラベルのシート表示画面には、プリンタ設定での
印刷可能範囲を示す赤い点線が表示されます。赤い点線からは
み出している部分は印刷されません。
　プリント＆カットする場合は、カット範囲がトンボで表示され
ます。トンボの内側にブロックを配置してください。

印刷できる範囲

印刷範囲は、ラベルのレイアウト画面では表示されま
せん。

Hint

■プリンタ設定の確認
　印刷可能範囲を示す赤い点線は、プリンタ設定により決定さ
れます。［ファイル］−［プリンタの設定］を選択して、用紙のサ
イズ、印刷の向きを確認します。
　なお、プリンタ設定が用紙に合っていても下側の数 mm がプリ
ンタのー印刷範囲を越えるために印刷できない場合があります。

赤い点線は、プリンターで物理的に印刷できる範囲な
ので、この範囲を広げることはできません｡

注意

　印刷イメージの確認は印刷プレビュー画面で行います。［ファ
イル］−［印刷プレビュー］ を選択するか、標準ツールバーの［印
刷プレビュー］ボタン  をクリックします。
　印刷プレビュー画面で以下の項目を確認します。

■印刷イメージの確認
　レイアウトが印刷範囲に収まっているか印刷イメージを確認
します。［拡大］ボタンで画面の表示倍率を大きくすると、見や
すくなります。

■印刷オプションの確認
　［ファイル］−［印刷オプション］を選択して項目を設定した
場合は、印刷する前に印刷イメージを確認してください。
　印刷するラベルを選択した場合は、印刷指定したラベルのみ
を表示します。連続流し込みを指定した場合は、データを確認
します。
　印刷位置微調整を行った場合や、ヘッダ／フッタを付けた場
合にも表示されます。

■流し込み印刷のページ確認
　流し込み印刷が複数枚に渡る場合は、ページを確認できます。

［次ページ］または［前ページ］でページを送ります。流し込み
データが全てのページで問題ないことを確認してください。

印刷プレビュー

ページ確認は、流し込み印刷の場合のみ有効です。
Hint

　A4、はがき等の定型用紙の印刷は、以下の手順で行います。

①	［ファイル］−［印刷］を選択するか、標準ツールバーの［印
刷］ボタン	 	をクリックします。

［印刷］ダイアログボックスが表示されるので、プリンタ設定
を確認します。

②	印刷部数を指定して、［OK］ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

定型用紙の印刷

赤い点線が印刷範囲です。用紙と合っていない場合
は、プリンタ設定を変更してください。

Hint
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　タックシール等のラベルフォームの印刷方法は、以下の手順
で行います。ラベルの位置を指定して印刷することもできます。

①［表示］−［シート表示］を選択するか、ズームツールバー
の［シート／ラベル表示切り替え］ボタン	 	をクリック
します。
シート表示画面に切りかわるので、赤い点線が用紙と合って
いるかを確認します。

②	［ファイル］−［印刷］を選択するか、標準ツールバーの［印
刷］ボタン	 	をクリックします。

［印刷］ダイアログボックスが表示されるので、プリンタ設定
を確認します。

③	印刷部数と、印刷オプションを指定します。
必要であれば、印刷するラベルを指定したり、連続流し込み
印刷等の指定をします。詳細は「印刷オプションの設定」を
ご覧ください。

ラベルフォームの印刷

④	［OK］ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

　レイアウトが完成したらファイルに保存します。新たにファイ
ル名を付けて保存する方法と、上書き保存する方法があります。
保存したレイアウトを呼び出す手順も説明します。

保存と読み込み

　夢ぷりんと 14 では、保存するファイルを選択することがで
きます。

❶夢ぷりんと 14 ファイル（*.YPE）
夢ぷりんと 14 で作成されたすべてのデータを保存します。ラ
ベルにデザインされたレイアウトファイル、流し込みのために
読み込んだ汎用データの両方を一つのファイルとして保存し
ます。

TIPS 保存されるファイルの種類

❷ レイアウトファイル（*.YLE）
ラベルにデザインされたレイアウトファイルのみ保存します。

❸汎用データファイル（*.YDE）
汎用データに直接入力したデータや CSV ファイル・EXCEL ファ
イルから読み込んだデータを保存します。



22

①「保存する場所」を指定します。
変更する場合は、 をクリックします。

②ファイル名を指定します。

③クリックすると、
保存されます。

　ダイアログボックスを開くと、「保存する場所」の初期値と
して、夢ぷりんと 14 がインストールされているフォルダが表
示されます。保存先を変更する場合は、次の手順で指定しま
す。

TIPS ［名前を付けて保存］ダイアログボックスの操作

　ダイアログボックスを開いたときに表示される「保存する場
所」の初期値は、変更できます。詳しくは、「10. 環境設定」を
ご覧ください。

　作成したレイアウトを新たに保存する場合は、以下の手順で
行います。

①	［ファイル］−［名前を付けて保存］を選択します。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

②	「保存する場所」を指定し、ファイル名を入力します。
ファイル名は「無題」となっていますが、これは名前が付けら
れていないレイアウトであることを示しています。

③	［保存］ボタンをクリックします。
ファイルが保存され、レイアウト画面に戻ります。タイトル
バーには保存したファイル名が表示されます

　作成したレイアウトを新たに保存する場合は、以下の手順で
行います。

①	［ファイル］−［レイアウトファイル保存］を選択します。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

②	「保存する場所」を指定し、ファイル名を入力します。
ファイル名は「無題」となっていますが、これは名前が付けら
れていないレイアウトであることを示しています。

③	［保存］ボタンをクリックします。
ファイルが保存され、レイアウト画面に戻ります。タイトル
バーには保存したファイル名が表示されます。保存された
ファイルには、自動的に「.ylE」という拡張子が付きます。

名前を付けて保存 レイアウトファイル保存

［名前を付けて保存］「上書き保存」では、夢ぷりんと
14で作成した「レイアウトファイル」「汎用データファイル」の
両方が保存されます。「レイアウトファイル」「汎用データファ
イル」の個別での保存はできません。ファイルは独自の形式で
保存され、自動的に「.ypE」という拡張子が付きます。

Hint

［レイアウトファイル保存］で保存されたファイルは、
レイアウト画面でラベルデザインされたファイルだけが保存さ
れます。データ作成ウィンドウから流し込みを利用してあって
もレイアウトファイルだけの保存になり、データ作成で利用し
ている汎用データは保存されません。レイアウトデータと汎用
データファイルの両方を保存したい場合には、［名前を付けて
保存］をから保存してください。

注意

　インストール直後のファイルの保存先は、「（マイ）ドキュメ
ント /CORPUS/ 夢ぷりんと１４/」になります。保存先を指定の
フォルダーに固定することもできます。変更する方法は、「11.
環境設定」をご覧ください。

TIPS デフォルトの保存先

　既に保存してあるレイアウトを開いて変更した場合には、上書
き保存を行います。

①	［ファイル］−［上書き保存］を選択するか、標準ツール
バーの［保存］ボタン	 	をクリックします。

②	上書き保存されます。

上書き保存すると、以前のレイアウトはなくなり、現
在の内容に置き換わります。確認メッセージは表示されません。

注意

上書き保存
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TIPS ［ファイルを開く］ダイアログボックスの初期設定

　保存してある夢ぷりんとファイルを読み込む場合は、以下の
手順で行います。

①	［ファイル］−［開く］	を選択するか、標準ツールバーの［開
く］ボタン	 	をクリックします。
［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。

ファイルの読み込み

　ダイアログボックスを開くと「ファイルの場所」は、最後に
夢ぷりんとファイルを保存したフォルダが表示されます。初期
表示されるフォルダを指定のフォルダーに固定することもで
きます。変更する方法は、「11. 環境設定」をご覧ください。

①「ファイルの場所」を指定します。
変更する場合は  をクリックします。

②ファイルを指定します。 ③レイアウトが 
　表示されます。

④クリックすると、開きます。

ファイルの削除

終了

　夢ぷりんと 14 を終了する場合には、［ファイル］−［夢ぷりん
と 14 の終了］を選択します。
　レイアウトが保存されていない場合は、保存確認のメッセー
ジが表示されるので、必要であればレイアウトを保存します。

夢ぷりんと 14 の終了

③	［開く］ボタンをクリックします。
読み込み可能なファイルは、『夢ぷりんと』のファイルのみ
です。イラストは［挿入］−［イメージファイル］で開きます。

画面右上の［閉じる］ボタン をクリックして終了
することもできます。

「11. 環境設定」で保存ファイルの保存先を指定して
おけば、ファイルの保存先が迷子になることを防ぐことができ
ます。ファイルの保存先をお決めになることをお勧めいたしま
す。

Hint

Hint

　保存してある夢ぷりんと 14 で作成したファイルが不要になっ
た場合、以下の手順で削除します。

①	［ファイル］−［開く］を選択するか、標準ツールバーの［開
く］ボタン	 	をクリックします。
［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。

②	ファイル名を右クリックします。
ショートカットメニューが表示されます。

③	［削除］をクリックします。
確認メッセージが表示されます。

④	［はい］ボタンをクリックします。
ファイルが削除されます。

②	ファイル名を指定します。
指定したファイルのレイアウトが右側にプレビュー表示され
ます。一部表示されないファイルがあります。

夢ぷりんと14で読み込みができるファイルは、夢ぷ
りんと14で保存されたファイルのほか、*.YP1～9、*.YPA、*.YPB、
*.YPC、*.YPDの拡張子のものです。夢ぷりんと14で保存され
たファイルは、従来の夢ぷりんとシリーズでは読み込めません。

注意

「11. 環境設定」で保存ファイルの保存先を指定して
おけば、ファイルは指定したフォルダーに保存されます。不要
なファイルを削除する場合、保存先フォルダーを開いて直接
不要なファイルを削除することもできます。

Hint
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基本操作を覚えよう4
　夢ぷりんと 14 では、入力するデータの種類によりマウスポイ
ンターの形が変わり、それぞれのモードに対応したメニューが選
択できます。

■文字入力モード
　編集ツールバーの［文字］ボタン  をク
リックすると、テキスト編集ポインター " " に変わり、文字を
入力するモードとなります。

■図形描画モード
　編集ツールバーの各図形ボタン  等をクリックする
と、図形描画ポインター " " に変わり、図形を描くモードとな
ります。

■ブロック編集モード
　編集ツールバーの［ブロック編集］ボタン  をクリッ
クすると、ブロック編集ポインター " " に変わり、ブロックを
編集するモードとなります。作成したブロックの操作は、全てこ
のモードで行います。

操作モードと
マウスポインターの形

　文字や図形等の入力データは、「ブロック」という単位で操
作します。各ブロックは独立しており、作成順に上に重なります。

　レイアウトの編集は、対象とするブロックを選択して行いま
す。ブロックの選択は、編集ツールバーの［ブロック編集］ボ
タン  をクリックし、ブロック編集ポインター " " に
変わったら対象ブロックをクリックします。
　ブロックは、入力されたデータの種類により「テキストブロッ
ク」「図形ブロック」「イメージブロック」等があります。

TIPS ブロックとは

実際には次のようになります。
イメージ（下の写真）が「最初のブロック」、黒い角丸四角形（図
形）が「2 番目のブロック」、“風見金魚？”のテキストが「3 番
目のブロック」です。

それを組み合わせると下記のように重なります。

　ウィンドウの右端にはブロックの
重なり合いを示す「オブジェクトリ
スト」が表示されます。イメージが
一番下、四角形が中間、文字が一番
上になっていることがわかります。
詳しい説明はこの章の「オブジェク
トリスト」をご覧ください。



25

4
基
本
操
作
を
覚
え
よ
う

③	文字を入力します。
日本語を入力する場合は、日本語入力モードになっているこ
とを確認します。初期設定では、入力エリアが表示されると、
自動的に日本語入力モードになります。

　入力した文字が入力エリアの幅いっぱいになると、自動的に改
行されます。 Enter  を押すと、その位置で改行できます。行が
いっぱいになると、入力エリアは下に広がります。

自動的に日本語入力モードにならない場合は ､［設定］
−［環境設定］を選択して、［その他］タブで「文字入力時に
IME を起動する」にチェックが付いているかを確認してくださ
い。

Hint

文字の入力

　文字の入力は、以下の手順で行います。レイアウト画面で行っ
てください。

文字の入力

①	最初に編集ツールバーの［文字］入力ボタン	 	
	をクリックします。

　マウスポインターがテキスト編集ポインター " " に変わ
ります。

②	入力する位置をクリックします。
　文字の入力範囲を示す「入力エリア」が点線で表示され、
先頭にはテキストカーソルが点滅します。入力エリアはクリッ
クした位置から用紙の端までとなります。
　あらかじめ入力エリアのサイズを指定したい場合には、ク
リックではなくドラッグすることにより、ドラッグして作成し
た大きさが文字の入力エリアになります。

文字の入力方法

❶ 文字入力モードにします。
編集ツールバーの［文字入力ボタン］
または  をクリックします。

❹ 文字の入力を終了します。
編 集 ツ ー ル バ ー の［ ブ ロ ッ ク 編 集 ］ ボ タ ン 

 をクリックします。

❷ 入力位置をクリックします。
入力エリアが点線枠で表示されて、先頭にはテキ
ストカーソルが点滅します。

❸ 文字を入力します。

▼

▼

▼

　文字ブロックの文字入力方向（縦書き・横書き）は、編集ツー
ルバーのボタンにより指定することができます。
　  ボタンをクリックして入力エリアを作成した場合
は縦書きの入力エリアになり、  ボタンをクリックして
入力エリアを作成すると、横書きの入力エリアになります。
　文字ブロックの入力方向（縦書き・横書き）は、後からでも変
更することができます。

TIPS 縦書きと横書き
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④	編集ツールバーの［ブロック編集］ボタン	 	をク
リックします。
入力した文字が確定し、文字の回りにハンドル（ ■ ）が表示
されます。入力エリアが大きく表示されていた場合でも、文
字の入力されている範囲のみがブロック枠で囲まれます。

表示されるフォントは、使用環境により異なります。
注意

⑤	フォントを変更します。
フォントツールバーの［和文フォント名］ボックスの  をク
リックします。ドロップダウンリストが表示されるので、一覧か
らフォントを選択してください。テキストブロックのフォントが
変更されます。

テキストブロックには和文用フォントと欧文用フォン
トの 2 種類のフォントが設定できます。
　初期設定では、欧文には和文フォントと同じフォントが設定
されていますが、欧文に和文フォントと異なるのフォントを指
定する場合は［欧文フォント名］ボックスの  をクリックしド
ロップダウンリストからフォントを選択してください。

Hint

入力エリア外をクリックするか、 Ctrl + End  を
押すことで、文字を確定することもできます。入力文字が確定
されて、ブロック枠で囲まれた範囲を「テキストブロック」と呼
びます。

Hint

⑦	入力する位置で、①〜⑥の操作を繰り返します。
新しく入力した文字は、別のテキストブロックになります。

編 集ツールバーの［ 連 続 作 成 切り替え］ボタン 
 をクリックすると  に変わり、［文字］ボタン 
 をクリックせずに、入力操作を続けることができます。

Hint

ドロップダウンリストに表示されない文字サイズは、
［フォントサイズ］ボックス内に、直接文字サイズを入力します。
このとき半角数字を使用してください。文字サイズの単位は「ポ
イント」です。0.1 ポイント単位で、最大 999 ポイントまで指定
することができます。

Hint

⑥	文字サイズを変更します。
フォントツールバーの［フォントサイズ］ボックスの  をク
リックします。ドロップダウンリストが表示されるので、一覧
から文字サイズを選択してください。テキストブロックの文
字サイズが変更されます。

夢ぷりんと 14 で利用できるフォントは TrueType フォ
ント（シフト JIS）のみです。OpenType フォントや Unicode には
対応しておりません。

注意
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　［文字にフィットさせる］ボタンをクリックして、文字枠を入
力した文字のサイズに合わせることができます。この方法で
は、上記のように Ctrl  を押しながら文字枠を小さくするよ
り簡単に調整できます。

●入力時のフォントの初期設定を変更するには
　テキストブロックを選択していない状態でフォントを変更す
ると、それ以降に入力する文字はそのフォントになります。ま
た、［文字の設定］ダイアログボックスよりフォントの変更を
行った後に［デフォルト］ボタンをクリックすると次回の夢ぷ
りんと 14 の起動時にも有効になります。

　テキストブロックの文字修正は、以下の手順で行います。

①	テキスト編集ポインタ で修正する文字をクリックします。
文字の回りが点線で囲まれ、テキストカーソルが点滅し、テ
キストブロックが編集状態になります。テキストカーソルは、 

  で移動します。

②	修正や追加の編集を行います。
追加した文字は、確定するとその直前の文字と同じサイズ、
フォント、修飾で表示されます。

文字の修正

　入力したテキストブロックの変更について説明します。

■縦書き・横書き
　横書きのテキストブロックを選択して、［文字］−［縦書き］を
選択すると、横書きのブロックが縦書きになり、縦書きのテキス
トブロックを選択して、［文字］−［横書き］を選択すると、縦書
きのブロックが横書きになります。
　テキストブロックの作成時に編集ツールボタンの  

で、縦書きにするか横書きにするかを指定できます。

入力した文字の変更

文字の編集

● 2 行になってしまった入力文字を 1 行にするには
　以下の手順で、文字枠を変更して行送りの位置を変更します。

①ブロック編集ポインタ で文字をクリックします。

② Ctrl  を押しながら、右辺の中央（縦書きの場合は下辺
の中央）のハンドル（ ■ ）をドラッグします。
マウスの動きに合わせて文字枠の大きさが点線で表示され
ます。

③文字枠の大きさが決まったら、マウスボタンを放します。
行送りの位置が変わります。

TIPS 文字入力で困ったら

②	編集ツールバーの［ブロック編集］ボタンをクリックして	
	または	 	をクリックします。新しいテキス

トブロックを作成したら、標準ツールバーの［貼り付け］
ボタン	 	をクリックします。
あらかじめ作成済のテキストブロック内に貼り付ける場合
は、対象となるテキストブロックをダブルクリックしてくださ
い。

縦書きモードで入力しても、半角の英数字やカタカナ
は縦書きになりません。「１−２−２」のように住所等を縦書き
で入力する場合、「—」は、「長音」で入力してください。また、
算用数字は縦書きに変更しても自動的に漢数字にはなりませ
ん。

注意

■テキストブロックの分割

①	ブロックを分割する文字の範囲を、テキスト編集ポイン
タ でドラッグし、標準ツールバーの［切り取り］ボタン		
	をクリックします。

ドラッグした部分は反転表示し、切り取ると画面から消えます。
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貼り付けた文字は、元のフォント、サイズ、修飾等とは
異なる場合があります。

Hint

■文字単位の修飾

①修飾する文字の範囲を、テキスト編集ポインタ でド
ラッグします。
選択された文字列が反転表示します。

②	フォントやサイズを変更します。
選択範囲の文字のフォントやサイズが変更されます。

ブロック内で文字ごとにサイズが異なる場合、文字
列はベースラインに沿って並びます。通常横書きは下揃え、縦
書きは左揃えになります。中央揃えは、［プロパティ］ボタン 

 をクリックすると表示される［文字の設定］ダイアログ
ボックスの［文字］タブで行います。

Hint

　選択したテキストブロックが単独の場合は、マウスを使って、
確認しながら文字サイズを変更できます。

マウスを使った文字サイズ変更

①	ブロック編集ポインタ でテキストブロックを選択します。
②	黒色のいずれかのハンドル（	■	）をドラッグします。

ハンドル（ ■ ）にマウスポインタを重ねると両方向の矢印
に変わります。そのままドラッグすると、マウスの動きに合わ
せて文字枠が点線で表示されます。
マウスのボタンを放すと、その位置でブロックの大きさが変
わり、それに合わせて文字のサイズも変わります。文字の形
は、文字枠に合わせて横長になったり、縦長になったりする
場合があります。

右上の赤いハンドル（ ■ ）は回転ハンドルで、サイズ
変更はできません。サイズ変更する場合は、 Shift  を押しな
がらドラッグします。

注意

ブロックの角にあるハンドルをドラッグすると、縦横
比を維持したままサイズが変更できます。

Hint

　マウスを使って文字サイズを変更した場合、文字枠に合わ
せて文字の形が縦長または横長に変更されることがあります。
　変更された文字の状態（サイズ、字体）は、文字ブロックを
選択して編集ツールバーの  ボタンをクリックすると
表示される［文字の設定］ダイアログボックスの［文字］タブ
で確認できます。

TIPS 文字の長体と平体

■テキストの挿入
　文字入力モード（ブロック内でテキストカーソルが点滅している
状態）で、［挿入］−［テキストファイル］を選択してファイル名を
指定し、保存してあるテキストファイル（*.txt）を挿入することがで
きます。

　入力したテキストブロックを修飾するには、ブロックを選択し
た状態で、フォントツールバー、または［文字の設定］ダイアロ
グボックスで指定します。

①	ブロック編集ポインタ で、テキストブロックをクリッ
クします。
ブロックが選択状態になります。

②	文字の修飾を設定します。
フォントツールバーの各ボタンをクリックします。
または、編集ツールバーの［プロパティ ] ボタン  をク
リックして、［文字の設定］ダイアログボックスで修飾を設定
してください。

文字の修飾
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　フォントツールバーの［和文フォント名］または［欧文フォント
名］  の  をクリックします。ドロップダウンリ
スト表示されるので、一覧からフォントを選択してください。

■文字サイズ
　フォントツールバーの［フォントサイズ］  の  をクリッ
クします。ドロップダウンリストが表示されるので、一覧から文
字サイズを選択してください。

■文字の色
　フォントツールバーの［文字色］ボタン  をクリックします。
カラーパレットが表示されるので、一覧から色を選択してください。
　パレットを閉じるには、パレット以外の場所をクリックしてくだ
さい。

ツールバーでの修飾

文字は一文字単位で修飾することができます。詳しく
は［文字の設定］をご覧ください。

Hint

パレットにない色を作成することもできます。詳しく
は「11. 環境設定」の「パレットの設定」をご覧ください。

Hint

■スタイル
　スタイルの変更は、以下の各ボタンで設定します。

 ［太字（和文フォント）］ボタン

 ［斜体（和文フォント）］ボタン

 ［太字（欧文フォント）］

 ［斜体（和文フォント）］ボタン

 ［下線］ボタン

 ［影］ボタン

■文字の配置
　文字の配置は、以下の各ボタンで設定します。

 ［左寄せ］ボタン

 ［中央合わせ］ボタン

 ［右寄せ］ボタン

 ［均等割付］ボタン

中央合わせ、右寄せ、均等割付を解除するには、左寄
せを設定してください。なお、文字の配置はブロック単位で設
定します。

Hint
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　文字ブロックのフォントやサイズ、色等の属性のコピーは、以
下の手順で行います。

①	コピー先のテキストブロックを選択します。

②	 Shift 	を押しながらコピー元のテキストブロックを選択
します。

③［文字］−［属性コピー］を選択します。
　［文字属性コピー］ダイアログボックスが表示されます。

文字属性のコピー

サイズ属性は、文字サイズで指定したサイズの種類
がコピーされます。文字サイズの指定が「枠に合わせる」となっ
ている場合は、元のテキストブロックと同じサイズではなく、枠
に合わせたサイズになります。

Hint

　バーメニューから［設定］−［文字の設定］を選択するか、テ
キストブロックを選択して、標準ツールバーの［プロパティ］ボ
タン  をクリックすると、［文字の設定］ダイアログボッ
クスが表示されます。このダイアログボックスでは、さまざまな
修飾が一度に設定できます。設定した修飾は、右下のプレビュー
で確認できます。

［文字の設定］ダイアログボックス

■文字の設定
　バーメニューから［設定］−［文字の設定］を選択すると［文
字の設定］ダイアログボックスが表示されます。フォントツール
バーの各ボタンから設定するより更に詳しい設定や、さまざまな
修飾を一度に設定できます。［文字の設定］ダイアログボックス
については、「［文字の設定］ダイアログボックス」をご覧くださ
い。

半角カタカナには欧文フォントが適用されます。半角
カタカナを使用する場合は、欧文フォントと和文フォントと同じ
に設定してください。

Hint

④	コピーする属性を指定して、［OK］ボタンをクリックし
ます。
チェックを付けた属性がコピーされます。

フォント、スタイル
　和文フォントと欧文フォントを指定できます。欧文フォントは
半角英数文字に適用されます。
　それぞれのフォントに、太字と斜体のスタイルが指定できます。

文字のサイズと文字の配置
　文字の配置を「自動」「枠に合わせる」「指定」「常に標準」か
ら選択します。
　「自動」を選択すると、枠と文字サイズに合わせて自動的に調
整されます。
　「枠に合わせる」を選択すると、横書きでは枠の高さに、縦書
きでは枠の幅に合わせて文字サイズが調整されます。文字数が
多くなると、横書きでは縦長に、縦書きでは横長に表示されます。
　「指定」を選択した場合は、左側の一覧から文字サイズを選
択してください。文字ブロックに収まらないときには、縦長、ま
たは横長で表示されます。
　「常に標準」を選択すると、横書きでは枠の幅に、縦書きでは
枠の高さに合わせた標準の文字サイズに調整されます。

　「等倍で表示する」にチェックをつけると、実際に印刷される
大きさでプレビューを表示します。
　［適用］ボタンをクリックするとダイアログボックスを閉じず
に、現在の設定をテキストブロックに適用します。状態を確認し
ながら設定を変更することができます。

■［文字］タブ

「枠に合わせる」「指定」「常に標準」を選択した場合、
複数行の文字が 1 行に変更されます。

Hint
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字体
　長体率は、標準（縦横比が 1：1）に対しどれだけ細長い字体か
を示し、平体率は、標準に対しどれだけ平たい字体かを示します。
スライダーをドラッグするか比率を入力します。

文字間・行間
　文字間、行間ともに「狭い」「標準」「広い」「任意」から選択
します。
　「任意」を選択した場合はスライダーをドラッグするか、− 50
〜 50% の間で、行間は− 50 〜 100% の間で、1% 単位で指定で
きます。

ベースライン
　ベースラインは、サイズの異なる文字の並びの基準を「標準」

「中央」から選択します。
　「標準」を選択すると、縦書きでは左揃え、横書きでは下揃え
になります。

ブロック内の配置
　文字ブロック内の配置を「左寄せ」「中央合わせ」「右寄せ」「均
等割付」から選択します。

文字のカット属性
　文字を CraftROBO でカットする場合は、「カットする」にチェッ
クを付けます。カット属性を設定したテキストブロックは、文字
色や影の修飾指定は無視され、白抜き文字で表示されます。ま
た、印刷もされません。

フォントツールバーのボックスやボタンで変更した場
合、このタブ内の項目も自動的に変更されます。

Hint

■［文字色］タブ

文字の色
　文字色はカラーパレットから指定します。
　「塗りつぶし」の「単色」はベタ塗り、「パターン」は前景色（パ
ターンの線の色）と背景色（線以外の色）を指定します。
　グラデーションは、色とパターンを指定します。
　［詳細設定］ボタンをクリックすると、詳細に設定できます。

「塗りつぶし」を「グラデーション」および「透明」に
設定した場合は、フォントツールバーの［文字色］ボタン  
からの変更ができなくなります。また、「パターン」に設定した
場合は、［文字色］ボタンでの設定は「パターン色」に適用され
ます。　グラデーションの設定方法について詳しくは、「5. 効果
的に機能を活用しよう」の「グラデーションの設定」をご覧くだ
さい。

Hint

■［影］タブ

影の色・位置・ボカシ
　「影をつける」をチェックすると、影の位置と色が指定できま
す。影の色はカラーパレットで指定します。文字にフチ取りを設
定している場合、「太さをフチに合わせる」のチェックを外すと、
文字のフォントに合わせた影が表示されます。
　影の位置は、水平方向／垂直方向それぞれのスライダーで調
整するか、− 50 〜 50% の間で 1% 単位で指定します。「連動」
にチェックをつけると、水平方向／垂直方向のスライダーが連動
して動きます。
　また、「影のボカシ」グループのスライダーをドラッグするこ
とで、ボカシ具合の強弱を設定することができます。

文字の影は０を基準とし、水平はプラスで右方向、マ
イナスで左方向に影が付きます。垂直はプラスで下方向、マイ
ナスで上方向に影が付きます。

Hint
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■［フチ取り］タブ
　文字のフチ取りを行うことができます。「フチ取り」グループ
でフチ取りを行うかどうか、また、フチの数を選択します。「文
字の外側に複数」を選択すると、複数の色でフチ取りを行うこと
ができます。
　「文字の外側に複数」をチェックした場合は文字の重なりを選
択することができます。文字の重なりは「同じ」「前が上」「後が上」
の３通りから選択することができます。重なり幅はフチ取りの太
さを調節するか、「文字」タブの文字間で調節します。

　

フチ取りの設定を行ったあとから、フチの追加や削除を行った
り、太さや色を変更することもできます。

　文字の設定は、選択したブロックが対象となります。
　ブロックを選択しないで文字修飾操作を行うと、それ以降
に入力するブロックが対象となります。これらの設定は夢ぷり
んと 14 を終了すると、解除されます。
　各タブの［デフォルト］ボタンをクリックすると、夢ぷりんと
14 を終了しても設定が有効となります。

TIPS 文字の設定の対象

設定方法によっては、期待した結果が得られない場合
もあります。詳しくはオンラインヘルプを参照してください。

注意

　文字単位で設定できる項目と、ブロック単位にのみ設定で
きる項目があります。
　以下の設定は、ブロック単位のみ設定可能です。

［文字］タブ 文字間／行間／ベースライン
［修飾］タブ 文字色のグラデーション
［影］タブ 影色のグラデーション
　グラデーションを設定すると、設定されていた文字色、パ
ターン等は無視されます。

同じ

前が上

後が前

■背景色
　文字ブロックの背景色を指定することができます。また、文字
ブロックに余白を指定したり、透明度を指定することもできます。

背景の色
　背景色はカラーパレットから指定します。
　「塗りつぶし」の「単色」はベタ塗り、「パターン」は前景色（パ
ターンの線の色）と背景色（線以外の色）を指定します。
　グラデーションは、色とパターンを指定します。
　［詳細設定］ボタンをクリックすると、詳細に設定できます。

余白
　文字ブロックに対する余白を指定します。
　余白は 0~20mm まで、0.1mm 単位で指定できます。
　透過スライドバーで背景色の透明度を指定します。
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■ラベルに合わせる
　文字枠を編集中のラベルに合わせます。横書きの場合はラベ
ルの幅に合わせ、縦書きの場合はラベルの高さに合わせて、ラ
ベルいっぱいに表示します。
　テキストブロックを選択して、［文字］−［枠サイズ合わせ］−

［ラベルに合わせる］を選択します。

■他のテキストブロックに合わせる
　文字枠を最後に選択したテキストブロックの枠のサイズに合
わせます。横書きの場合は枠の幅に合わせ、縦書きの場合は枠
の高さに合わせます。
　テキストブロックを選択して、［文字］−［枠サイズ合わせ］−［ブ
ロックに合わせる（左基準／中央基準／右基準）］を選択します。
　「左基準」の場合は、ブロックの左端の位置を変更せずに、枠
サイズを合わせます。
　「中央基準」の場合は、ブロックの中央の位置を変更せずに両
端のサイズを変更して合わせます。
　「右基準」の場合は、ブロックの右端の位置を変更せずに、枠
サイズを合わせます。

文字枠のサイズ合わせ

ブロックに合わせる場合、縦書きブロックと横書きブ
ロックを混在して指定することはできません。

注意
余白と透過の状態はプレビュー画面には表示されま

せんが、［適用ボタン］を押すことで、レイアウト画面に反映さ
れます。
余白が設定されている文字ブロックを変形させると、指定され
た余白サイズも変化してしまいますのでご注意ください。
余白のある文字ブロックを編集画面で選択する場合、余白部
分をクリックしても選択できません。文字部分をクリックして
選択してください。

注意

余白設定前の文字は、文字ブロックの枠が文字にフィットして
表示されるので、余白が 0.0mm であることがわかります。

余白を指定すると、指定された余白が文字ブロックの周りに広
がります。
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ぴったり枠の挿入

　所定の様式の用紙の罫線や枠に合わせて文字を入力したいよ
うな場合に、先に文字エリアの枠を作ることができます。

	 ぴったり枠の文字入力の方法や編集方法は、通常の文字
入力と全く同じです。

	 通常の文字ブロックは、一文字も入力されなかった場合、
削除されてしまいますが、「ぴったり枠」だと枠だけを残
すことができます。	

❶ ぴったり枠挿入モードにします。
編集ツールバーの［ぴったり枠ボタン］
をクリックします。

❹ ぴったり枠の作成を終了します。
右クリックで表示されるメニューから［編集終
了］をクリックします。

❷ 入力エリアをドラッグして指定します。
ドラッグすると、始点と終点を対角線とした矩形
が描画されます。この矩形が文字入力枠となりま
す。

❸ 必要な個数分、②を繰り返します。

▼

▼

▼

ぴったり枠の挿入

文字の入力・編集方法

　ぴったり枠は市販の履歴書用紙や、各種届出用紙、送り状、伝
票等、罫線や枠が印刷されている用紙に文字を印刷する際に便
利です。
　印刷された用紙の場合には、スキャンした画像データを、ＰＤ
Ｆファイルの場合は、直接そのＰＤＦファイルを背景にとして設
定できます。背景の設定方法は P.65 背景の設定をご参照くださ
い。

所定の用紙を背景にして枠を作る
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図形の描画

　図形描画は、以下の手順で行います。

図形描画の要領

■正多角形

①	編集ツールバーの［正多角形］ボタン	 	をク
リックします。
［正多角形の設定］ダイアログボックスが表示されます。

②	形状や角数等を指定して、［OK］ボタンをクリックし
ます。
正多角形は、形状として「多角形」を選択し、角数を入力し
ます。
星形は、形状として「星形」選択し、角数と比率を入力します。

③	ドラッグします。
ドラッグ中は図形が点線で表示されます。マウスボタンを放
すと、正多角形が描画されます。

多角形

星型

Shift  を押しながらドラッグすると、各辺が同じ長さ
の図形を描くことができます。

Hint

■直線／四角形／円

①	編集ツールバーの、以下のボタンをクリックします。

図形の描画方法

 ［直線］ボタン

 ［四角形］ボタン

 ［円］ボタン

②	描画する位置でドラッグします。
直線

四角形

円

Shift  を押しながらドラッグすると、以下の図形にな
ります。

直線 水平線または垂直線
四角形 正方形
円 真円

　四角形の場合は、 Shift  を押しながら緑色のハンドル（ ● ）
をドラッグすると、角の丸みを等比率で調整できます。

Hint
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連続直線

ベジェ曲線

■自由線

①	編集ツールバーの［自由線］ボタン	 	をクリック
します。

②	ドラッグします。
ドラッグした軌跡のとおりに線を描きます。ボタンを放すと、
描画は終了します。

space  を押すごとに、連続線と閉じた図形を切り替え
ます。

Hint

　あらかじめ用紙してある図形の一覧から選択することにより、
簡単に図形を描画することができます。

①	メニューバーから［挿入］ー［図形部品］を選択します。
［図形部品の選択］ダイアログボックスが表示されます。

図形部品

③	マウスボタンを放します。
中心から円周に向かって点線が表示されます。

④	始点から時計回りの方向にドラッグします。
扇形を描画する範囲をなぞる様にドラッグすると、円が扇形
に切り取られ、点線で表示されます。
ボタンを放すと、図形が完成します。

space  を押すごとに、扇形→弓形→円弧に切りかわ
ります。

Hint

■連続直線／ベジェ曲線

①	編集ツールバーの［連続直線］ボタン	 	または
［ベジェ曲線］ボタン	 	をクリックします。

②	始点をクリックします。

space  を押すと、開始位置と現在位置が結ばれた図
形（閉じた図形）が描かれ、 space  を押すごとに、線と閉じた
図形を切り替えます。

Hint

⑤	終点でダブルクリックします。
図形が完成します。

Hint
Shift  を押しながらドラッグすると真円ベースの図

形になります。

③	頂点となる位置をクリックします。
始点とクリックした位置が直線で結ばれます。

④	③の操作を繰り返します。
クリックした位置が結ばれた連続直線またはベジェ曲線が点
線で表示されます。操作中に右クリックすると、最後に描い
た線が消去されます。

■扇形

①	編集ツールバーの［扇形］ボタン	 	をクリックし
ます。

②	ドラッグして、円を描きます。
対角線方向にドラッグして、円を描きます。円は点線で表示
されます。
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②	図形部品の一覧から、貼り付ける部品を選択して［OK］
ボタンをクリックします。
ダイアログボックスが閉じて、マウスポインターの先に図形
部品を示す点線枠が表示されます。

③	貼り付ける位置でクリックします。
図形部品が作成されます。

■ 図形全体のサイズ変更

①	ブロック編集ポインター で図形をクリックして選択
します。
直線の場合は、始点と終点の 2 つのハンドル（ ■ ）が表示さ
れます。
直線以外の図形は、周りを囲む 8 つのハンドル（ ■ ）が表示
されます。

②	ハンドル（	■	）をドラッグします。
黒色のハンドル（ ■ ）の上にマウスポインタを合わせると、

ポインターが  に変わります。
ハンドル（■）をドラッグして、サイズや形を変更します。操作
中は図形が点線で表示され、ボタンを放すと変更は終了します。

図形のハンドル操作

Shift  を押しながらドラッグすると、等倍に拡大、縮
小します。直線は、水平線／垂直線になります。
　ハンドルが黒色のハンドル（ ■ ）以外の場合はポインター
の形状が  や  に変わり、サイズ変更はできません。

Shift  を押すことで赤色のハンドル（ ■ ）が黒色のハンドル
（ ■ ）に変わり、緑色のハンドル（ ● ）が一時的になくなりま
す。赤色・緑色のハンドル位置でサイズ変更を行う場合は、  

Shift  を押しながら、黒色のハンドル（ ■ ）をドラッグします。

Hint

図形の編集

　対象となる図形を選択して、図形の編集を行います。
　ブロック編集ポインター  で図形を選択すると、図形の周
りに以下のようなハンドル（ ■ ）が表示されます。

図形のハンドル表示

ブロックを右クリックすると表示されるショートカット
メニューの［詳細編集］をクリックすると、連続直線、自由線、
ベジェ曲線は、各頂点にハンドル（ ■ ）が表示されます。また、
マウスポインターが青い矢印に変わります。
　ブロック以外をクリックすると元に戻ります。

Hint

直線 四角形 多角形

円 扇形 連続直線

自由線 ベジェ曲線
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■線の修飾
　線の種類を変更するには、図形編集ツールバーの［線］

 の をクリックします。ドロップダウンリストが表示
されるので、一覧から線の種類を選択してください。
　線の色を変更するには、図形編集ツールバーの［線色］ボタン 

 をクリックします。カラーパレットが表示されるので、一覧
から色を選択してください。
　線の太さを変更するには、図形編集ツールバーの［線の太さ］ 

 の  をクリックします。ドロップダウンリストが表示
されるので、一覧から線の太さを選択してください。

■塗りつぶし
　図形の塗り色を変更するには、図形編集ツールバーの［塗り
色］ボタン  をクリックします。カラーパレットが表示される
ので、一覧から色を選択してください。
　図形の塗りつぶしのパターンを変更するには、図形編集ツール

バーの［塗りつぶし］  の  をクリックします。ドロッ
プダウンリストが表示されるので、一覧から塗パターンを選択し
てください。

■図形の設定
　バーメニューから［設定］−［図形の設定］を選択すると、［図
形の設定］ダイアログボックスが表示されます。図形編集ツール
バーの各ボタンから設定するより更に詳しい設定や、さまざまな
修飾が一度に設定できます。［図形の設定］ダイアログボックス
については、次項をご覧ください。

ツールバーでの修飾

■連続直線、自由線、ベジェ曲線の変形
　詳細編集で図形の頂点の位置を移動することができます。

①	対象となる図形を選択します。

②	選択した図形を右クリックし、ショートカットメニューの
［詳細選択］をクリックします。
図形の各頂点にハンドル（ ■ ）が表示されます。

③	各頂点のハンドル（	■	）をドラッグします。
ハンドル（ ■ ）にマウスポインタを重ねると  に変わりま
す。この状態でハンドル（ ■ ）をドラッグして頂点の位置を
移動します。操作中は図形が点線で表示されます。
ボタンを放すと変更は終了します。

グループ化の中に含まれる連続直線やベジェ曲線等
の図形については実行できません。

Hint

図形の修飾

　図形の修飾は、以下の手順で行います。

①	ブロック編集ポインター	 	で図形ブロックをクリック
します。
ブロックが選択状態になります。

②	図形の修飾を設定します。
図形編集ツールバーの各ボタンをクリックします。
または、［プロパティ］ボタン  をクリックして、［図
形の設定］ダイアログボックスで修飾を設定します。

Shift  を押しながらドラッグすると、等比率に丸みを
調整できます。また、プロパティで数値を指定して変更するこ
ともできます。

Hint

■四角形の丸みの変更
　四角形の角の丸みを調整することができます。

①	ブロック編集ポインター	 	で四角形をクリックして選
択します。
四角形を囲む 8 つのハンドル（ ■ ）と、角の丸みを調整する
緑色のハンドル（ ● ）が左上の内側に表示されます。

②	緑色のハンドル（	●	）をドラッグします。
緑色のハンドルを選択するとポインターが  に変わります。
ドラッグして丸みを調整します。角の丸みは 4 つとも同じになり
ます。丸みを最小にすると長方形、最大にすると楕円になります。
ボタンを放すと変更は終了します。
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　メニューバーから［設定］−［図形の設定］を選択（または編
集画面の図形をダブルクリック）すると、［図形］を設定するダ
イアログボックスが表示され、図形の関する様々な修飾を設定
できます。

■［線］タブ

［図形の設定］ダイアログボックス

線の種類・色・太さ・フチ取り
　図形のフチ取りを行うことができます。フチ取りグループで

「付けない」をチェックした場合は、線の太さ・色・線の種類を
設定します。線の太さはスライダーをドラッグするか、ポイント
数を入力します。線の色はカラーパレットから選択します。線の
種類は、  をクリックして一覧から選択します。
　フチ取りグループで「付ける」をチェックした場合はフチ取り
の太さや色を設定します。「連動する」にチェックを付けると、
フチ取りリストに登録されているすべてのフチ取りの太さを同時
に変更できます。

■［塗りつぶし］タブ

連続線と閉じた図形の切り替え
　「連続直線／自由線／ベジェ曲線を閉じる」にチェックを付け
ると、連続線を閉じた図形（線で囲まれた図形）に変更できます。

「閉じた図形」でない場合には、色を塗ることができ
ません。
　始点→ 2 点目→ 3 点目→ 4 点目→始点に戻ってダブルクリッ
クという操作で描くと、線で囲まれた図形になり、図形の中に色
を塗ることができません。
　始点→ 2 点目→ 3 点目→ space  を押した後、4 点目をダブ
ルクリックで閉じた図形を描くと色を塗ることができます。

Hint

塗りつぶりの種類と色
　塗りつぶしの種類は、  をクリックして「透明」「単色」「グ
ラデーション」「パターン」から選択し、それについて色を指定
します。
　塗りつぶしの設定は、直線以外の図形について設定できます。

グラデーションの設定方法について詳しくは、「６. 効
果的に機能を活用しよう」の「グラデーションの設定」をご覧く
ださい。

Hint

■［形状］タブ

角の丸み
　四角形の角の丸みを、丸み比率で指定します。

正多角形の形状
　正多角形の場合は、角数を指定します。星形の場合は、角数と
比率を指定します。

扇形の形状
　指定した円周に対して表示する形状を指定します。

フチ取りを設定した場合「フチ取りリスト」（１）に設
定したフチ取りが図形の線となります。
　設定方法によっては、期待した結果が得られない場合もあり
ます。詳しくはオンラインヘルプを参照してください。

注意
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選択したブロックには
ハンドルが表示される

選択していない
ブロック

ブロック編集の
基本操作

■ブロックの選択
　夢ぷりんと 14 では、ブロックごとに編集を行います。
　各ブロックは選択してから編集の操作を行います。選択した
ブロックの回りには、ハンドル（ ■ ）が表示されます。

ブロックの選択と解除

　ブロックを選択した状態で修飾を設定すると ､ 選択したブ
ロック単位の修飾となります。
　ブロックを選択しない状態で設定した場合は、それ以降に
入力するブロックが対象となります。これらの設定は夢ぷりん
と 14 を終了すると、解除されます。
　各タブの［デフォルト］ボタンをクリックすると、夢ぷりんと
14 を終了しても設定が有効となります。

TIPS 図形修飾の対象
■［影］タブ

影の位置と色
　「付ける」をチェックすると、影の位置と色を設定できます。
影の位置は水平方向／垂直方向のスライダーをドラッグするか、
-50 〜 50％の間で、1％単位で指定します。「連動」をチェックす
ると水平／垂直の比率が連動して変更されます。
　影の色はカラーパレットから選択します。

■［矢印］タブ

矢印の種類・角度・長さ
直線および両端を閉じていない連続曲線、自由曲線、ベジエ曲線
には矢印を指定することができます。
　種類・位置は、  をクリックして設定します。位置を「なし」
以外に設定すると角度・長さを設定することができます。

■ブロックの選択方法 その 1
　ブロックを選択するには、対象ブロックをクリックします。
　複数のブロックを選択する場合は Shift  を押しながらクリッ
クします。

■ブロックの選択方法 その 2
　ドラッグすると、その範囲にあるブロックが全て選択されます。

Shift  を押しながらドラッグすると、その範囲に完全に含まれる
ブロックだけが選択されます。

図形にフチ取りを設定している場合、フチ取りを含め
た図形の影が設定されます。

Hint
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複数のブロックを選択している状態では、プロパティ
は表示できません。
　ブロックサイズと回転角度は、ブロックの種類によって編集
できない場合があります。

Hint

■ショートカットメニュー
　ブロックを右クリックすると、ショートカットメニューが表示さ
れます。ショートカットメニューには、編集できる操作項目が表
示されます。

■ 回転ハンドル
　選択したブロックの右上の赤色ハンドル（ ■ ）が回転ハンド
ルです。
　回転ハンドルにマウスポインタを合わせると、ポインターが 

 に変わります。そのままドラッグすると、マウスの動きに合
わせてブロックが回転します。

■ブロックの移動
　選択したブロックをドラッグすると、位置が移動します。複数
のブロックを選択している状態では、選択したブロック全てが移
動します。

ブロックの移動／削除／コピー

ドラッグ操作の途中で Shift  を押すと、移動方向を
垂直方向／水平方向に制限して移動できます。また、    

 を押すと、微調整できます。

Hint

　「流し込み枠の表示」をクリックすると、流し込みブロック枠
以外の文字や図形のブロック枠は表示されません。ｖｖ

■ブロックのプロパティ
　ブロックを選択して、［編集］−［プロパティ］を選択するか、
編集ツールバーの［プロパティ］ボタン  をクリックする
と、各ブロックのプロパティダイアログボックスが表示されます。
このダイアログボックスで、修飾等の設定を行います。
　［位置］タブには、選択したブロックの用紙左上からの位置と
ブロックサイズ、回転の角度が表示されます。

■ブロックの選択方法 その 3
　全てのブロックを選択する場合は、［編集］−［全体選択］を
選択します。

■ブロックの選択解除
　選択を解除するには、ブロック以外をクリックします。［編集］
−［選択解除］を選択して解除することもできます。
　特定のブロックだけ選択を解除するには、 Shift  を押しなが
ら解除するブロックをクリックします。

■ブロック枠の表示
　選択していないブロックの枠を表示する場合は、［表示］−［ブ
ロック枠表示］を選択します。ブロック枠を表示すると、選択し
ていないブロックの枠は薄いグレーの表示になります。

■ブロックの削除
　ブロックを選択して［編集］−［削除］を選択するか標準ツー
ルバーの［削除］ボタン  をクリックすると、ブロックが削除
されます。
　 Delete  を押して削除することもできます。

■ブロックのコピー／貼り付け
　ブロックを選択して、［編集］−［コピー］を選択し、続けて［編
集］−［貼り付け］を選択するとブロックをコピーできます。標
準ツールバーの［コピー］ボタン  をクリックして［貼り付け］
ボタン  をクリックしても同様です。
　コピーしたブロックは、元のブロックの右上にコピーされます。
続けて貼り付けを行った場合は、ブロックが重なる場合があります。

回転ハンドルの位置で拡大／縮小を行う場合は、
Shift  を押しながらドラッグします。赤色ハンドル（ ■ ）が黒

色ハンドル（ ■ ）に変わり、マウスポインターが  になりま
す。

Hint
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複数のブロックを選択した状態では、ブロックサイズ
の変更は行えません。個々に変更を行うか、グループ化してか
ら変更してください。
　右上の赤いハンドル（ ■ ）は、ブロックを回転させるハンド
ルです。

Hint

　図形ブロックやイメージブロックでは、プロパティの［位置］
タブでサイズを数値入力できます（文字に関するブロックにつ
いては指定できません）。
　ブロックサイズが決まっている場合に便利な方法です。

TIPS プロパティダイアログボックスでのサイズ指定

■オブジェクトリストの表示
　画面右側に、オブジェクトリストが表示されます。表示されてい
ない場合は、［ウィンドウ］−［オブジェクトリスト］を選択します。

■ブロックの選択
　オブジェクトリスト内のブロック名をクリックすると、レイアウ
ト画面のブロックを選択することができます。下になって選択し
にくいブロックを選択する場合に便利です。
　また、ブロック名をダブルクリックすると、そのブロックの設
定画面が表示されます。

■ブロックの重ね順の変更
　リストの上から表示されているブロック名の順番に、レイアウ
ト画面で手前から配置されています。ブロック名をドラッグして
順番を入れかえることで、重ね順の変更ができます。

■オブジェクトの表示／非表示切り替え
　ブロック名の左にあるチェックボックスをクリックしてチェッ
クを外すと、レイアウト画面からチェックを外したオブジェクト
を非表示にすることができます。複雑に重なり合ったブロックの
チェックなどに役立ちます。もう一度チェックを付けると表示さ
れます。
　非表示になっているオブジェクトは、印刷されません。

オブジェクトリスト

■任意サイズ変更
　ブロックサイズを変更するには、選択したブロックの各辺の中
央にあるハンドル（ ■ ）をドラッグします。
　テキストブロックは、ブロックの大きさに合わせて文字のサイ
ズが変更されたり、字体が縦長や横長になります。
　図形ブロックやイメージブロックは、ブロックに合わせて図形
やイメージが変形されます。

ブロックのサイズ変更

■等比サイズ変更
　縦横比を変えないでブロックのサイズが変更するには、選択
したブロックの四隅のハンドル（ ■ ）をドラッグします。

コピーされる位置を指定するには、コピーする位置を
クリックしてから貼り付けを行います。 Ctrl  を押しながらド
ラッグすると、マウスボタンを放した位置にコピーされます。
　OLE 形式での貼り付けは、［編集］−［形式を選択して貼り
付け］を選択し、貼り付ける形式を指定します。

Hint
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「全て同じ」でレイアウトしている場合は、いずれか
のラベルを削除すると、全てのラベルが削除されます。

Hint

　ラベル単位でレイアウトしている場合やフリーレイアウトのラ
ベルは、ラベルをコピーすることができます。ラベルのコピーは、
以下の手順で行います。

①	ラベルを選択します。

②	 Ctrl 	を押しながらドラッグします。
Ctrl  を押しながらコピー先のラベルにドラッグすると、コ

ピー先のラベルが斜線表示されます。マウスボタンを放すと
確認メッセージが表示されます。

ラベルのコピー

■水平コピー／垂直コピー／全体コピー
　1 種類のラベルが規則的に並んでいるシートでは、縦方向、横
方向へラベルをコピーできます。

①	ラベルを選択します。

②	［編集］−［水平コピー／垂直コピー／全体コピー］を選
択します。
指定方向の全ラベルにコピーされます。右クリックすると表示
されるショートカットメニューによりコピーすることもできます。

③	［はい］ボタンをクリックします。
ラベルがコピーされます。

右クリックすると表示されるショートカットメニューにより削
除することもできます。シート表示画面での操作

　シート表示画面では、ラベルの切り換えのほか、ラベルのコ
ピーや印刷イメージの確認が行えます。

　ラベル単位でレイアウトしている場合は、ラベルを移動するこ
とができます。ラベルの移動は、以下の手順で行います。

①	ラベルを選択します。

②	ドラッグします。
選択したラベルを移動するラベルにドラッグすると、移動先
のラベルが斜線表示されます。ボタンを放すとメッセージが
表示されます。

ラベルの移動

③	［はい］ボタンをクリックします。
ラベルが移動します。

　ラベルの削除は、以下の手順で行います。

①	ラベルを選択します。

②	 Delete 	を押します。
確認メッセージが表示されます。

③	［はい］ボタンをクリックします。
ラベルが削除されます。

ラベルの削除
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■指定ラベルコピー
　数種類のラベルが規則的に並んでいる場合やフリーレイアウ
トのラベルでは、コピー先を指定してラベルをコピーできます。

①	ラベルを選択します。

②	［編集］−［指定ラベルにコピー］を選択します。
［ラベルの選択］ダイアログボックスが表示され、コピー元
のラベルはピンク色で表示されます。

③	コピー先のラベルを指定します。
コピー先のラベルをクリックします。選択したラベルは水色
で表示されます。

④	［OK］ボタンをクリックします。
指定先のラベルにコピーされます。

「全体コピー」は、複数種類のラベルが混在している
用紙やフリーレイアウトの用紙でも実行できます。

Hint

ラベルのコピーや削除等の操作は元に戻すことがで
きません。移動先やコピー先のラベルがレイアウトされている
場合には上書きされます。

注意

■同一ラベルコピー
　数種類のラベルが規則的に並んでいる場合やフリーレイアウ
トのラベルは、同じ形のラベルにコピーできます。

①	ラベルを選択します。

②	［編集］−［同一ラベルにコピー］を選択します。
選択したラベルと同一サイズのラベル全てにコピーされます。

　用紙には、登録の方法により「固定レイアウト」 「複数ラベ
ルの混在する固定レイアウト」 「フリーレイアウト」の区別が
あり、種類により実行できるコピー操作が異なります。

TIPS 用紙レイアウトの種類

固定レイアウト 複数ラベルが混在するレイアウト

フリーレイアウト
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「びゅーあ」を使おう5
　夢ぷりんと 14 には、多数のイラストが収録されています。こ
れらのイラストは「びゅーあ」によりサムネイル（縮小した画像）
を一覧表示したり、レイアウト画面に取り込むことができます。
また、クリップボードに保存されているイメージファイル、また
はイメージスキャナや Web カメラ等の TWAIN 対応機器からイ
ラストを取り込み、取り込んだイラストの調整ができます。

「びゅーあ」とは
　「びゅーあ」で表示できるイラストの種類は、拡張子が「bmp」

「jpg 」「png」「tif」「gif」「wmf」「emf」「pcd」「pdf」 の
ファイルです。ただし、「jpg」「emf」「tif」「wmf」のファイル
では一部表示できないものもあります。また、アニメーション
GIF には対応していません。

TIPS 「びゅーあ」で表示できるファイル

①	［挿入］−［びゅーあ］を選択します。または［びゅーあ］
ボタン	 	をクリックします。

②	「びゅーあ」が起動し［イラストの選択］ダイアログボッ
クスが表示されます。

「びゅーあ」の起動

選択画面
アルバム保存フォルダーや、独自に作成したイラストな
どのイメージファイルを保存したフォルダを指定します。

（表示されているアルバム名や画像は実際と異なる場合があります）

［アルバム］［フォルダ］［お気に入り］
切り換えタブ

タブをクリックすることにより、
フォルダーを選択したり、「お
気に入り」に登録したイラスト
の選択を行います。

サムネイル表示画面
アルバムや指定フォルダーに含まれる
イラストのサムネイルが表示されます。

「クリップボード」ボタン
他のアプリケーション等でコ
ピーや切り取りを行い、クリッ
プボードに保存されたイメージ
ファイルを取り込みます。

「TWAIN」ボタン
TWAIN 対応機器からイメージ
ファイルを取り込みます。

「プレビュー」ボタン
サムネイルとして表示されてい
るデータを拡大表示します。
サムネイルの上でマウスの右
ボタンを押しても、データが拡
大表示されます。

「イラスト調整」ボタン
サムネイルで選択したイラスト
の調整を行います。
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　インストール時にイラストをにインストールしなかった場合に
は、CD-ROM からイラストデータを取り込みます。
　イラストは、種類ごとにアルバムとして分類されているので、ア
ルバム名を選択することにより一覧表示できます。

①	夢ぷりんと14のCD-ROMをドライブにセットします。

②	アルバム名をクリックします。
アルバムに収録されたイラストのサムネイルが表示されます。
サムネイルのサイズは、「サイズ」のスライドバーをドラッグ
すると変更できます。

③	貼り付けるイラストをクリックして［OK］ボタンをクリッ
クします。

［イメージの選択］画面が閉じて、マウスポインタの先にイラ
ストのブロックを示す点線枠が表示されます。

④	挿入する位置をクリックします。
選択したイラストが挿入されます。

夢ぷりんと14の
イラストを使用する（アルバム選択）

貼り付けるイラストをダブルクリックしても同様に操
作できます。

Hint

　サムネイルで選択したイラストは、［お気に入りに追加］ボ
タンをクリックすると、お気に入りに追加できます。お気に入
りに追加すると、次からはアルバムやフォルダを選択せずに、
取り込みができます。一度に複数のイラストを［お気に入りに
追加］する場合は、［複数画像を追加する］のチェックボック
スにチェックを付けてイラストをお選びください。

TIPS お気に入り

　お気に入りからイラストを削除する場合は、［お気に入り］タ
ブを選択して［お気に入りをクリア］または［お気に入りから
削除］ボタンをクリックします。

　ハードディスクや夢ぷりんと 14 以外の CD-ROM に収録され
たイラストや写真を使用する場合は、以下の手順で行います。ア
ルバム名が登録されていないフォルダーをブックマークとして
登録することもできます。

①	［フォルダ］タブをクリックします。
ボタン名が「アルバム選択」に変わり、選択画面にドライブ
名が表示されます。

②	ドライブまたはフォルダーを指定します。
ドライブまたはフォルダに含まれるイラストがサムネイルと
して表示されます。ドライブやフォルダーの左側の " + " をク
リックすると下層のフォルダーが表示されます。

③	貼り付けるイラストをクリックして［OK］ボタンをクリッ
クします。

［びゅーあ］ダイアログが閉じて、マウスポインターの先にイ
ラストのブロックを示す点線枠が表示されます。

④	挿入する位置をクリックします。
イラストが挿入されます。

その他のイラストを使用する
（フォルダー選択）

市販の素材集CDやDVDに収録されているイラスト
を使用するには、ディスクをドライブにセットしてから［フォル
ダ］タブでCD／DVDドライブをクリックしてください。

Hint

指定のドライブまたはフォルダに「びゅーあ」で表示
できるファイルがない場合には、サムネイルは表示されません。

Hint

貼り付けるイラストをダブルクリックしても同様に操
作できます。

Hint
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　よく使うフォルダはブックマークとして登録すると、すぐに
表示できます。ブックマークとして登録するには、サムネイル
が表示された状態で「追加」ボタンをクリックしてください。こ
こで登録したフォルダは、「編集」ボタンをクリックすると確認
することができます。
　いずれかのブックマークを選択して「ジャンプ」ボタンをク
リックすると、登録されているフォルダにジャンプし、そのフォ
ルダに含まれるイラストのサムネイルが表示されます。

TIPS ブックマークの登録と削除

　CD や DVD のフォルダをブックマークとして登録した場合に
は、必ず登録したディスクをドライブにセットした状態で実行
してください。
　ブックマークは登録した順番に表示されますが、いずれかの
ブックマークを選択して［ ↑ ］［ ↓ ］ボタンをクリックすると、
順番が変更できます。また、ブックマークを選択して［削除］
ボタンをクリックすると、選択したブックマークが削除できま
す。

　夢ぷりんと 14 以外のアプリケーションからイラストを取り込
む場合は、以下の手順で行います。

①	他のアプリケーションでイラストを（クリップボードに）
コピーします。

②	「びゅーあ」のウィンドウで、［クリップボード］ボタンを
クリックします。

［イメージの選択］画面が閉じて、マウスポインタの先にイラ
ストのブロックを示す点線枠が表示されます。

③	挿入する位置をクリックします。
イラストが挿入されます。

クリップボードからのイラストの取り込み

　イメージスキャナや Web カメラ等の TWAIN 対応機器からイ
ラストや写真を取り込む場合は、以下の手順で行います。

①	TWAIN対応機器を接続し、動作する状態にします。

②	［TWAIN］ボタンをクリックします。
使用機器に応じたダイアログボックスが表示されます。

③	イラストや写真の取り込みを実行します。
［イメージの選択］画面が消え、マウスポインタの先にイラ
ストのブロックを示す点線枠が表示されます。

④	挿入する位置をクリックします。
イラストが挿入されます。

TWAIN対応機器からのイラストの取り込み

貼り付けるイラストまたは写真をダブルクリック、また
は通常のウインドウからイラストをドラッグ＆ドロップしても同
様に操作できます。

Hint

TWAIN入力については「6.効果的に機能を活用しよう」
の「TWAIN入力」もご覧ください。

Hint

　どんなにサイズの大きなイラストを選択しても、現在レイア
ウト画面に表示されている用紙（ラベル）のサイズ以上にはな
らないように自動調整されます。

TIPS イラストの貼り込みサイズ

クリップボードから取り込めないイラストもあります。
注意
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効果的に機能を活用しよう6

①	［挿入］−［アートテキスト］を選択します。
［アートテキスト］ダイアログボックスが表示されます。

②文字を入力します。
［文字］タブの「文字」欄に文字を入力し、フォントとサイズ
を指定します。

③	アートテキストの形を指定します。
［形状］タブで曲線文字または変形文字の形をクリックしま
す。形状は右下のプレビューで確認できます。
曲線文字とは、波形や円形等の形に沿わせて並べた文字で、
1文字ずつの形は変わらず文字の並びが変わります。変形文
字とは、台形や扇形等の形に合わせて変形した文字で、形に
合わせて 1文字ずつ変形します。

アートテキストの挿入

アートテキストの対象とすることができるのは 1 行の
横書きの文字列だけです。

Hint

④	文字の修飾を指定します。
［修飾］タブや［3D描画］タブで文字を修飾します。

⑤	［OK］ボタンをクリックします。
［アートテキスト］ダイアログボックスが閉じて、レイアウト
画面に戻り、レイアウト画面にアートテキストブロックを示す
点線枠が表示されます。

⑥	挿入する位置をクリックします。
アートテキストが挿入されます。

3D 描画の指定については、次項をご覧ください。
Hint

①	アートテキストブロックをダブルクリックします。
［アートテキスト］ダイアログボックスが表示されます。

②	項目を編集して、［OK］ボタンをクリックします。
文字の修正や形状の指定を変更する等、各タブで項目を編
集します。

アートテキストの編集

　文字列を丸く並べたり、波形に並べるなど変化を付けたり、台
形や弧形の変形文字を作ることができます。

アートテキスト
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 ■ ［文字］タブ 
　「文字」欄に文字を入力し、フォント、サイズ、スタイルを指
定します。

 ■［形状］タブ
　「曲線文字」または「変形文字」の形を指定します。形状は右
下のプレビューで確認できます。

 ■［3D 描画］タブ
　「3D表示にする」にチェックを付けると、プレビューが表示
されます。値を指定し、奥行きや側面の色を指定します。プレ
ビューをドラッグすると、マウスポインタの動きに合わせて角度
が変化します。

 ■［位置］タブ
　ブロックの位置や回転角度を指定します。［印刷しない］に
チェックを付けると印刷されません。
　なお、このタブは、アートテキストの挿入操作終了後に表示さ
れます。

 ■ ［修飾］タブ 
　文字の色や塗りつぶしの種類、色を指定します。輪郭の太さ
と色を指定するには、「輪郭をつける」にチェックを付けます。 3D 描画のブロックは、操作のたびに画面を再表示し

ます。そのため表示には多少の時間がかかります。

注意
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　挿入したイメージファイル（wmf 形式、emf 形式を除く）は以
下の手順で編集します。

①	ブロック編集ポインタでイメージファイルをダブルク
リックします。
［イメージ］ダイアログボックスが表示されます。

②	各タブで項目を設定して、［OK］ボタンをクリックします。
各タブでの設定方法を以下に説明します。

■［枠］タブ
　「枠をつける」にチェックを付けると、ブロックの回りに枠線
が表示されます。
　枠線は色と太さ（0〜 20ポイント、0は極細）を指定します。

①	［挿入］−［イメージファイル］を選択します。
［イメージファイルの読み込み］ダイアログボックスが表示
されます。

イメージファイルの挿入

　夢ぷりんと14で挿入できる形式は、拡張子が「bmp」「jpg」
「png」「tif」「gif」「wmf」「emf」「pcd」「pdf」のイメージファ
イルです。
　ただし、拡張子が「jpg」「tif」「wmf」「emf」のファイルに
は、表示できない種類もあります。また、アニメーションgif に
は対応していません。

TIPS 挿入できるイメージファイル

イメージファイルの編集

　用途に合わせたイメージファイルを貼り付けて、楽しいレイア
ウトを作成しましょう。挿入したイメージファイルは特定の色だ
けを透明にしたり、登録されている形に切り抜いたりできます。

イメージファイル

②	「ファイルの場所」と「ファイル名」を指定します。
指定したイメージファイルはプレビューで確認できます。

③	［開く］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻り、イメージブロックを示す点線枠が表
示されます。ただし、イメージブロックが大きい場合は、点線
枠が見えない場合があります。

④	挿入する位置をクリックします。
イメージファイルが挿入されます。

　アートテキストブロックのハンドル（■）をドラッグしてサイ
ズを変更した場合、曲線文字と変形文字では結果が異なりま
す。
　曲線文字の場合は、文字サイズは変わらずに、ブロックに合
わせて文字の配置が変わります。文字サイズの変更は、ダイア
ログボックスの［文字］タブでサイズを指定します。

TIPS アートテキストのサイズ変更

　変形文字の場合は、ブロックに合わせて文字のサイズ、形
が変わります。この時、ダイアログボックスの［文字］タブのサ
イズ指定は無効になります。

　ただし、ブロックの四隅のハンドル（■）をドラッグしてサイ
ズ変更すると、どちらの文字の場合でも等倍にサイズ変更さ
れます。
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■［透明］タブ
　「指定色を透明にする」にチェックを付けると、指定した色が
透明になり、下になったブロックが見えるようになります。
　「透明にする色」は 4色まで指定できます。4つの枠から任意
の枠をクリックして、マウスポインタをプレビュー画面に移動す

ると、ポインタがスポイト に変わります。その状態で透明に
する色をクリックすると、選択した枠内に色が設定されます。設
定した結果は、［イメージ確認］タブで確認してください。なお、
「許容範囲」を指定すると、指定範囲が広がります。

■［型抜き］タブ
　イメージを、用意されている55種類の型で型抜きすることが
できます。ダイアログ左部分にある形状一覧から目的の型を指
定すると、右側のプレビュー画面に切抜きの位置やサイズを示
す枠が表示されます。この枠をドラッグして、位置やサイズを調
整してください。型抜きを取り消す場合、一覧左上の四角形を選
択します。[標準に戻す ]ボタンをクリックすると、調整した位置
やサイズが標準の設定に戻ります。

①型抜き形状一覧から型抜き形状を選択します。ここでは
一番上の行、左から二つ目の「円形」を選択してみます。

②プレビュー画面に型抜き形状が表示されますので、ハン
ドルをマウスで操作して、お好みの大きさや位置を指定
します。

③レイアウト画面では、指定された型抜き形状で画像が表
示されます。

背景に重ねたイメージの周りが白く抜かれた場合は、
白色を透明にすると、イメージのみが表示されます。

Hint

プレビューでハンドルをドラッグすることにより、型
抜きの大きさや位置を指定することができます。

Hint
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▶イメージの切り抜き
　あらかじめ登録された型抜き形状以外にも、自由な形状で画
像を切り抜くことができます。

①型抜き形状一覧の下にある［ベジェで指定 ]ボタンをク
リックします。

③切り抜く画像の上でマウスをクリックして、ベジェのポイ
ントを指定します。クリックしたポイントを繋ぐように切
抜きの点線が表示されます。もし、ポイントを間違えて
しまった時には、マウスの右ボタンを押すと最後にクリッ
クしたポイント（ハンドル）が消え、ひとつ前の状態に戻
ります。

⑤形状を閉じた後、作成したポイントを調整したい場合に
は、[編集 ]ボタンをクリックします。

② [ベジェ曲線 ]ダイアログが表示されます。

④最後のポイントでダブルクリックすると、ベジェで指定
した形状が閉じます。

［ベジェ曲線］ダイアログは、ダイアログのフレーム
部分をドラッグすることにより、ダイアログのサイズを変更す
ることができます。

Hint
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■［画質調整］タブ
　イメージの明るさやコントラストの調整、ガンマ補正などを行
います。
　「コントラスト」「明るさ」は、プレビューで確認しながらスラ
イドバーを操作して調整してください。「単色効果」を指定する
と、色調が変更できます。

■［影］タブ
　イメージに影をつけることができます。「影をつける」をチェッ
クすると影の位置と色、影のボカシが設定できます。
　影の位置は「影の位置」グループの水平／垂直スライダーを
ドラッグするか、-50〜50％の間で1％単位で指定します。「連動」
をチェックすると、垂直／水平スライダーが連動して動きます。
　影のボカシは「影のボカシ」グループのスライダーをドラッグ
して指定します。
　影の色はカラーパレットで指定します。

■［特殊効果］タブ
　イメージにさまざまな特殊効果を設定できます。「種類」ボッ
クスで設定する効果を選択し、効果に応じて「パラメータ」グルー
プよりパラメータを設定してください。
　なお、「リセット」ボタンをクリックすることで、特殊効果設定
前の状態に戻すことができます。

⑦［ベジェ曲線］ダイアログに戻りますので、切抜き形状が
よろしければ［OK］ボタンを押します。	
作成したベジェラインをクリアして、最初からやり直した
い場合には、［リセット］ボタンをクリックします。

⑥切抜き形状を指定したときのポイント（ハンドル）が表
示されますので、マウスでドラッグして調整します。すべ
て調整し終わったら、[編集終了］をクリックします。

⑧イメージダイアログに戻りますので、［OK］ボタンをクリッ
クして、レイアウト画面に画像を貼り込みます。
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　ナンバリングは数字を連番印刷する機能です。連続した数字
を印刷するほか、連続したコードの各種バーコードを作成するこ
ともできます。ナンバリング機能を使いこなすためには、ナンバ
リングの書式を理解することが大切です。

ナンバリング

①	［挿入］−［ナンバリング］を選択します。
［ナンバリング］ダイアログボックスが表示されます。

②	［設定］タブで「属性」を指定します。
数字かバーコードを選択します。

③	「書式」を入力します。

■「属性」が数字の場合
　書式は表示方法によって、入力のルールがあります。　
例えば先頭に「0」を表示する場合には、書式の先頭に「0」
を付けます。また、文字を入力すると、その部分は固定値と
なります。

ナンバリングブロックの挿入

■［位置］タブ
　ブロックの位置やサイズ、回転角度を指定します。［印刷しな
い］にチェックを付けると印刷されません。

■［イメージ確認］タブ
　各タブで設定した結果のイメージが確認できます。

■［パターンぼかし］タブ
　イメージの縁をぼかすことができます。「パターンでぼかす」
にチェックを付けて、イメージのぼかしパターンを選択してくだ
さい。「開始位置」スライドバーおよび「透過位置」スライドバー
をドラッグすることで、ぼかし加減を調整することができます。
また、「ぼかしパターンを反転する」にチェックを付けると、選択
したパターンと逆の効果を与えることもできます。
　なお、「リセット」ボタンをクリックすることで、特殊効果設定
前の状態に戻すことができます。

複数のイメージを貼り付けると、動作が遅くなった
り、印刷時に問題が発生する場合があります。こうした場合は、
［設定］−［環境設定］を選択して［表示］タブで「表示用に
小さなイメージを使う」にチェックを付けてください。画面表
示用に粗いイメージを使うことにより動作が軽くなります。
　透明の設定を行ったイメージで透明の部分が真っ黒に印刷
される場合は、プリンタメーカーの提供する最新のプリンタド
ライバにアップデートすることにより解決することがあります。
　型抜きしたイメージの印刷は、プリンタによっては「スプー
ルファイルが作成できません」というメッセージが表示され
たり、印刷開始まで時間がかかる場合や、印刷できない場合
があります。

注意

一部イメージ確認に反映されない設定があります。
注意
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ド」になっていても、正しい書式が入力されていない場合に
は選択できません。

■「属性」がバーコードの場合
　属性でバーコードを選択した場合、書式にはご使用にな
りたいバーコードの種類の書式を入力します。それぞれの
バーコードによって、入力する書式は異なりますのでご注意
ください。
　Code39／128やNW-7のように数字以外のデータを入
力する場合、数字のみのバーコードは「#」のままとします。
0から始まるバーコードは、先頭に「0」を付けて桁数分「#」
を入力します。

④	「初期値」と「増分」を入力します。

■「属性」が数字の場合
　「初期値」は最初の番号で、最大 16桁まで指定できます。
数値をいくつずつ増やすかを「増分」として指定します。

■「属性」がバーコードの場合
　「初期値」に、バーコードの種類に応じたデータを桁数分
入力します。数字と同様に「増分」を指定します。

⑤	属性がバーコードの場合は、オプションを設定します。
［バーコード］タブは、[設定 ]タブで設定した属性が、「バー
コード」の場合の時のみ選択できます。また、属性が「バーコー

　ナンバリングの印刷イメージは、［ファイル］−［印刷オプショ
ン］で、［ナンバリング／流し込み枠］タブの「連続ナンバリン
グを行う」にチェックを付けて、［印刷プレビュー］で確認しま
す。レイアウト画面（シート／ラベル表示いずれも）では全て
のラベルに初期値が表示されます。

ナンバリングの確認TIPS

⑥	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻り、ナンバリングブロックを示す点線枠
が表示されます。

⑦	貼り付ける位置をクリックします。
ナンバリングブロックが挿入され、数字の場合は初期値が、
バーコードの場合はバーコードの初期値が表示されます。

表示するフォント・フォントサイズ・文字色・文字配置・
フォントスタイルを設定することができます。

Hint
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■文字のナンバリング

ナンバリング書式の例

#

数字を表示する

1

1

書式

意味

初期値

増分

A-###

桁数分のスペースを表示する

5

50

No.0####

桁数分のスペースを表示する

1

100

¥#,###

4桁以上で , を表示する

0

500

印刷結果

例1 例2 例3 例4

¥0 ¥500

¥1,000 ¥1,500

¥2,000 ¥2,500

¥3,000 ¥3,500

No. 0001 No. 0101

No. 0201 No. 0301

No. 0401 No. 0501

No. 0601 No. 0701

A－    5 A－  55

A－105 A－155

A－205 A－255

A－305 A－355

1 2

3 4

5 6

7 8

■バーコードのナンバリング

　チェックデジットが付加されるバーコード（JAN-8、UPCA等）
では、チェックデジット（下1桁目）を除いたデータの末尾（下2
桁目）が連番となります。バーコードの種類によっては、チェック
デジットが自動計算されるので、下1桁目が連番にならない場合
があります。
　チェックデジットが付加されないバーコードでは、下1桁目が

TIPS バーコードのナンバリング

連番となります。
　Code39／128やNW-7で連番になるのは数字部分のみです。
「0」から始まる初期値を入力して、「桁数が足りない」旨のメッ
セージが表示される場合は、書式で桁数を指定する必要があり
ます。
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　夢ぷりんと14では数字データを入力するだけで、簡単にバー
コードを作成できます。
　作成できるバーコードの種類は、JAN-8、JAN-13、Code39、
Code128、UPC-A、UPC-E、NW-7、ITFの 8種類です。

バーコード

①	［挿入］−［バーコード］を選択します。	
［バーコード］ダイアログボックスが表示されます。

バーコードの挿入

　バーコードブロックを小さくすると、空白や となり、
表示も印刷もされません。こうした場合、ブロックサイズを
バーコードが表示される大きさに変更してください。
　バーコードは、プリンタの印字結果に左右されるため、プリ
ンタの解像度等によっては、バーコードリーダーで読めない場
合があります。その場合は、バーコードブロックのサイズを大
きくするか、別のプリンタで印刷してください。バーコードブ
ロックを回転したり、ブロックサイズを小さくすると、リーダー
で読めないことが多くなります。
　次項の「バーコードの設定項目」に記載されている数値は、
入力の制限範囲です。バーコードリーダーでの読み取り保証範
囲ではありません。
　ITFバーコードを標準物流シンボルとして使用する場合は、
拡張バージョンの16桁となります。「枠を付加（物流用）」に
チェックを付けると、外枠（ベアラーバー）が表示されます。

TIPS バーコードについての注意点

②	「バーコードの種類」を指定します。

③	「コード」にバーコードの値を入力します。
数字、英大文字はキーボードで入力します。チェックデジッ
トは自動計算されて付加されるので、値はチェックデジット
を除くコードのみを入力してください。
Code128の特殊コードは、表示されるリストボックスから選
択し、ダブルクリックして入力します。入力されると「ﾛ」と表
示されます。

バーコードの種類に応じてオプションを指定することもでき
ます。｢バーコードの高さ｣や「細いバーの幅」は自動設定さ
れるので、特に変更がなければ指定する必要はありません。

④	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ると、バーコードブロックを示す点線枠
が表示されます。

⑤	貼り付ける位置をクリックします。
バーコードが挿入されます。

バーコードの種類により入力できるデータの桁数や文
字が異なります。詳しくは次項の「バーコードの設定項目」をご
覧ください。

Hint

作成されたバーコードは、黒色で印刷されます。任意
の色を指定することはできません。

注意
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バーコードの設定項目

コード
　　

高さ

細いバーの幅

テキスト

数字のみ入力可（チェックデジットは自動計算され付加されます）
JAN-8：7桁／JAN-13：12桁

0.1cmから100cmの範囲内

0.1mmから25mmの範囲内

チェックデジットも出力します

JAN-8 ／ JAN-13（チェックデジット必須）

コード
　　

高さ

細いバーの幅

比率

テキスト

数字・大文字のアルファベット及び「.」、「 」（スペース）、「$」、
「/」、「+」、「-」、「%」の入力可　　最大32桁

0.1cmから100cmの範囲内

0.1mmから25mmの範囲内

2.5～3.0

チェックデジットは出力しません

Code 39（チェックデジットオプション指定）

コード
　　

高さ

細いバーの幅

比率

テキスト

数字・及び「.」、「:」、「$」、「/」、「+」、「-」の入力可　　最大32桁
コード前後には必ず「A」「B」「C」「D」のいずれかを付加

0.1cmから100cmの範囲

0.1mmから25mmの範囲内

2.5～3.0

前後に付加したコードが小文字の場合、大文字に変換されます

NW-7（CodaBar）

コード
　
　

高さ

細いバーの幅

テキスト

数字・大文字・記号・特殊コードの入力可　　最大32桁
特殊コードは右に表示されるリストボックスから選択します。表示は「ﾛ」になります。
Code AとCode Bに対応します（Shiftコードはサポートしていません）

0.1cmから100cmの範囲

0.1mmから25mmの範囲内

チェックデジットは出力しません
特殊コードは「・」と表示されます

Code 128（チェックデジット必須）

コード

高さ

細いバーの幅

テキスト

数字のみ入力可　　11桁（チェックデジットは自動計算され付加されます）

0.1cmから100cmの範囲内

0.1mmから25mmの範囲内

チェックデジットも出力します

UPC-A（チェックデジット必須）

コード

高さ

細いバーの幅

テキスト

数字のみ入力可　　6桁　　（チェックデジットは自動計算され付加されます）

0.1cmから100cmの範囲

0.1mmから25mmの範囲

チェックデジットも出力します

UPC-E（チェックデジット必須）

コード

高さ

細いバーの幅

比率

テキスト

数字のみ入力可　最大32桁　（チェックデジットは自動計算され付加されます）

0.1cmから100cmの範囲

0.1mmから25mmの範囲

2.5～3.0

チェックデジットも出力します

ITF（Interleaved2of5）　（チェックデジット必須）
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①	［挿入］−［QRコード］を選択します。
［QRコード］ダイアログボックスが表示されます。

QR コードの挿入

①	［挿入］−［カスタマバーコード］を選択します。
［カスタマバーコード］ダイアログボックスが表示されます。

②	「郵便番号」を入力します。
3桁− 4桁を半角数字で入力します。

③	「住居表示番号」を入力します。
日本郵政公社の「郵便番号制マニュアル」の要領で、住居表
示番号を半角で入力します。このとき「基準サイズ」を指定
することができます。基準サイズは 8ポイントから11.5ポイ
ント相当の範囲で指定します。

カスタマバーコードの挿入

　二次元バーコードのQRコードを作成できます。

QR コード

④	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ると、カスタマバーコードブロックを示す
点線枠が表示されます。

⑤	挿入する位置をクリックします。
カスタマバーコードが挿入されます。

　コードを入力して、郵便番号バーコードを作成できます。

カスタマバーコード

カスタマバーコードブロックのサイズ変更は、基本サ
イズの範囲でのみ変更されます。この範囲を超えると、ブロック
だけがサイズ変更されます。

Hint

■住居表示の場合

■住居表示未実施の場合

カスタマバーコードの例

夢ぷりんと 14 では住所から番号を自動抽出すること
はできませんので、値を入力してください。また、バーコード情
報の抜き出しにはルールがありますので、日本郵政公社の「郵
便番号制マニュアル」を参照してください。なお、住居表示番
号の 13 桁を超えた部分は切り捨てられます。

注意
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②	QRコードの用途を入力します。
DoCoMo・Softbank(au)・汎用より指定できます。
汎用の場合、携帯電話種類とは関係なく、データ入力された
テキストに何も付加せずにQRコードを生成します。

③	機能を選択します。
アドレス帳登録、メール連携、WEB登録、テキスト文書より
選択します。

④	データを入力します。
「データ入力」に、選択した機能に合わせた項目が表示され
ます。各項目のデータを入力してください。なお、機能により
入力必須項目が異なります。以下を確認してください。

・「アドレス帳登録」	 DoCoMoは、名前、フリガナ、TEL1
が必須です。SoftBank/auは、いず
れか1項目以上の入力が必要です。

・「メール連携」	 ……… メールアドレスが必須です。
・「ブックマーク」	 …… URLが必須です。
・「テキスト文書」	 …… 1文字以上の入力が必要です。

⑤	QRコードの大きさを指定します。
小・中・大・任意から指定できます。QRコードの大きさを「任
意」と指定すると、［詳細設定］の入力が可能になります。「登
録文字に応じて自動補正をする」にチェックを付けると、入
力した内容に合わせて、自動的にQRコードの大きさを調整
します。

⑥	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ると、QRコードブロックを示す点線枠が
表示されます。

⑤	挿入する位置をクリックします。
QRコードブロックが挿入されます。

■ DoCoMo の場合
・名前	……………… スペース、半角英数字、半角記号、半角

カナ、全角文字
・フリガナ	 ………… スペース、半角英数字、半角記号、半角

カナ

QR コードの設定項目の制限

・TEL1／ TEL2	 …… 半角の「#」「*」「-」「,」、半角数字、1〜
24文字まで

・Eメール1／Eメール2	… 半角 64文字まで
・メモ	 ……………… 改行コード、スペース、半角英数字、半角

記号、半角カナ、全角文字

■ SoftBank ／ au の場合
・名前	……………… 全角カナ、半角カナ換算で 24文字まで
・フリガナ	 ………… 全角カナ、半角カナ換算で 24文字まで
・TEL1／ TEL2	 …… 半角 36文字まで
・Eメール1／Eメール2	… 半角 60文字まで
・メモ	 ……………… 制限なし

自動調整の結果や任意設定した内容が入りきらない場
合は、エラーメッセージが表示されます。

Hint

設定項目の制限は、端末の仕様により変更になる場合
があります。

注意

上記の文字種のコード範囲は以下の通りです。

・改行コード	………… 0x0A、0x0D
・スペース	…………… 0x20
・半角英数字、半角記号	 … 0x21〜 0x7E
・半角カナ	…………… 0xA0〜 0xDF
・全角文字	…………… 0x8140 〜 0x9FFC、0xE040 〜

0xEAA4

Hint

[ 機能 ] で [ アドレス帳登録 ] を指定した場合、対象と
する携帯電話会社に合わせて、QR コードを作成してください。
携帯電話会社が不明の場合は、汎用で作成します。ただし、印
刷物の状態や携帯電話の条件によっては、うまく読み取れない
場合があります。
　読み込んだデータは端末の電話帳に登録されますが、端末
の電話帳の文字数制限により削除される部分が発生する場合
があります。電話帳に読み込める文字数は、各携帯電話の取扱
説明書で確認ください。
　印刷した QR コードの精度は、プリンターの印字結果に左右
されるため、プリンターの解像度や用紙の種類やインクのにじ
み等によっては、読めない場合があります。その場合は、サイズ
を大きくしたり、誤り訂正レベルを上げることで、読み込みでき
る場合があります。
　作成された QR コードは、黒色で印刷されます。任意の色を
指定することはできません。

注意
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表罫線

①	メニューバーより［挿入］−［表罫線］を選択します。
［表罫線］ダイアログボックスが表示されます。

②	行数と列数を入力します。

③	セルの色や罫線の種類等を指定します。

④	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻り、表罫線ブロックを示す点線枠が表示
されます。

⑤	挿入する位置をクリックします。
表罫線が挿入されます。

表罫線の作成

■行数や列数の変更
　行数や列数を変更する場合は、表罫線ブロックをクリックして
選択し、標準ツールバーの［プロパティ］ボタン	 	をク
リックします。行数／列数を変更すると、ブロックサイズはその
ままで、行数と列数が変更されます。

表罫線の編集

■罫線の編集
　罫線を編集するには、表罫線ブロックをダブルクリックしま
す。ブロックの周りが斜線表示になり、ポインターが青くなりま

　罫線の移動は、罫線をドラッグすることにより行います。罫線
の色や種類を変更するには、罫線を選択して、基本ツールバー
の［プロパティ］ボタン	 	をクリックします。［罫線の設定］ダ
イアログボックスが表示されるので、色や種類を変更して［OK］
ボタンをクリックします。
　表罫線ブロック以外をクリックするか、右クリックすると表示
されるショートカットメニューから［罫線編集の終了］を選択す
ると、編集を終了します。

■セルの編集
　表罫線ブロックをダブルクリックすると、ブロックの周りが斜
線表示になります。また、ポインターが青色になりセル単位での
編集ができる状態になります。
　セルをクリックすると、セルが反転表示されるので、標準ツー
ルバーの［プロパティ］ボタン	 	をクリックします。す
ると［罫線とセルの設定］ダイアログボックスが表示されるので、
セルの色やその周りの罫線の設定を変更して［OK］ボタンをク
リックください。

　縦横の連続したセルをドラッグすると複数セルを選択するこ
とができます。複数のセルを選択している場合は、セルの結合
ができます。右クリックしてショートカットメニューから［セルの
結合］を選択します。結合を解除するには、［セルの結合解除］
を選択します。

すので、編集する罫線をクリックして選択します。
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暦

①	［挿入］−［暦］を選択します。
［暦］ダイアログボックスが表示されます。

暦ブロックの挿入

印鑑

①	［挿入］−［印鑑］を選択します。
［印鑑］ダイアログボックスが表示されます。

②	「氏名／会社名」を入力します。
入力した文字がプレビューに表示されます。改行するには
Enter を押します。

③	フォントや文字の設定を行います。
文字に合わせて文字サイズは自動的に調整されます。

④	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ると、印鑑ブロックを示す点線枠が表示
されます。

⑤	挿入する位置をクリックします。
印鑑ブロックが挿入されます。

印鑑ブロックの挿入

印鑑ブロックの編集

　印鑑には以下の制限事項があります。
・半角文字は使用できません。全角文字に変換されます。
・欧文フォントや、半角文字しか持たない和文フォント（POP
の数字書体等）は使用できません。

TIPS 印鑑の制限

■文字の設定の変更
　印鑑ブロックをダブルクリックすると、［印鑑］ダイアログボッ
クスが表示され、設定を変更できます。
　文字サイズを変更できますが、枠の中に収まる最大サイズで表示
されるため、必ずしも指定したポイントにはならないことがあります。

　［位置］タブでブロックのサイズを指定すると、指定した大き
さの印鑑が作成できます。

■マウスによるブロックサイズの変更
　ブロックの四隅のハンドル（■）をドラッグすると、枠と文字

の縦横の比率を保ったままブロックサイズを変更できます。
　各辺中央のハンドル（■）をドラッグして枠を縮めると、文字
サイズは枠の大きさに合わせて小さくなります。枠を大きくする
と、文字サイズは変わらずに枠だけが大きくなります。

表罫線の中に文字を配置するには、文字ブロックを挿
入します。

Hint

挿入した印鑑は、約 16.5 ミリのサイズになります。
Hint

横書き 角印 色を反転
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■設定の変更
　暦ブロックをダブルクリックすると［暦］ダイアログボックス
が表示され、設定を変更できます。

■休日の設定
　日曜日と祝日は休日として設定されていますが、これ以外を休
日として設定する場合は、［暦］ダイアログボックスの［休日の
設定］ボタンをクリックします。すると［休日の設定］ダイアログ

暦ブロックの編集

②	日付を設定します。
［日付設定］で作成する年月を指定すると、プレビューが更新
されます。年月は、2001/01〜 2037/12の範囲で指定できます。

③	配置や曜日の表示方法等を設定します。
［書式設定］で配置や月表示、曜日表示の方法を設定します。
「週の先頭を月曜日とする」にチェックを付けると、月曜日か
ら始まるカレンダーになります。［休日の設定］で独自の休日
を指定できます。設定内容はプレビューで確認してください。

④	［文字］タブをクリックして、フォントや色等を設定します。
年月、曜日、日付ごとに、フォントとスタイルを指定します。
また、年月と日付は色も指定できます。
枠のあるデザインを指定した場合は、枠の色や枠内の塗り色
を指定します。

⑤	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ると、暦ブロックを示す点線枠が表示さ
れます。

⑥	挿入する位置をクリックします。
暦ブロックが挿入されます。

■サイズの変更
　暦ブロック内の文字のサイズはブロックの大きさに合わせて
自動的に調整されます。
　ブロックの四隅のハンドル（■）をドラッグすると、枠と文字
のサイズが等倍で拡大／縮小されます。各辺中央のハンドル
（■）をドラッグして枠の大きさを変更すると、枠の形が変わり、
枠に合わせて文字サイズが設定されます。枠を縦方向に伸ばす
と、文字サイズはそのままで枠だけが縦に広がります。

ボックスが表示されるので、日付と名前を入力し、［追加］ボタ
ンをクリックしてください。
　次にリストに追加されたことを確認して［OK］ボタンをクリッ
クします。

暦ブロックは 1ブロックとなりるので、年月の位置だ
け、日付の位置だけを移動するといった編集はできません。

Hint
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①	［挿入］−［TWAIN入力］を選択します。
使用機器に応じた取込ダイアログボックスが表示されます。

②	読み込みの設定をします。
読み込み方法については、使用機器の説明書をご覧ください。

③	読み込みを実行します。
ダイアログボックスが閉じてレイアウト画面に戻り、マウス
ポインタの先にイメージのブロックを示す点線枠が表示され
ます。

④	挿入する位置をクリックします。
イメージが挿入されます。

TWAIN 入力

　読み込みの解像度が高い場合や読み込む範囲が大きいと、
ファイルサイズが大きくなり、使用しているパソコンによって
は操作が遅くなったり、途中で停止する場合があります。また、
取り込んだイメージが空白のブロックになり、画像が表示され
ない場合があります。TWAIN入力で画像を取り込むことがで
きない場合は、一旦スキャナ付属のソフト等で取り込み、夢ぷ
りんと14対応のイメージファイル形式で保存して、［挿入］−
［イメージファイル］を選択して挿入してください。
　ウィザードの途中で TWAIN入力をすることはできません。
この場合も、一旦イメージファイルに保存して、［挿入］−［イ
メージファイル］を選択して挿入してください。

TIPS TWAIN入力について

　画像のファイルサイズは、スキャナ取り込み時の解像度と
倍率によって決まります。
　解像度が高いほど画像はきれいですが、イメージのサイズ
が大きくなります。印刷する場合はプリンタとの関係により、
処理が遅くなる等の影響が出ることがあります。スキャナは1
ドットで色や階調を表現しますが、プリンタは複数ドットで色
や階調を表現します。例えばインクジェットプリンタはCMYK4
色で1ドットを印字するので、プリンタの解像度はスキャナの
解像度より大きくなります。
　印刷する際の画像の解像度は、実際にはプリンタ解像度の
1/3から1/4 程度で十分であり、家庭向けの一般プリンタに出
力する場合であれば、240dpi 相当で十分であるといわれてい
ます。
　また、画像の一部をラベルに使用する場合は、全体をスキャ
ンせず、切り出し機能で必要な部分のみの画像を取り込むこ
とをおすすめします。
　スキャナの場合は取り込み時に解像度を変更します。デジ
タルカメラは撮影モードを変更します。

TIPS 取り込み解像度の目安

①	［設定］−［TWAIN設定］を選択します。
［ソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

②	TWAINドライバを設定します。
利用するTWAINドライバを指定し、［選択］ボタンをクリッ
クします。
なお、この操作は、対象機機をはじめて使用する場合にだけ
必要な操作です。この設定を行わずにTWAIN入力を実行す
ると、「TWAINソースオープンエラー」となります。

TWAIN 設定

　夢ぷりんと14ではTWAIN32対応の入力装置（イメージスキャ
ナ等）から直接画像を読み込み、貼り付けることができます。

TWAIN 入力
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③オプションを指定して、［OK］ボタンをクリックします。
選択した種類によって設定できるオプションが変わります。
レイアウト画面に戻ると、ラベルに背景が設定されます。

■「切り抜き」タブ
　貼り付けタイプを選択し、ラベルの形状に合わせてイメージ
を切り抜くことができます。
「切り抜き」を選択した場合、ハンドル（■）をドラッグすると
位置とサイズが調整できます。

▶貼り付けタイプ
　貼り付けタイプには、以下の 5種類があります。初期設定で
は「ジャストフィット」となります。

　ラベルに色やグラデーションをつけたり、イメージを背景に設
定できます。

①	［挿入］−［背景］または[背景 ]ボタンを選択します。
［背景の詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

②	「種類」を指定します。
「種類」グループで、「色指定」「グラデーション」「パターン」
のいずれかを指定します。

色やグラデーション背景の挿入

背景の設定

①	［挿入］−［背景］または[背景 ]ボタンを選択します。
［背景の詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

②	「種類」を「イメージ」または「PDF」に指定します。

③	貼り付けるファイルを指定します。
［イメージ (PDF)の選択］ボタンをクリックして、［イラスト
(PDF)の選択］ダイアログボックスで貼り付けるファイルを
指定し、［OK］ボタンをクリックします。指定したイメージが
プレビューに表示されます。
選択したイメージについて詳細な設定を行うことができま
す。［イメージ調整］ボタンをクリックしてください。［イメー
ジ調整］ダイアログボックスが表示されるので、各タブで以
下の設定を行います。

イメージ・PDF の背景

④	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ると、ラベルに背景が設定されます。

■「透明」タブ
　イメージに含まれる色のうち、特定の色の部分を透明にでき
ます。初期設定では白だけが透明になっていますが、サムネイル
をクリックすることによりクリックした部分の色を透明にできま
す。色の違いは［許容範囲］により調整できます。なお、指定し
た色を取り消すには［色指定の取り消し］ボタンをクリックして
ください。
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⑴ 縦フィット
　ラベルの高さに合わせて、イメージを変形せずに表示します。
イメージの左右が切れたり、余る場合があります。

⑵ 横フィット
　ラベルの幅に合わせて、イメージを変形せずに表示します。
イメージの上下が切れたり、余る場合があります。

⑶ ジャストフィット
　ラベルに収まるようにイメージ全体を変形せずに表示します。
ラベルの高さ、または幅に合わせるのでイメージの左右または
上下が切れる場合があります。

⑷ 全体表示
　ラベルの高さおよび幅に合わせてイメージ全体を表示しま
す。イメージは変形します。

⑸ 切り抜き
　貼り付けタイプを選択し、ラベルの形状に合わせてイメージ
を切り抜くことができます。
「切り抜き」を選択した場合、ハンドル（■）をドラッグすると
位置とサイズが調整できます。
　イメージを回転するには、スライドバーをドラッグするか回転
角度の値を入力します。
　なお、［リセット］ボタンをクリックすると初期状態に戻ります。
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▶水平補正
　スキャナーから背景画像を取り込む場合、傾いて取り込んで
しまうことがあります。［水平補正］は、背景の傾きを修整する
機能です。

▶位置補正
　スキャナーから取り込んだ画像の印刷位置を補正します。
［位置補正］ボタンをクリックすると［用紙イメージずれ補正］
ダイアログが開きます。
背景として取り込まれた画像のポイントになる位置をクリックし
ます。
スキャナーから取り込んだ元画像（元原稿）のマウスでクリック
した位置を測り、その値を入力します。
［OK]	ボタンをクリックすると、指定された値に補正されます。

　水平補正ボタンをクリックすると［用紙イメージの水平補正］
ダイアログが開きます。読み込まれている背景が表示されてい
ますので、水平にしたい2点をマウスでクリックして指定します。
指定した2点に点線が表示されます。この点線が水平になるよ
うに、背景画像が回転します。

［OK]	ボタンを押すと指定した線が平行になるように背景が回転
します。

もし、指定した始点・終点の位置を調整するときには、調整した
い方を［始点を矢印キーで調整する］［終点を矢印キーで調整す
る］で選択し、カーソルキーを押して調整します。
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■［特殊効果］タブ
　背景イメージにさまざまな特殊効果を設定できます。「種類」
ボックスで設定する効果を選択し、効果に応じて「パラメータ」
グループよりパラメータを設定してください。
　なお、「リセット」ボタンをクリックすることで、特殊効果設定
前の状態に戻すことができます。

■［パターンぼかし］タブ
　背景イメージの縁をぼかすことができます。「パターンでぼ
かす」にチェックを付け、イメージのぼかしパターンを選択し
てください。「開始位置」スライドバーおよび「透過位置」ス
ライドバーをドラッグすることで、ぼかし加減を調整すること
ができます。また、「ぼかしパターンを反転する」にチェックを
付けることで、選択したパターンと逆の効果を与えることもで
きます。
　なお、「リセット」ボタンをクリックすることで、ぼかし効果
設定前の状態に戻すことができます。

■「画質調整」タブ
　イメージの画質を調整したり、「ぼかし」「モザイク」といった
処理を行うことができます。画質を調整するには「明るさ」「コ
ントラスト」「ガンマ補正」の各項目についてスライドバーをド
ラッグするか数値で指定します。
　「ぼかし」「単色効果」「モザイク」に関してはボタンをクリッ
クすることにより、好みの状態に調整できます。なお、［リセット］
ボタンをクリックすると、画質調整前の状態に戻ります。

イメージは、ラベルの中央を中心に表示されます。位
置やサイズの変更はできません。

Hint

①	［挿入］−［背景］を選択します。
［背景の詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

②	［背景無し］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻り、背景が削除されます。

③	［OK］ボタンをクリックします。

背景の削除

　［背景の詳細設定］または[印刷 ]ダイアログボックスの「背
景を印刷しない」にチェックを付けると、背景は画面に表示さ
れますが、印刷されません。例えば、あらかじめ印刷されてい
る申込書などに印刷する場合、PDFファイルやスキャナーで取
り込んだ用紙イメージを背景として作成し、「印刷しない」指
定にすると便利です。

TIPS 背景を印刷しない



69

6
効
果
的
に
機
能
を
活
用
し
よ
う

カラーパレット右下の ボタンをクリックすると、新
しい色を作成できます。詳しくは、「パレットの設定」をご覧く
ださい。

Hint

⑤	［OK］ボタンをクリックします。
グラデーションが設定されます。

①	［編集］−［プロパティ］を選択するか、［プロパティ］ボ
タン をクリックします。
［プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
テキストブロックの場合は［文字色］タブ、アートテキストブ
ロックの場合は［修飾］タブを選択します。図形ブロックの場
合は［塗りつぶし］タブ、背景の場合は［塗り色］タブを選択
します。

②	グラデーションを設定します。
種類または塗りつぶしとして「グラデーション」を選択します。

③	スタイルを指定します。
一覧から使用するスタイルをクリックして選択します。選択
したスタイルのプレビューが、ウィンドウの右下に表示され
ます。

グラデーションの設定方法

　背景や図形、文字にグラデーションを設定する方法を説明し
ます。

グラデーションの設定

［詳細設定］ボタンで、スタイルを変更することができ
ます。次項をご覧ください。

Hint

④	グラデーションの色を指定します。
カラーサンプルから、グラデーションの色を選択します。
色を変更したり追加する場合は、カラープレビューで編集し
ます。カラープレビューの左側が開始色、右側が終了色を示
します。スライダー（▽）をクリックすると、選択中のスライ
ダーが黒色になります。色ボタンをクリックし、カラーパレッ
トから選択中のスライダーの色を指定します。
開始色と終了色の間でクリックすると、灰色のスライダーが
追加され、最大 6個の中間色を指定することができます。中
間色のスライダーはドラッグすると移動し、ダブルクリック
すると削除されます。
［均等］ボタンをクリックすると、スライダーが均等に配置さ
れます。

開始色

選択中のスライダー 中間色

終了色

①	［詳細設定］ボタンをクリックします。
［グラデーション詳細設定］ダイアログボックスが表示され
ます。

グラデーションの詳細設定
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②	各項目を指定します。
各スタイル共通で、開始色の縦位置、横位置と回転角度のス
ライドバーが表示されます。
また、指定したスタイルにより、拡大や縦横比、放射線など
の項目のスライドバーが表示されます。
スライドバーをドラッグし、左のプレビューで確認します。

③	［OK］ボタンをクリックします。
プロパティダイアログボックスに戻り、設定したグラデーショ
ンが表示されます。

グラデーションの保存
　設定したグラデーションの色やパターンを保存することがで
きます。

①	グラデーションを設定します。

②	グラデーション設定画面の［登録］ボタンをクリックします。
［グラデーション登録］ダイアログボックスが表示されます。

③	グラデーション名を入力します。

④	［登録］ボタンをクリックします。
グラデーションが登録されます。

過去に保存したグラデーションの設定を上書きする
場合は  をクリックし、データ名を選択します。

Hint

グラデーションの読み込み
　登録したグラデーションを呼び出して設定します。

①	グラデーション設定画面の［読み込み］ボタンをクリック
します。
［グラデーション読み込み・削除］ダイアログボックスが表
示されます。

②	設定するグラデーション名をクリックします。
指定したグラデーション名が反転し、プレビュー画面にパ
ターンが表示されます。

③	［読み込み］ボタンをクリックします。
読み込んだ設定がグラデーション設定画面に反映されます。

登録したグラデーションを削除する場合は、［グラ
デーションの読み込み・削除］ダイアログボックスで削除する
グラデーション名を選択し、［削除］ボタンをクリックします。

Hint
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■リンクの設定
　［編集］−［リンクの設定］を選択して、［オブジェクトの挿入］
ダイアログボックスで「リンク」にチェックを付けて貼り付けた
オブジェクトのリンク状況を変更することができます。

オブジェクトの編集

■オブジェクトの編集
　貼り付けたオブジェクトをダブルクリックすると、オブジェク
トの作成元アプリケーションが起動し、オブジェクトの編集がで
きるようになります。
　［編集］−［オブジェクト］を選択して、作成元アプリケーショ
ンを起動することもできます。

［編集］−［オブジェクト］を選択すると、貼り付けた
オブジェクトに対応した項目名で表示されます。

Hint

②	「新規作成」を選択します。

③	起動するアプリケーションを指定して［OK］ボタンをク
リックします。
夢ぷりんと14の画面上にアプリケーションが起動します。
画面が切りかわり、メニュー等も、起動したアプリケーション
に対応したものが表示されます。

④	データを作成します。

⑤	夢ぷりんと14のウィンドウ内をクリックします。
アプリケーションを終了して夢ぷりんと14の画面に戻り、作
成したデータが挿入されます。

保存してあるファイルを貼り付ける場合は、［オブジェ
クトの挿入］画面で「ファイルから作成」を選択し、［参照］ボ
タンをクリックし、ダイアログボックスで貼り付けるファイル名
を指定して［OK］をクリックします。
　なお、「リンク」にチェックを付けると、元のファイルにリン
クできます。

Hint

　夢ぷりんと14では、OLE機能に対応したアプリケーションの
データをコピーすることができます。
　ただし、夢ぷりんと14のデータを他のアプリケーションにコ
ピーすることはできません。

オブジェクトの作成と
貼り付け

①	［挿入］−［オブジェクトの作成と貼り付け］を選択し
ます。
［オブジェクトの挿入］ダイアログボックスが表示されます。

オブジェクトの作成と貼り付け
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ブロック配置

　ブロックは、作成した順に重なっていきます。先に入力した文
字が後で描いた図形に隠れて見えなくなった場合や、後ろに隠
れて選択できないブロックがある場合には、ブロックの重ね順を
変更することで目的のブロックを操作できます。

①	順序を変えるブロックを選択します。
②	［レイアウト］−［重ね順］−［（コマンド）］を選択します。

ブロックの前後関係が変更されます。
レイアウトツールバーのボタンをクリックしても、同様に変
更できます。以下では例として、長方形ブロックを選択して
操作した場合を示します。

■一番前へ 

ブロックの重ね順

■前へ 

■後ろへ 

■一番後ろへ 

　選択したブロックを用紙の中央に配置したり、等間隔に並べる
ことができます。

①	配置を揃えるブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［配置］−［（コマンド）］を選択します。
ブロックの配置が変更されます。
以下に、各コマンドの例を示します。アイコンが表示されて
いるコマンドは、レイアウトツールバーにボタンがあります。

■左右中央 
　選択したブロックを、用紙の幅に対して中央に配置します。複
数のブロックを選択すると、全てのブロックが用紙の幅の中央に
配置されます。

ブロックの配置

■上下中央 
　選択したブロックを用紙の高さに対して中央に配置します。複
数のブロックを選択すると、全てのブロックが用紙の高さの中央
に配置されます。
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■水平等間隔 

　3 つ以上のブロックを選択して、ブロックの横の間隔を等間隔
に並べます。選択したブロック内の左右両端のブロックを基準と
して、ブロックの横方向の間隔が等間隔に配置されます。

■垂直等間隔 

　3 つ以上のブロックを選択して、ブロックの縦の間隔を等間隔
に並べます。選択したブロック内の上下両端のブロックを基準と
して、ブロックの縦方向の間隔が等間隔に配置されます。

　選択した複数のブロックを指定したブロックに合わせて配置
します。指定したブロックまたはハンドルが基準となります。

①	位置を合わせるブロックを選択します。
ブロックに対して合わせる場合は、複数を選択してください。

②	［レイアウト］−［ブロック合わせ］−［ラベルに対して
／ブロックに対して／マウスクリック位置で］を選択
します。	
すると、［ブロック合わせ］ダイアログボックスが表示されます。

［ラベルに対して］はラベルの角に合わせ、［ブロックに対し
て］は指定したブロックに合わせます。また、［マウスクリッ
ク位置で］はマウスでクリックした位置に合わせます。

ブロック合わせ

［クリック位置で］  と［ブロックに対して］  は、
レイアウトツールバーのボタンをクリックしても同様です。

Hint

③	合わせる方向の基準点を指定します。
以下では、例として「水平方向：中央」「垂直方向：下端」を
指定した場合を示します。この場合、ブロックの下辺中央の
ハンドルが基準となります。

④	［OK］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻り、マウスポインタが に変わります。

⑤	合わせる基準をクリックします。
［ラベルに対して］の場合、ラベルの端付近をクリックすると、
最も近いラベルの角に合わせます。また、［ブロックに対して］
の場合、クリックしたブロックに合わせます。そして、［マウス
クリック位置で］の場合には、クリックした位置に合わせます。
指定した位置に合わせて、ブロックが配置されます。
基準点で「水平方向：中央」「垂直方向：下端」を指定し、一
番大きいブロックをクリックした場合は、次のようになります。

［ブロックに対して］は、複数のブロックを選択してブ
ロック合わせを行います。1 つのブロックしか選択していない場
合には実行できません。

Hint

ブロックの反転と回転

①	ブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［反転］−［水平反転］または［垂直反転］
を選択します。
ブロックが反転します。
反転したブロックのハンドル（■）は四隅にのみ表示されます。

ブロックの反転
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■水平反転
　左右を裏返した状態になります。

■垂直反転
　上下を裏返した状態になります。

①	ブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［回転］−［右 90度］または［左 90度］
を選択します。
ブロックが 90 度回転します。
回転したブロックのハンドル（■）は四隅にだけ表示されま
すが、［表示］−［ブロック枠表示］を選択すると、回転した
状態でハンドル（■）が表示されます。

■右 90 度
　右方向に 90 度回転します。

右 90 度回転／左 90 度回転

■左 90 度
　左方向に 90 度回転します。

①	ブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［回転］−［任意角度］を選択します。
ブロックの任意のハンドルにマウスポインタを合わせると、

ポインタの形が に変わります。

③	回転ハンドルをドラッグします。
マウスの動きに合わせてブロックが回転します。操作中のブ
ロックは点線で表示されます。
マウスボタンを放すと、その位置に回転します。

任意の角度に回転

ブロック右上の赤いハンドル（■）をドラッグして回
転することもできます。

Hint

①	回転したブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［回転］−［回転の解除］を選択します。
ブロックの回転が解除され、元の位置に戻ります。
なお、ブロックを右クリックすると表示されるショートカット
メニューから「回転の解除」を選択することにより、回転を解
除することもできます。

回転の解除

　以下のブロックは、反転や回転ができないか、実行しても反
映されません。
・ OLE オブジェクトブロック
・ WMF 及び EMF 形式のイメージブロック
・ QR コード／流し込み QR コードブロック
・ 暦ブロック
・ 流し込み枠ブロック（反転）
・ カスタマバーコードブロック（反転）
・ グループ化したブロック（反転）
　グループ化したブロックを回転した場合、グループに含まれ
ている上記のブロックについては有効になりません。
　直線ブロックは、回転を解除すると水平線になります。
　グループ化したブロックは回転を解除することができません。
ただし、グループ化を解除すると個々のブロックについては回
転を解除することができます。

TIPS 反転、回転の制限

①	回転したテキストブロックを選択します。

②	［編集］−［テキスト編集］を選択します。
テキストブロックが、回転する前の角度で表示され、編集状
態になります。

回転したテキストブロックの編集
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③	文字を編集します。

④	ブロック外をクリックします。
文字が確定し ､ ブロックは回転した状態で表示されます。

　回転したブロックには、外接したハンドル（■）が四隅に表示
されます。ただし、右クリックをすると表示されるショートカット
メニューから詳細編集を選択すると、回転後のブロックに合わ
せてハンドルが表示されます。［表示］−［ブロック枠表示］を
選択すると、回転した状態のブロック枠も合わせて表示します。

TIPS 回転したブロックの注意点

その他の編集機能

　夢ぷりんと 14 のレイアウトをイメージファイルとして保存で
きます。保存できる形式は、「bmp」または「jpg」です。

①	イメージとして保存するレイアウトを表示します。
ブロックを保存する場合は、ブロックを選択します。
ラベルを保存する場合は、ラベル表示画面を表示します。
シートを保存する場合は、シート表示画面を表示します。

イメージ保存

ラベルやシートを保存する際には、ブロックを選択し
ないでください。

注意

②	［ファイル］−［イメージで保存］を選択します。
［イメージで保存］ダイアログボックスが表示されます。

③	保存するファイルを指定します。
保存先のフォルダを選択して、ファイル名を入力します。ま
た、保存する種類とサイズも指定します。解像度を大きく指
定するときれいな画像になりますが、ファイルサイズが大き
くなります。

④	［保存］ボタンをクリックします。
指定したファイルに保存されます。

　ブロックで保存した場合は、ブロックの外接四角形の範囲が
保存され、データのない部分は白色になります。ラベルやシー
トで保存した場合は、ラベルの枠線も保存されます。また、ブ
ロックのない部分は白色にります。

TIPS 保存したイメージファイル

回転ブロックのハンドル 詳細編集のハンドル

ブロックとして保存

シートとして保存

ラベルとして保存

　保存したイメージを夢ぷりんと 14 で使用する場合は、［挿
入］−［イメージファイル］を選択するか、「びゅーあ」の［フォ
ルダ］タブで保存先を指定して、イメージを挿入します。

　ブロックの位置や大きさ等を変更しないように、ブロックを
ロックして保護することができます。ロックしたブロックは移動、
削除などの操作ができないようになります。また、ロックしたブ
ロックのロックを解除することもできます。

■ロック

①	ロックするブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［ロック］ボタン をクリックします。
ブロックがロックされます。ロックされたブロックのハンドル
は淡色で表示されます。

■ロック解除

①	ロックを解除するブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［ロック解除］ボタン をクリックします。
ブロックのロックが解除され、編集可能になります。

ロック／ロック解除
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　複数のブロックをグループ化して 1 つにまとめることができ
ます。グループ化すると、まとめて移動や拡大／縮小することが
できます。

■グループ化

①	グループ化する複数のブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［グループ化］を選択するか、レイアウト
ツールバーの［グループ化］ボタン をクリックします。
ブロックが 1 つのブロックになり、ハンドルが青色で表示さ
れます。

グループ化／グループ化解除

グループ化したブロックは、1 つのブロックとして下記の編
集を行うことができます。
・サイズ変更 ・移動  ・削除
・コピー ・切り取り  ・貼り付け
・重ね順 ・回転  ・配置
・位置合わせ ・ブロック合わせ ・ロック
・ロック解除 ・グループ化 ・グループ解除

グループ化したテキストブロックを編集する場合は、
グループ化を解除してください。

Hint

■グループ解除

①	グループ化したブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［グループ化解除］を選択するか、レ
イアウトツールバーの［グループ解除］ボタン をク
リックします。
グループ化が解除され、個々のブロックになります。グループ
化したブロックさらにグループ化した場合は、グループ化解
除を繰り返すと、グループ化したときと逆の順番で解除され
ます。

　縦と横の比率が異なる文字や図形、イメージなどを縦と横の
比率を等しくすることができます。

①	ブロックを選択します。

②	［レイアウト］−［標準の比率に戻す］を選択します。
ブロックが標準の比率に調整されます。

■テキストブロック
　テキストブロックを標準の比率に戻すと、長体や平体の文字
の縦横比率が標準になります。

標準の比率に戻す

アートテキストブロックに対してこの操作を行うと、挿入時
の縦横比となります。

余白部分があるままマウス操作でブロックサイズを変
更すると、期待通りに変更できないことがあるので、［文字に
フィットさせる］で文字数に合わせて調整することをおすすめ
します。

■図形ブロック
　図形ブロックを標準の比率に戻すと、各辺の長さが同じ図形
になります。また、各図形は、短い辺を基準に変更されます。

■イメージブロック
　イメージブロックを標準の比率に戻すと、イメージを元の縦
横比に戻します。イメージは短い辺を基準に変更されます。

■その他のブロック
　印鑑ブロック、暦ブロック、表罫線ブロックを標準の比率に戻
すと、ブロック挿入時の縦横比になります。
　カスタマーバーコードブロック、QR コードブロックは、余白が
ない状態になります。また、バーコードブロックや流し込み枠ブ
ロックには、効果がありません。
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　誤ってブロックの削除や編集を行った場合等に、直前の操作
を取り消して元の状態に戻すことができます。

■元に戻す
　［編集］−［元に戻す］を選択するか、標準ツールバーの［元に
戻す］ボタン をクリックします。直前の操作が取り消されます。
　この操作を繰り返すと、1 操作ずつ前の状態に戻ります。元に
戻す回数の設定については「9. 環境設定」をご覧ください。

■やり直し
　［編集］−［やり直し］を選択するか、標準ツールバーの［やり
直し］ボタン をクリックします。元に戻した操作をもう 1 度
実行します。
　なお、テキストブロック内で、テキスト編集モードで行った修
正等の操作は元に戻せません。

「元に戻す」と「やり直し」

　作成したレイアウトから必要なブロックだけをまとめ、「部品」
として保存することで、他のファイルで利用することができます。

■部品の保存

①	対象とするブロックを選択します。ここではテキスト（My	
Music）と画像（ハートとバラ）を選択してみます。

部品の保存と呼び出し

③	保存場所、ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリッ
クします。
選択したブロックが部品ファイル（*.pfa）として保存されま
す。

■部品の呼び出し

①	［部品ファイル］−［部品保存］を選択します。
「部品呼び出し」ダイアログボックスが表示されます。

②	呼び出しを行う部品ファイルを選択し、［開く］ボタンを
クリックします。
保存されている部品ファイルがレイアウト画面に配置されます。

Shift を押しながら複数のブロックをクリックすること
で、複数のブロックを1つの部品として登録することができます。
　また、オブジェクトのグループ化を行っている場合には、グ
ループ化された状態で部品ファイルとして登録され、呼び出し
た場合にもグループ化された状態で配置されます。

Hint

②［ファイル］−［部品保存］を選択します。
「部品登録」ダイアログボックスが表示されます。

なお、部品ファイルを選択すると、右側にプレビューが表示
されるので、複数の部品ファイルが登録されている場合に
は、ファイル名をクリックして内容を確認してから開くと良い
でしょう。
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カッティング機能

　イラストにカット枠をつけると、独自のシールを作ることがで
きます。
　対応製品はCraft ROBO「CC100-20」「CC200-20」の2機種です。
　あらかじめご使用になる OS に正式対応している Craft ROBO
コントローラがインストールされている必要があります。

①	イメージブロックをダブルクリックします。
［イメージ］ダイアログボックスが表示されます。

イラストのカット枠

［イメージ］ダイアログボックスが表示されないイラ
ストには、カット枠をつけることはできません。

注意

②	［透明］タブで、イメージの背景を透明に指定して［OK］
ボタンをクリックします。

③	［カッティング］−［カット枠の自動生成］−［円／四角形
／アウトライン］を選択します。
イラストの周りにカット枠が表示されます。
「アウトライン」は、イラストの形に合わせたカット枠になり
ますが、イラストの形によっては、きちんと形が合わない場
合があります。
　また、 Shift  を押しながら［アウトライン］を選択するとよ
りイメージにフィットしたアウトラインが生成されます。

カット枠の色は、［設定］−［環境設定］を選択して、［表
示］タブの「カットライン」で変更します。詳しくは「9. 環境設定」
をご覧ください。

Hint

⑥	グループ化します。
カット枠は、イメージブロックとは別のブロックになっていま
す。そのままでも構いませんが、ずれないようにグループ化
することをおすすめします。

イラストにカット枠を作成するだけでなく、ブロック
の周りに沿って自動敵にカットライン属性の図形を作成するこ
とができます。
　ブロックを選択して、［カッティング］−［カット枠の自動生成］
を選択し、カット枠の形を指定します。ブロックの周りにカット
属性の図形が作成されます。

Hint

①	テキストブロックを選択します。

②	文字配置ツールバーの［文字の設定］ボタン をクリッ
クします。

［文字の設定］ダイアログボックスが表示されます。

③	［文字］タブの「カットする」にチェックを付けて、［OK］
ボタンをクリックします。
文字にカット属性が設定されます。色や太さ等の修飾は無視
されます。

文字のカット

⑤	カット枠を調整します。
アウトラインは、各ハンドル（■）を移動して形を調整します。
ハンドル（■）が表示されない場合は、ブロックを右クリッ
クして、表示されるショートカットメニューの［詳細設定］を
選択します。

「アウトライン」を選択して、カット枠がイラストの形
に合わずに四角になった場合は、イラストの背景を透明にしま
す。背景が白色の場合でも、透明に指定してください。背景がま
ばらな透明になった場合は、指定色の許容範囲を設定するとよ
いでしょう。

Hint

背景が透明でない
イラスト

背景を
透明に設定

アウトラインの
自動生成

テキストブロックと同様に、アートテキストブロック
にもカット属性が設定できます。また、テキストブロックを選
択して［カッティング］−［カット枠の自動生成］を選択し、カッ
ト枠のアウトラインを作成できます。このとき、文字間隔によ
りカット枠が分かれることがあります。そのときには、文字間
隔を狭めてください。

Hint
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　図形の線をカットラインに指定し、図形部品のシールを作成
できます。

①	編集ツールバーの［図形部品］ボタン	 	をクリッ
クします。

［図形部品］ダイアログボックスが表示されます。

②	一覧から図形部品を選択して、［OK］ボタンをクリックし
ます。
マウスポインタの先に図形部品を示す点線枠が表示されます。

③	貼り付ける位置でクリックします。
図形部品が作成されます。

④	図形編集ツールバーの［線］ 	の	 	をクリック
して、「カットライン」を選択します。

図形部品のカット

内部に塗り色を設定すると、カラフルなシールも作成
できます。

Hint

　カット枠の自動生成で希望するアウトラインにならない場合
は、自分でカットラインを描くことができます。

①	編集ツールバーの［ベジェ曲線］ボタン	 	をク
リックします。
ベジェ曲線の描画モードになります。

②	イラストの周りに沿って、ベジェ曲線を作成します。
始点から、イラストの周りに沿ってクリックして、ベジェ曲線
を作成します。
描画中の線は点線で表示され、右クリックすると直前にク
リックした点がキャンセルされます。space  を押すと、始点
と最後にクリックした位置を結んだ、閉じた図形になります。

③	終点でダブルクリックします。
図形が完成します。

④	図形編集ツールバーの［線］ 	の	 	をクリック
して、「カットライン」を選択します。

カットラインを自分で描く

　図形の線種を変更すると、輪郭線を「カットライン」や「折
り線」に指定できます。「カットライン」は CraftROBO により
切り離す部分の線です。一方、「折り線」は点線でカットする
線で、谷折線や山折線として使用することができます。自由曲
線はギサギザになることがあるので、ベジェ曲線か直線を使
用してください。なお、「カットライン」や「折り線」に指定し
た線は、印刷されません。
　カット枠のハンドル（ ■ ）の移動はできますが、削除や追加
はできません。各頂点にハンドルが表示されない場合は、ブ
ロックを右クリックして、表示されるショートカットメニューの
［詳細編集］を選択してください。
　テキストブロックにカットラインは指定できますが、折り線
を指定することはできません。

TIPS 「カットライン」と「折り線」
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データ作成と流し込みを
使ってみよう8

データ作成画面

　流し込み用のデータは、データ作成画面で作成および編集し
ます。流し込み操作によりデータをレイアウト画面に流し込み、
印刷します。

データ作成と流し込み

データ作成画面の表示

レイアウト画面 データ作成画面

■新規に開く場合
　［ウィンドウ］−［データ作成ウィンドウを開く］を選択します。

■データを読み込む場合
　［ファイル］−［データ］−［インポート］を選択、または編集ツー
ルバーの  ボタンをクリックします。

■流し込み機能を使ったレイアウトを開く場合
　［ファイル］−［開く］を選択します。

　データ作成画面では、レイアウト画面とデータ作成
画面が整列します。タイトルバーに色が付いている画面が、ア
クティブウィンドウで、他の画面をクリックするとアクティブ
ウィンドウが切りかわります。
　メニューバーには、アクティブウィンドウに応じたメニューが
表示されます。

Hint
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　商品ラベルの作成を例に、流し込みデータについて説明します。

商品ラベルの作成

［シート選択］ダイアログボックスが表示されない場
合や、カラム名が空白の場合は読み込むデータがありません。

Hint

　他のアプリケーションで作成したテキストファイル（拡張子が
「csv」または「txt」のファイル）や、Microsoft Excel で作成した
ファイル（拡張子が「.xls/.xlsx」のファイル）を利用する方法を説
明します。
　商品データを入力する方法については、「カード入力」をご覧
ください。
　Microsoft Excel ファイルの読み込みには、ODBCドライバがイ
ンストールされている必要があります。ODBCドライバのインス
トールについては「1. セットアップ」をご覧ください。

①	用紙の設定ダイアログを開き、用紙を設定します。
用紙設定の「ラベルのレイアウト方法」は、「すべて同じ」に
します。レイアウト画面が表示されます。

②	［ファイル］−［データ］−[インポート]を選択します。
［データ読込み］ダイアログボックスが表示されます。

③	読み込むファイルを指定します。
ファイルの場所、ファイル名を指定します。「csv」または「txt」
のファイルと、Microsoft Excel で作成したファイルでは操作
が異なります。

● csv（txt）ファイルの場合
［インポートデータの選択］ダイアログが開きます。

● Microsoft Excel の場合
[ シートの選択］ダイアログが開き、読み込む Microsoft Excel
ファイルのシート名を選択し、［OK] ボタンをクリックします。

データの読み込み

④	「インポートデータの選択」ダイアログが開きますので、
取り込むデータを選択します。
[ 全項目をインポート ] にチェックをつけると、すべての項目
をインポートします。その場合は⑤に進んでください。

[ インポートするデータを指定する ] にチェックをつけると、
必要な項目だけを選んでインポートすることができます。

［インポートデータ］欄から読み込むデータを選択します。
［流し込みデータ項目］欄から選択したデータを読み込む汎
用データベースの列を選択します。

［項目設定］ボタンをクリックすると、[ 設定された項目］欄
へ移動します。
読み込む項目をすべて [ 設定された項目 ] 欄に移動するまで、
同じ操作を繰り返します。もし、途中で間違えて移動させて
しまったときには、間違えた項目を [ 設定された項目 ] 欄か
ら選択して、[ 項目解除 ] ボタンをクリックします。
Excel 形式ファイルの１行目を汎用データの列タイトルとして
設定したい場合、［先頭行を列タイトルとする］チェックボッ
クスにチェックを付けてください。
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イメージファイルの保存先を
パスで表示します

列のタイトル行を
入力できます

バーコード属性を示すボタン
が表示されます

イメージ属性を示すボタンが
表示されます

テキスト属性を示すボタンが
表示されます

選択されたセル

印刷対象行に
チェックマークが付きます

アクティブ行に
＊マークがつきます

「必要なドライバが組込まれていない可能性があり
ます」「必要な DLL が見つかりません」等のメッセージが表示
された場合は、ODBCドライバをインストールしてください。
ODBCドライバのインストールは、「1. セットアップ」をご覧く
ださい。

注意

⑤	［OK]ボタンをクリックします。
［OK] ボタンをクリックすると、指定したデータがデータ作成
画面に読み込まれます。

もし、先に読み込んであるデータがある場合、どのよ
うにデータを読み込むかを指定することができます。

 
●現在のデータに追加する

データ作成画面に既に開いているデータの最終行以降に、
指定したデータを追加して読み込みます（列属性は変わりま
せん）。

●列属性を保存し、現在のデータと置き換える
列属性をそのまま残し、既存のデータをクリアして、1 行目
から新しいデータを読み込みます。

●列属性を保存せずに、現在のデータと置き換える
列属性と現在のデータをクリアしてから、新しいデータを１
行目から読み込みます。

置き換えの場合、開いているデータはなくなりますので、よく
確認してから作業してください。

詳しくは［データの入力］をご覧ください。

Hint
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②	列属性を指定・変更します。
a メニューバーの［編集］−［列属性］を選択します。

現在の列属性である「テキスト」がチェックされています。

入力するデータの属性は、列ごとに指定します。レイ
アウト画面には、指定した列属性に応じた形でデータが表示さ
れます。

Hint

④［編集］−［列タイトル入力］を選択、または変更したい列
のセルの上でマウスの右ボタンを押し、［列タイトルの
入力］を選択します。

［列タイトルの入力］ダイアログボックスが表示されます。
必要であれば列タイトルを入力し、［OK］ボタンをクリックし
ます。

⑤	列幅を変更します。
列タイトル右側の境界線をドラッグすると、列幅を変更できま
す。データが全て見えるように列幅を変更しておくと便利です。

行の高さを変更する場合は、［表示］−［行の高さ］を
選択して［行の高さ］ダイアログボックスを表示し、値を入力
することにより行います。なお、行の高さを変更しても、文字の
サイズは変わりません。

Hint

　データ作成画面のデータをレイアウト画面に流し込み、表示
する方法を説明します。

①	画面を整列します。
レイアウト画面とデータ作成画面の両方が見えるように、
［ウィンドウ］−［左右に並べて表示］を選択して、画面を整
列します。

②	列属性ボタンをドラッグします。
列属性ボタンの上でマウスの左ボタンを押すと、ポインタが 

 に変わります。そのままレイアウト画面の用紙上にドラッ
グします。

③	マウスのボタンを放します。
レイアウト画面に流し込み枠が挿入され ､ アクティブ行（＊
マークが表示されて列タイトルと行タイトルの色が変わって
いる行）のデータが表示されます。
テキスト属性の列を流し込むとテキストが表示され、バー
コード属性の列を流し込むとバーコードが表示されます。イ
メージ属性の列を流し込んだ場合は、イメージが表示されま
す。

流し込み操作

　読み込んだデータは最初、すべてテキスト属性となっていま
す。そのままだと流し込みで利用する場合には、テキストで表示
されます。
　例えばバーコードで利用しようと思ってバーコード記号が入
力されていても、その入力された記号がバーコードにならず、テ
キストのままで表示されてしまいます。バーコードやイメージの
データで表示させるためには、列属性で入力されたデータが何
のデータなのかを指定する必要があります。
　列属性を指定・変更する方法は、幾つかの方法があります。

①	属性を指定する列のセルをクリックします。
C 列にあるセルを指定します。

列属性の指定 ③	列属性を指定します。
バーコードの場合は、バーコードの種類を指定します。する
と、列タイトルの横の列属性ボタンが、テキスト属性  か
らバーコード属性  に変わります。イメージを指定した場
合は、イメージ属性  に変わります。

b 編集ツールバーの［属性変更］をクリックします。
［属性変更］ダイアログが表示されます。
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④	列属性のドラッグを繰り返します。
データ作成画面をスクロールして、必要な列を全て流し込み
ます。

流し込んだ枠のサイズや位置は、後で変更できます。
Hint

⑤	流し込んだブロックを整えます。
表示された流し込み枠は、全て同じ大きさになります。ブロッ
クのハンドル（■）をドラッグして枠サイズを変更し、移動し
てレイアウトを調整します。
バーコードブロックは、小さ過ぎるとバーコードが表示され
なくなるので、大きめのサイズにしてください。なお、イメー
ジブロックは、該当の箇所にイメージファイルが存在しない
と、文字が表示されます。

⑥	テキストで単位である「円」を入力します。
全てのラベルに共通に表示される文字は、編集ツールバーの

［文字］ボタン をクリックして入力します。

　列属性をドラッグする他に、メニューを使って流し込み操作
を行うことができます。必要な列数分、以下の②〜④の操作を
繰り返します。

①レイアウト画面をアクティブにします。

②編集ツールバーの［流込み枠］をクリックします。
［流し込みデータ選択］ダイアログボックスが表示されます

TIPS メニューを使った流し込み操作

ので、流し込む列タイトルを指定して［OK］ボタンをクリッ
クします。

④マウスポインタの先にブロックを示す点線が表示されま
すので、配置したい位置でクリックすると、流し込み枠
がレイアウト画面に挿入されます。

　流し込みを行って作成した、流し込みブロックの文字サイズ
変更や修飾方法について説明します。

①	流し込みブロックをダブルクリックします。	
［流し込み］ダイアログボックスが表示されます。

流し込みブロックの編集

②	項目を設定して、［OK］ボタンをクリックします。
流し込み列を変更する場合は、｢ 流し込みデータ ｣ で対象と
する列を指定します。
テキスト属性の文字のサイズは、「枠設定」で指定します。
「最大文字サイズ」で指定したサイズ以内の表示可能な最大
サイズでブロックに文字が表示されます。現在の文字サイズ
は、「現在表示中のフォントサイズ」に表示されます。同様に
してフォント、方向、スタイル、配置も指定できます。

バーコード属性では、［設定］タブでオプションとテキ
ストを指定することができます。イメージ属性は設定する項目
はありません。

Hint

①	データ作成画面で表示する行を指定します。
データ作成画面でアクティブ行を移動すると、レイアウト画
面にその内容が表示されます。
テキストデータは、流し込み枠に収まるよう、文字数によっ
て長体になったり、サイズが変更されます。また、イメージ
データは、流し込み枠に収まるようにサイズが調整されます。

データの確認
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①	［ファイル］−［名前を付けて保存］を選択します。
［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。

②	「保存する場所」とファイル名を入力して、［保存］ボタ
ンをクリックします。
レイアウト画面およびデータ作成画面のタイトルバーに同じ
名前が表示されます。

レイアウトの保存

レイアウトは「夢ぷりんと 14 形式」、「レイアウトファ
イル」形式、「汎用データ形式」の 3 種類で保存できます。「夢
ぷりんと 14 形式」で保存すると、レイアウトとデータが関連付
けられて同時に保存されます。レイアウト画面、データ作成画
面のどちらがアクティブになっていても、同時に保存されます。
レイアウトだけを保存したければ、「レイアウトファイル形式」
で、入力したデータを保存したければ「汎用データ形式」で保
存します。
　［ファイル］−［データ］−［エクスポート］を選択することに
より、汎用データを「csv 形式」または「txt 形式」で保存するこ
とができます。

Hint

①	レイアウト画面をアクティブにして、［ファイル］−［ラベ
ル印刷］を選択します。

［印刷］ダイアログボックスが表示されます。

②	［印刷オプション］ボタンをクリックします。

流し込み印刷

③	［OK	］ボタンをクリックします。
［印刷］ダイアログボックスに戻ります。

④	［OK］ボタンをクリックします。
流し込み印刷が開始されます。データが全て印刷されるの
で、データ数分のラベルをご用意ください。

②	［表示］−［シート表示］を選択するか、ズームツールバー
の［シート表示］ボタン をクリックします。
シート表示画面が表示されます。流し込んだデータは、1 行
目から左→右の順にラベルに表示されます。流し込んだデー
タが複数ページの場合、［表示］−［次ページ］を選択すると
確認できます。

　データ作成画面で指定したデータのみを印刷することができ
ます。

①	データ作成画面で印刷するデータを指定します。
データ作成画面の行番号の横の印刷チェックボタン をク
リックします。すると となり、印刷データとして指定されます。
印刷チェックボタンはクリックするたびに切りかわります。

データを指定した流し込み印刷

［ファイル］−［印刷チェック］を選択することにより、
全データに印刷チェックを付けたり、解除することができます。

Hint

［ナンバリング／流し込み枠］タブの「連続流し込みを行う」
にチェックが付き、「すべてのデータを使って印刷する」が
選択されていることを確認します。
印刷の指定について、詳しくは「8.印刷とカット」をご覧ください。
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④	［OK］ボタンをクリックします。	
［印刷］ダイアログボックスに戻ります。

⑤	［OK］ボタンをクリックします。
流し込み印刷が開始されます。指定したデータが連続で印刷
されます。

データ作成画面の印刷チェックはレイアウトに保存さ
れます。

Hint

　流し込み印刷では、1データについて指定枚数のラベルを続
けて印刷することができます。これには、［印刷オプション］ダ
イアログボックスの［流し込み枠］タブで、印刷方法の「グルー
プ印刷」にチェックを付けて「枚数」を指定します。たとえば、
「枚数」に 2 を指定すると、以下のように印刷されます。

TIPS グループ印刷

Wリングノート

ツインリングノート

ツインリングメモ

Wリングノート

ツインリングノート

ツインリングメモ

　データ作成画面の入力データを一覧として印刷できます。

①	データ作成画面をアクティブにします。

②	［ファイル］−［印刷］を選択します。
［データの印刷］ダイアログボックスが表示されます。

データ作成画面の印刷

③	「印刷範囲」と「印刷部数」を指定します。
「すべて」にチェックを付けると、入力したデータ全てを印刷
します。また、「範囲指定」にチェックを付けると、指定した
件数だけ印刷します。

「一覧表でチェックしたもの」にチェックを付けると、データ
作成画面の行番号横にある印刷チェックボタンにチェックが
付いているデータを印刷します。印刷対象は、［印刷一覧］ボ
タンをクリックすることで確認できます。

④	「OK」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

データ作成画面では、用紙の 1 ページの区切りが赤線
で表示されます。また印刷イメージは、印刷プレビューで確認
してください。

Hint

②	レイアウト画面をアクティブにして、［ファイル］−［印刷］
を選択します。	

［印刷］ダイアログボックスが表示されます。

③	［印刷オプション］ボタンをクリックします。
［ナンバリング／流し込み枠］タブの「連続流し込みを行う」
にチェックが付き、「データ作成ウィンドウでチェックしたデー
タを印刷する」もチェックが付いていることを確認します。
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　データ作成画面の個別操作について説明します。

データの入力

　既にデータ作成画面にデータが表示されている場合に、保存し
てあるテキストファイルを追加したり、置換する方法を説明します。

①	データが表示されている状態で、［ファイル］−［デー
タ］−［インポート］を選択、または編集ツールバーの	

	をクリックします。
［データ読込み］ダイアログボックスが表示されます。

②	読み込むファイルを指定し、［開く］ボタンをクリック
します。
［シートの選択］ダイアログボックスが表示されますので、読
み込むシートを指定してから［開く］ボタンをクリックします。

データの追加と置き換え

③	[インポートデータ選択 ]ダイアログが表示されますの
で、ダイアログ下部の「データファイルの読み込み方法
を選択してください]から読み込む方法を指定します。
既存データの末尾に追加する場合は、［現在のデータに追加
する］を選択します。
既存データの列属性はそのままにして、表示中のデータを削
除して、データの読み込みをしなおす場合は、［列属性を保
存し、現在のデータと置き換える］を選択します。
既存データを列属性ごと削除して、新しいデータを読込む場
合は、［列属性を保存せずに、現在のデータと置き換える］
を選択します。

データの置き換えを行った場合、既存データは消去さ
れます。既存データを残すには、読み込み操作を行う前にデー
タの保存を行ってください。
　追加または置き換えるデータの列順が、既存データと異なる
場合は、列がずれて表示されます。

注意

　データファイルとして代表的なテキストファイルは、csv
（カンマ区切り）ファイルです。１行が 1 件のレコードに
当たり、1 行内の各項目が半角のカンマ（,）で区切られま
す。

【例】郵便番号 , 住所１, 住所２, 名前
115-0045, 東京都北区赤羽 123, 赤羽コーポ 202, 相田圭祐
256-0812, 小田原市国府津 9856, , 井上洋子
345-0001, 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内 2, , 上村智
466-0003, 名古屋市昭和区曙町 22, ベルメゾン 310, 江上俊一
510-0223, 鈴鹿市若松北 200, , 小川夏美

　このほか、各項目がタブで区切られたテキストファイル
（拡張子が「txt」）も読み込むことができます。
　他のアプリケーションで作成したデータを夢ぷりんと 14
で読み込むには、事前にテキストファイルとして保存しま
す。保存の操作方法は、アプリケーションにより異なりま
すが、一般的には［名前を付けて保存］ダイアログボック
スで「ファイルの種類」として「csv」や「txt」を指定します。
詳しくは、お使いのアプリケーションのマニュアル等をご
覧ください。
　読み込みできる Microsoft Excel 形式のファイルには、以
下の制限があります。

●ファイルバージョン
• Microsoft Excel 2000以降で保存した、拡張子が“xls”お

よび“xlsx”のファイルが対象となります。

●シート名、カラム名（列タイトル）
•  64 文字以内（スペースも 1 文字）で、必ず入力されて

いる必要があります。
• 全て半角数字のシート名は使えません。
•  「CON」「AUX」「LPT1」「LPT2」等 MS-DOS のキーワー

ドは使えません。
•  「!」や 「.」は置換されます。
• 「"」「#」「%」「&」「(」「)」「,」「;」「@」「^」「{」「|」

「}」「~」「+」「<」「=」「>」「-」は使用できません。
•	 1 文字めにスペースは使えません。

データ開始位置
•	 1 行目には、A1 からカラム名（列タイトル）が入力さ

れている必要があります。
• データは 2 行目から入力し、必ず 1 行以上入力してく

ださい。

●その他の注意
•	 1 行目のタイトルは読み込まれません。
• タイトルがついていても、データの入力されていない

列は読み込まれません。
• Microsoft Excel の表示形式で指定した日付や通貨表示

等は読み込まれません。
• 数値データは、桁数が多いと指数表示や異なる値で読

込まれる場合があります。Microsoft Excel で、セルの
属性を文字列として入力したデータをお使いください。

TIPS テキストファイルとMicrosoft	Excelファイル

④	［OK］ボタンをクリックします。
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　データの入力には、データ作成画面に直接入力する方法と、
カード形式で入力する方法があります。

①	［編集］−［カード入力］を選択します。
データ作成画面の前面にカード入力画面が表示されます。
データ作成画面の 1 行が 1 枚のカードとなり、A 列から BL
列まで 64 列の入力エリアが列ごとに表示されます。

カード入力

列に名前を付ける手順は、後述の「列タイトルの入力」
をご覧ください。

Hint

②	データを入力します。
各項目にデータを入力します。クリックすると文字の入力
モードとなります。
イメージデータは、［イメージ参照］ボタンをクリックし、ファ
イル名を指定します。バーコードデータは、チェックデジッ
トを含まないバーコードの値を入力します。カスタマーバー
コードデータは、郵便番号、住居表示番号から抜き出したカ
スタマーバーコードの値を入力します。

イメージ、バーコード、カスタマバーコードは、先に
データ作成画面で列属性を指定します。
　カード入力画面には、各属性のボタンが表示されます。ただ
し、テキスト属性は表示されません。

Hint

③	［新規］ボタンをクリックします。
新しいカードが表示されるので、次のデータを入力します。

カード入力画面でデータを入力すると、その都度レイ
アウト画面が書きかわります。ちらつきが気になる場合は、デー
タ作成画面を最大化した状態で入力すると良いでしょう。

Hint

④	［閉じる］ボタンをクリックします。
カード入力画面が閉じ、入力したデータがデータ作成画面に
表示されます。

カードの移動は、   ボタンをクリックする
か、下に表示されるスクロールバーで行います。

Hint

カード入力画面では、列属性の指定、列タイトルの入
力はできません。あらかじめデータ作成画面で行ってください。

注意

　イメージデータは、データ作成画面ではファイルの名前が
表示されますが、レイアウト画面に流し込むと、イラストが表
示されます。元のイメージファイルが削除されたり、ファイル
名を変更すると、イラストの表示ができなくなります。

TIPS データ入力の注意点

■テキストデータの入力
　テキスト列のセルを指定します。文字を入力して Enter を押す
と確定となります。

■イメージデータの入力
　イメージ列のセルをダブルクリックすると［イメージファイル
の読み込み］ダイアログボックスが表示されます。
　ファイル名を指定して［開く］ボタンをクリックすると、ファイ
ルのパスが表示されます。

データ作成画面への直接入力

■バーコードデータの入力
　バーコード列のセルを指定します。バーコードの値を入力して
Enter を押すと確定となります。

■カスタマーバーコードデータの入力
　カスタマーバーコード列のセルを指定します。郵便番号、住居
表示番号から抜き出したカスタマーバーコードの値を入力して
Enter を押すと確定となります。
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　列に名前を付ける場合は、以下の手順で行います。

①	列（セル）を選択します。

②	［編集］−［列タイトル入力］を選択します。
［列タイトルの入力］ダイアログボックスが表示されます。

列タイトルの入力

③	列タイトルを入力して、［OK］ボタンをクリックします。
列にタイトルが設定されます。
列タイトルを付けると、カード入力画面にも表示されます。
検索や抽出等の編集操作や、宛名データへの切り替え時に宛
名項目を設定する場合、列タイトルがついていると便利です。

　データ作成画面で作成したデータは、「汎用データ」です。はが
きの宛名に使用する場合は、「宛名データ」に切り替えます。郵便
はがきや年賀はがきへの宛名印刷は宛名データに切り替えてか
ら「はがき宛名ツール」を利用すると便利です。

汎用データと宛名データ

①	［編集］−［宛名データに切り替え］を選択します。
確認メッセージが表示されます。

②	［はい］ボタンをクリックします。
はじめて汎用データから宛名データに切り替える場合は、［宛
名項目設定］ダイアログボックスが表示されます。設定方法
については、次項をご覧ください。

③	宛名項目を設定し、［OK］ボタンをクリックします。
宛名データに切りかわります。タイトル行に「宛名データ」と表
示され、宛名データで固定された列タイトルが表示されます。

宛名データへの切り替え

「汎用データ」の列タイトルは、「宛名データ」の列タ
イトルが上書きされます。

注意

宛名データから汎用データに切り替える場合は、［編
集］−［汎用データに切り替え］を選択します。

Hint

　宛名データ用の 16 項目が設定されます。カード入力画面で
はこの 16 項目のみが表示されます。これ以外のデータは入力
できません。これにより郵便番号、住所、名前に特別の属性が
設定され、郵便番号枠が表示されたり、文字サイズを自動調
整して、はがきの宛名が作成しやすくなります。また、郵便番
号から住所を検索し、住所入力が容易になります。

TIPS 宛名データに切り替えると

■宛名項目設定
　初めて汎用データから宛名データに切り替える場合、［宛名項
目設定］ダイアログボックスが表示されます。

宛名項目設定

　「宛名項目」を指定し、関連付ける「流し込みデータ項目」を
指定して、［↓項目設定］ボタンをクリックします。「設定された
項目」に宛名項目と関連付けられた流し込みデータ項目が移動
します。そこで必要な宛名項目を設定して［OK］ボタンをクリッ
クすると、宛名データに切り替わります。なお、宛名項目には固
定された 13 項目と、自由設定 3 項目があります。
・名前 ・フリガナ 　　・郵便番号　　 ・住所 1
・住所 2 ・E メール 　　・TEL  ・FAX 
・携帯 ・会社名 　　・部署名 1 ・部署名２
・役職名 ・自由項目 1　   ・自由項目 2 ・自由項目 3

列属性がテキスト属性に設定された項目だけが「流し
込みデータ項目」欄に表示されます。テキスト以外の属性の項
目は宛名項目に設定することができません。

注意

[ 列タイトル ] は、セルを選択したあと、マウスの右ボ
タンを押して表示されるメニューからも変更できます。

Hint
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■宛名項目の変更
　宛名項目設定を行うと、それ以降の「汎用データ」と「宛名デー
タ」の切り替えは、設定項目に従って行われます。変更や設定を
削除する場合は、［編集］−［宛名項目設定］を選択して、［宛名
項目設定］ダイアログボックスを表示します。なお、「設定され
た項目」を指定し、［↑項目解除］ボタンをクリックすると、設定
が解除されます。

　宛名項目に設定された列の列属性をテキスト属性以外に変
更したり、列タイトルを 16 種類のもの以外に変更すると、自
動的に宛名項目の設定が解除されます。

TIPS 宛名項目設定の強制解除

宛名データのカード入力画面

■カード入力画面の入力項目
　カード入力画面には固定された 16 項目のみが表示され、宛名
項目に設定しない項目は入力できません。

データ作成画面では、宛名項目に設定しない項目（列）
にも入力できます。ただし、郵便番号を入力することにより住所
を自動入力することはできません。

Hint

■カードの移動 
　［新規］ボタンをクリックすると、新しいカードが表示され、
新たにデータが入力できます。
　カードの移動は、    ボタンをク
リックするか、スクロールバーで行います。

　宛名データに切り替えると、宛名用の 13 項目と自由に設定
できる 3 項目に固定の列タイトルが設定されます。
　「郵便番号」には郵便番号枠が表示され、「名前」は全て全
角で表示されます。それ以外の 12 項目は、通常のテキスト属
性と同じです。
　［宛名項目設定］ダイアログボックスで、流し込むデータを
宛名項目に関連付けます。関連付けることができるのは、テキ
スト属性の項目のみです。
　カード入力画面では、宛名設定された項目のみを入力する
ことができます。
　宛名項目は、列タイトルが決められるため、列タイトルを変
更すると設定が自動的に解除されます。列属性を変更した場
合も、自動的に解除されます。

TIPS 宛名データのまとめ

　データ作成画面では、以下の手順で編集を行います。

データの編集

■セルの選択
　セルは、最大で 64 列× 32767 行まで作成できます。
　セルを選択するには、対象のセルをクリックします。選択状態
のセルは太い線で囲まれ、行番号の隣にアクティブ行を示す＊
マークが表示されます。セル内のデータを部分的に選択するには、
選択部分をドラッグします。すると選択範囲が反転表示されます。
　 Shift を押しながらクリックすると、セルを範囲選択できます。

セルの操作・行の操作・列の操作

■行（列）の選択
　行（列）番号をクリックすると行（列）の色が変わり、選択状
態になります。［編集］−［行（列）選択］を選択しても同様です。
なお、 Shift を押しながら選択すると、複数行を範囲選択でき、

アクティブ行を示すマーク

選択されたセル
列タイトルと行タイトルの色が変わる
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Ctrl を押しながら選択すると、連続しない複数の行を選択す
ることができます。

■削除
　セルの内容を削除する場合は、セルを選択して［編集］−［削
除］を選択します。行（列）を削除するには、行（列）を選択して、

［編集］−［行削除］（［列削除］）を選択してください。

■切り取り
　セルの内容を切り取る場合は、セルを選択して［編集］−［切
り取り］を選択します。また、行（列）を切り取るには、行（列）
を選択して操作します。

■コピー
　セルの内容をコピーする場合は、セルを選択して［編集］−［コ
ピー］を選択します。また、行（列）をコピーするには、行（列）
を選択して操作します。

■貼付け
　切り取りやコピー操作を行った後に操作します。
　貼付け先のセルを選択して［編集］−［貼付け］を選択します。
セルの内容が貼り付けたデータで上書きされます。また、行（列）
を貼り付ける場合は、行（列）を選択して［編集］−［貼付け］を
クリックします。

セルを選択して貼り付けを行った場合、データが上書
きされます。貼付け先のセルにデータを追加するには、セルを
ダブルクリックして、カーソルが点滅した状態で貼り付け操作
を行ってください。
　なお、セルの内容を移動するには、切り取りを行ってから貼
付けします。

Hint

■行（列）の挿入
　行（列）を挿入する場合は、行（列）を選択して、［編集］−［行
挿入］（［列挿入］）を選択します。すると選択した位置に行（列）
が挿入されます。

■列幅の変更
　列タイトルの右側の境界線をドラッグすると、列幅を変更でき
ます。また、境界線をダブルクリックすることにより最大入力文
字幅に自動調整されます。

行の高さを変更する場合は、［表示］−［行の高さ］を
選択して［行の高さ］ダイアログボックスを表示し、数値を入力
することにより行います。ファイルを保存すると、セルのサイズ
も保存されます。保存したファイルを開くと、保存したときのセ
ルのサイズとなります。
　同様に、［表示］−［行の幅］を選択することで行の幅を変更
することもできます。

Hint

　行をソート（並べかえ）します。

①	［編集］−［ソート］を選択します。	
［ソート］ダイアログボックスが表示されます。

ソート

②	ソート条件を指定します。
ソートのキーとなる項目（列）を指定します。

③	［OK］ボタンをクリックします。
データがソートされ表示されます。

データは全て文字として扱われ、文字コード順に並べ
替えられます。数字としてソートすることはできません。また、
ソート結果を入力順に戻すことはできません。

Hint

　入力されたデータは条件を指定し、条件に合致するデータを
抽出することができます。

①	［編集］−［検索］を選択します。	
［文字列の検索］ダイアログボックスが表示されます。

②	検索条件を指定します。
検索対象とする項目（列）と検索する文字列を指定します。

検索

境界線をドラッグする
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③	［検索↑］または［検索↓］ボタンをクリックします。
合致したデータを含む行が抽出されアクティブになります。

　条件を指定して検索し、抽出されたデータの内容を指定文字
列に置換することもできます。

①	［編集］−［置換］を選択します。	
［文字列の置換］ダイアログボックスが表示されます。

②	検索条件と置換方法を指定します。
検索対象とする項目（列）と検索する文字列を指定します。
セルの内容を置換するか、該当する文字列のみを置換するか
を指定します。

置換

③	［検索↑］または［検索↓］ボタンをクリックします。
一覧表の該当項目が検索されます。

④	検索結果を確認して［置換］ボタンをクリックします。
該当文字列が置換されます。

［全置換］ボタンをクリックすると、該当項目が全て置
換され、置換された数が表示されます。

Hint

　条件に合致するデータ（行）のみを抽出して表示します。

①	［編集］−［抽出］を選択します。
［抽出］ダイアログボックスが表示されます。

②	抽出条件を指定します。
抽出条件には、文字列、マーク、入力の有無を指定すること
ができます。また、2 つまで指定することができます。

抽出

③	［実行］ボタンをクリックします。
抽出されたデータのみが表示され、タイトルバーに「抽出中」
と表示されます。

■抽出の解除
　抽出中（抽出データが表示された状態）に［編集］−［抽出解除］
を選択すると、抽出が解除されます。抽出データをソートした場
合にはソートが解除され、抽出前の順で表示されます。

　抽出中は、データが入力されている列だけが表示されます。
データの入力、修正、削除、ソート、検索、置換はできますが、
列に関する操作はできなくなります。
　また、データを追加して読み込むこともできなくなります。
なお、抽出中の状態を別レイアウトとして保存することはでき
ません。［ファイル］−［データ保存］で csv ファイルに保存し、
抽出を解除した後に［ファイル］−［データ読み込み］でデー
タを置換してください。

TIPS 抽出中のデータ編集
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流し込みブロックの
編集

　流し込みブロックの文字サイズ変更や修飾は、［流し込み］ダ
イアログボックスで行います。データの属性により、該当しない
項目は操作できなくなります。
　なお、レイアウト画面の流し込みブロックをダブルクリックす
ると、［流し込み］ダイアログボックスが表示されます。

［流し込み］ダイアログボックス

イメージ属性のブロックとカスタマバーコード属性の
ブロックには、このダイアログボックスで指定する項目はあり
ません。

注意

■［枠］タブ

流し込みデータ
　流し込み枠に表示するデータ列を指定します。

枠設定
　「最大文字サイズ」には、ブロック内に表示する文字の最大サ
イズを指定します。ブロックサイズを変更すると、ブロックサイ
ズに応じて「最大文字サイズ」で指定したサイズ内の表示可能
な最大サイズで文字が表示されます。
　「表示中のフォントサイズ」に現在の文字サイズを示します。
　「最大文字幅」「最大文字間隔」は、ブロック内に表示する最
大の文字幅と文字間隔を指定します。文字幅や文字間隔は、流
し込まれた文字数により自動的に調整されますが、変更が必要
な場合には調整してください。

フォント、方向、スタイル、配置
　文字の修飾を指定します。方向を縦書きにした場合は、ブロッ
クを縦長に変更してください。

■［変換属性］タブ

半角を全角にする
　「半角を全角にする」にチェックを付けると、半角で入力され
たデータを全角に変換して表示します。縦書き時の半角数字に
利用すると便利です。

数値の書式
　日付や通貨などを表示する書式を指定します。
　数字データの場合は、「%」「桁区切り」「通貨」を指定します。
　半角記号（「/」「-」「．」等）で区切られた数字データは、西暦
または元号で表示することができます。（例：2001/1/1 → 2001
年 1 月 1日）
　Microsoft Excel から読み込んだデータの属性が解除された場
合に指定すると便利です。

住所属性 
　「住所 1」「住所 2」の項目に指定できます。「数字を漢数字に
変換する」にチェックを付けると、算用数字で入力された地番を
漢数字に変換して表示します。縦書きに利用すると便利です。
　「-」を変換する」をチェックすると、「2-3-3」のように入力し
た地番を変換する文字に置き換え「2 の 3 の 3」と表示します。

「住所 1」と「住所 2」および「名前」については、全て
全角に変換されて表示されます。

Hint
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■［郵便番号］タブ

郵便番号枠
　「郵便番号」に設定されている項目に指定します。ここで郵便
番号の枠の位置が調整できます。
　［位置］タブでブロックの座標を X 座標 43.3、Y 座標 11.4 に
指定すると、およそ官製はがきの位置になります。

郵便番号枠は印刷されませんが、［印刷オプション］
ダイアログボックスの［流し込み枠］タブで指定すると、郵便番
号枠を印刷することができます。私製はがきに印刷する場合等
に便利です。

Hint

　宛名データの郵便番号は、はがき用の郵便番号の大きさと枠
が表示されるので、宛名ラベルや宅配便伝票で宛名データを使
用する場合、郵便番号に不要な枠が表示されてしまいます。
　この場合は、列タイトルを「〒」に変更すると、郵便番号の宛名
項目設定が解除されて、通常の文字列として扱うことができます。

TIPS 宛名ラベルの郵便番号

■［設定］タブ
　バーコード属性のブロックには、［設定］タブが表示されます。

バーコードの種類・コード・バーコードの高さ・　　　　　　
細いバーコードの幅
　データ作成画面で指定したバーコードの種類と入力したコー
ドが表示されます。ここでは入力できません。変更がある場合は、
データ作成画面で修正します。なお、バーコードの高さと幅を変
更するには、流し込みブロックのサイズを変更することにより行
います。

オプション
　バーコードの種類によりオプションが表示されます。

フォント／サイズ
　テキストを表示した場合のフォントとサイズを指定します。

●ラベルをすべて同じにレイアウトした場合
　用紙の設定で、ラベルのレイアウト方法を「すべて同じ」と
した場合には、1 枚のラベルでブロックサイズや位置を変更す
ると、全ラベルに影響します。テキストデータは、データの文
字数が多いラベルに合わせて、ブロックの幅を大きめにしてお
くと良いでしょう。

●ラベル単位にレイアウトした場合
　ラベルのレイアウト方法を「ラベル単位」にした場合は、ラ
ベルごとにレイアウトが変更できます。1 枚目のラベルの変更
は、2 枚目以降のラベルに影響しません。
　「ラベル単位」でレイアウトした場合は、流し込み操作後、
シート表示画面でデータを確認すると、1 枚目のラベルにのみ
データが表示されます。ラベルを右クリックして［全体コピー］
を選択し、全てのラベルにデータを流し込み、個々のラベルの
レイアウトを変更してください。

TIPS レイアウト変更の影響

　宛名データで、「住所 1」「住所 2」
と設定したブロックでは、縦書きした
場合、半角数字は全角数字に変更し、
ハイフンも縦書きに変更して表示し
ます。
　また、地番などの 4 桁までの数字
は右のように表示します。
　「数字を漢数字に変換する」を
チェックした場合は、縦書きに表示さ
れます。

TIPS 住所属性を設定したブロック
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　流し込みデータを QR コードで表示する方法を説明します。以
下の項目が表示できます。

アドレス帳
　名前、フリガナ ､TEL1、TEL2、e-Mail1、e-Mail2、メモ

メール連携
　e-Mail、件名、本文

ブックマーク
　URL、タイトル

テキスト
　テキストメモ

①	データ作成画面にデータが表示されていることを確認し
ます。

②	レイアウト画面をアクティブにし［挿入］−［流し込み
QRコード枠］を選択します。

［流し込み QR コード枠］ダイアログボックスが表示されます。

流し込み QR コード枠

③	QRコードの用途を選択します。
携帯電話の種類を指定しない場合は、「汎用」とします。

④	機能を選択します。
QR コードの機能を選択します。用途を「汎用」にした場合は、
テキスト扱いになり選択できません。

⑤	データを入力します。
「データ入力」に、選択した機能に合わせた項目が表示され
ます。各項目がデータ作成画面のどの列に対応するかを指定
します。

「A:」と列名が表示される項目は、必須項目です。必ず
対応する列を指定してください。「無し」となっている項目は指
定しなくても構いません。

Hint

⑥	QRコードの大きさを指定して、［OK］ボタンをクリック
します。
レイアウト画面に戻ると、QR コードブロックを示す点線枠が
表示されます。

⑦	貼り付ける位置をクリックします。
流し込み QR コード枠が挿入されます。

QR コードとして流し込めるのは、1 行のデータのみで
す。Microsoft Excel で 1 つのセルに複数行入力した場合は、そ
の通りには表示されません。

注意

■［位置］タブ

流し込みブロックの位置と回転の角度を設定します。ブロックの
大きさを指定することで定量的に大きさを指定することもでき
ます。「印刷しない」にチェックを付けると、印刷されません。
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「はがき宛名ツール」を
使ってみよう9

はがき宛名ツールとは

　夢ぷりんと 14 の用紙情報には「はがき」は収録されており、
流し込みデータと組み合わせて宛名印刷ができます。しかし、郵
便番号枠が印刷済みの郵便はがきや、くじ付きの年賀はがきの
書式に合わせて印字位置を調整するのは大変です。「はがき宛
名ツール」を使うと、より簡単にはがきの宛名印刷ができます。

①	［はがき宛名］ボタン	 		をクリックします。
②	「はがき宛名ツール」が起動します。

	 　夢ぷりんと側で「汎用データ」が開いている場合は、
「宛名データ」に切り替わり、左端の項目から順に自動的
に宛名項目を割り当て、「はがき宛名ツール」にデータを
渡します。

	 　「宛名データ」が開いている場合は、対応する「はがき
宛名ツール」の項目にデータを渡します。

	 　データがない場合は、新規作成の状態で「はがき宛名
ツール」が開きます。「はがき宛名ツール」が起動すると、
夢ぷりんとの作業ウィンドウは閉じます。

「はがき宛名ツール」の起動
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住所録の作成

　夢ぷりんとの[はがき宛名]ボタンから起動した場合、宛名デー
タがあればそれを引き継いで「はがき宛名ツール」が起動する
ため、読み込み操作は必要ありません。汎用データをお使いの
場合は、宛名データに切り替えてください。

　保存済みの宛名データや、他形式のデータを読み込み、新規
に住所録を作成する場合について説明します。

　夢ぷりんとの宛名データ（拡張子が「YDD」または「YDE」のファ
イル）は、そのまま開くことができます。拡張子が「YDD」「YDE」
であっても、「汎用データ」として保存されたものは開けないの
で、その場合は「夢ぷりんと」を起動し、宛名データに切り替え
て保存する必要があります。

　また、他のアプリケーションで作成したテキストファイル（拡
張子が「csv」または「txt」のファイル）や、Microsoft Excel で作
成したファイル（拡張子が「.xls/.xlsx」のファイル）を読み込むこ
とができます。
　データを一件ずつ入力する方法については、「カード入力」を
ご覧ください。
　Microsoft Excel ファイルの読み込みには、ODBCドライバがイ
ンストールされている必要があります。ODBCドライバのインス
トールについては「1. セットアップ」をご覧ください。

①	「はがき宛名ツール」を起動します。

②	夢ぷりんとデータ形式の場合は［ファイル］−［開く]、
CSVまたはTXTファイルの場合は［ファイル］−［他形
式ファイルの読み込み］を選択します。

［データ読込み］ダイアログボックスが表示されます。

③	読み込むファイルを指定します。
ファイルの場所、ファイル名を指定します。

④	「読み込む項目の選択 ]ダイアログが開きます。
読み込む項目を選択し、その割り当て先項目をクリックして
から、[ 加える ] ボタンをクリックして項目の関連付けを行っ
てください。必要な項目がすべて [ 読み込み先項目 ] 欄に移
動するまで、同じ操作を繰り返します。もし、途中で間違えて
移動させてしまったときには、間違えた項目を [ 読み込み先
項目 ] 欄から選択して、[ 解除 ] ボタンをクリックします。

データの読み込み

⑤	［OK]ボタンをクリックします。
［OK] ボタンをクリックすると、指定したデータが読み込まれ
ます。
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　読み込みデータだけでなく、一件ずつ入力して住所録を作成
することもできます。

①	住所入力カードを開く	
メニューから［住所録をつくる］を選びます。 
新規の住所入力カードと、はがきのレイアウトを使った宛名
画面が開きます。 

②	各項目を入力
データを入力したら、【Enter】キーを押して文字変換を確定
します。もう一度【Enter】キーを押すと、次のボックスへ移
動します。
フリガナは名前の文字変換が確定するごとに自動的に入力さ
れます。 

入力カードで住所を入力する

　差出人として印刷するデータを 6 件まで登録でき、宛名によっ
て差出人を切り替えることができます。

①	差出人情報を入力する	
メニューの [ 編集 ]-［差出人の編集 / 選択］を選び、［差出人
1］にデータを入力します。 名字と名前の間は、【スペース】
キーを押して１文字分空けてください。連名を入力する場合、
空白以降の文字に合わせて宛名画面に表示されます

差出人を登録する

②	宛名によって差出人を切り替える
住所入力カードの [ 差出人 ] で、登録した差出人をリストか
ら選択し、指定します。 



99

9
は
が
き
宛
名
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
み
よ
う

②	フォントとサイズの変更
宛名に表示されているデータのフォントやサイズを変更しま
す。変更したいブロック（名前、住所など）をダブルクリックし、
表示される［詳細設定］画面で指定します。 

①	レイアウトの選択
［設定］-［宛名レイアウトの選択］を選びます。表示される一
覧の中から、使用するレイアウトを選びます。

宛名のレイアウト
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　印刷前にプリンタ設定を確認してください。

■印刷範囲の確認
　プリンター設定の内容により、印刷範囲が赤い点線で表示さ
れます。印刷を実行する前に、赤い点線が用紙のサイズや方向
と合っているかを確認してください。
　用紙とプリンター設定が不一致の場合、印刷実行時に確認
メッセージが表示されます。定形用紙の場合はレイアウト画面
に、ラベルフォームの場合はシート表示画面に表示されます。以
下のように用紙と赤い点線がずれている場合は、プリンター設
定を変更してください。

■プリンタ設定の変更
　［ファイル］−［プリンタの設定］を選択します。［プリンタの設定］
ダイアログボックスで、「用紙」や「印刷の向き」を変更します。
　さらに詳しい設定は、［プロパティ］ボタンをクリックして設
定します。
　なお、プリンタの設定を変更した場合、［OK］ボタンをクリッ
クしてください。

印刷とカット10
印刷の手順

プリンタ設定の確認

　ユーザーシートでフリーサイズの用紙を設定している場合
や、封筒、連続紙等に印刷する場合は、［プリンタ設定］ダイ
アログボックスの「用紙」に、該当するサイズが表示されない
場合があります。この場合、用紙を定義する必要があります。
　［プロパティ］ボタンをクリックすると、設定ダイアログボッ
クスが表示されるので、用紙サイズを定義します。詳しくはプ
リンタのマニュアルをご覧ください。定義できない場合は、最
も近い用紙サイズを指定してください。ただし、この場合には
印刷がずれる可能性があります。

TIPS 印刷用紙のユーザー定義

①	［ファイル］−［印刷オプション］を選択します。
［印刷オプション］ダイアログボックスが表示されます。

②	オプションを指定します。
印刷オプションの詳しい設定については、「印刷オプション」
をご覧ください。

③	［OK］ボタンをクリックします。
印刷オプションが設定されます。

印刷オプションの指定
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①	［ファイル］−［印刷プレビュー］を選択するか、標準ツー
ルバーの［印刷プレビュー］ボタン をクリックします。
印刷プレビュー画面に切りかわります。

②	印刷イメージを確認します。
印刷オプションの指定や印刷イメージを確認します。

［拡大］ボタン、［縮小］ボタンにより画面の表示倍率を変更
することができます。流し込み印刷では［次ページ］［前ペー
ジ］で全てのデータが確認できます。

③	［閉じる］ボタンをクリックします。
レイアウト画面に戻ります。

印刷プレビュー

　印刷プレビュー画面では、［ファイル］−［印刷オプション］
を選択することにより指定した項目が確認できます。一部の印
刷オプションの指定はシート表示画面でも確認することがで
きますが、流し込み印刷、グループ印刷、印刷ラベルの指定等
が複数設定されている場合は、シート表示画面で表示と実際
に印刷されるイメージが異なるので、印刷プレビュー画面で確
認してください。
　なお、背景ブロックに「背景を印刷しない」を指定している
と、印刷プレビューに背景は表示されません。

TIPS 印刷プレビューでの確認

　シート表示画面で、プリンタ設定や印刷オプションを設定して
印刷プレビューを確認したら、印刷を実行します。

①	［ファイル］−［印刷］を選択するか、標準ツールバーの［印
刷］ボタン をクリックします。

［印刷］ダイアログボックスが表示されます。

②	印刷部数を指定し、印刷オプションを確認します。
指定している印刷オプションは右下に表示されます。必要で
あれば、［印刷オプション］ボタンをクリックして、印刷オプ
ションを指定します。

印刷の実行

特にラベルフォームの印刷では、印刷オプションの指
定を確認してください。印刷するラベルの指定や流し込みの指
定を行わないと正しく印刷されません。

Hint

③	［OK］ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

プリンタ設定に問題がなくても、給紙方法等により印
刷がずれる場合があります。また、プリンタマージンにより、印
刷できないラベルや範囲が生じる場合があります。

注意

　ラベルフォームの場合、ラベルの枠線を印刷することができ
ます。試し印刷やノーカットのラベルに切り取り線を印刷するの
に便利です。

■ラベル枠の印刷
　枠の形状は、「実線」「点線」「四隅」から選択します。「補助
線も印刷する」にチェックを付けると、補助線の表示されている
ラベルの場合に、補助線を印刷します。

■塗り足しの指定
　「塗り足しをする」にチェックを付けると、ラベルより印刷範
囲が一回り大きくなります。背景を設定している場合に使用する
と良いでしょう。

■カットラインの印刷
　通常カットラインは印刷されませんが、試し印刷を行う場合等
に「カットラインを印刷する」にチェックを付けると、カットライ
ンや折れ線を印刷します。

用紙枠の印刷

　以下のように操作することで、作成済みの横置きのレイア
ウトの用紙情報を左右反転することができます。
　まず、［設定］−［環境設定］を選択し、［その他］タブで「横
置きの用紙の回転方向を逆にする」のチェックを逆にします。
次に、［ファイル］−［用紙の設定］を選択し、用紙の設定をし
なおしてください。

TIPS レイアウトの用紙情報の左右反転
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　複数の用紙に分割して印刷を行う場合は、［分割印刷］タブの
「分割印刷をする」にチェックを付けます。
　縦と横それぞれに、分割印刷する枚数を指定します。
　「枠を印刷する」にチェックを付けると、レイアウトの枠が印
刷されます。
　「トンボをつける」にチェックを付けると、分割した各ページ
にトンボが印刷されます。このトンボは、印刷した用紙の位置を
合わせるためのもので、CraftROBO でカッティングする場合に
使うトンボとは別のものです。
　「重ね領域を有効とする」にチェックを付けると、ページにま
たがる領域に重なりの部分を印刷します。重なる部分の内側に
印刷される線同士を合わせることで、ページにまたがった図柄
をぴったりと合わせることができます。

　両面にレイアウトした場合は、印刷する面を指定します。印刷
する面は、「表面のみ」「裏面のみ」「両面」から選択します。
　「両面」を選択すると、表面の印刷に続けて裏面を印刷します。
プリンタが自動的に用紙を入れかえる場合や手で給紙する場合
があるので、両面印刷する方法はプリンタのマニュアルをご覧く
ださい。
　両面印刷に対応していないプリンタで複数シートを印刷する
場合は、1 シートめの表面を印刷したら用紙をセットしなおして
裏面を印刷し、次に 2 シート目の表面を印刷、用紙をセットしな
おして裏面を印刷…という順番で印刷してください。

両面印刷

　ラベルフォームの場合、印刷するラベルを指定することがで
きます。

■［ラベルの選択］タブ

　印刷するラベルを指定する場合は、「印刷するラベルを指定」
にチェックを付けます。すると全てのラベルが反転表示されるの
で、用紙イメージに表示されたラベルから、印刷するラベルだけ
を選択してください。複数枚数にも及ぶ印刷の場合、2 枚目以降
も指定したラベルのみに印刷されますのでご注意ください。
　ラベルをクリックするたびに、印刷する／しないの指定が切り
かわります。なお、左上の番号は、流し込み印刷を指定した場合
の印刷順です。

印刷ラベルの指定

　印刷ラベルの指定は、レイアウトされているどのラベルを印
刷するかの指定です。どの位置にレイアウトするかの指定では
ありません。なお、白紙のラベルに印刷する指定を行っても、
なにも印刷されません。

TIPS 印刷ラベルの指定とは

　印刷のオプションを指定するには、［ファイル］−［印刷オプショ
ン］を選択します。

印刷オプション

■［分割印刷］タブ

分割印刷

　前回の印刷で途中のラベルまで印刷した用紙を使う場合な
ど、1 枚目だけ指定した途中のラベルから印刷を開始して、2 枚
目からは先頭ラベルから印刷させたいことがあります。
　そのようなときには「右クリックで先頭ページの印刷開始ラベ
ル指定」にチェックを付けます。印刷を開始したいラベルを右ク
リックすると赤い枠線が表示され、1 枚目のシートだけ指定した
ラベルから順番に印刷が開始され、2 枚目は先頭のラベルから
印刷されます。
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■流し込み印刷の実行
　流し込みブロックが挿入されている場合に、連続流し込み印
刷を行うためには、［流し込み枠］タブの「連続流し込みを行う」
にチェックを付けます。チェックを付けないと 1 シートのみの印
刷となり、全てのデータを印刷することができません。
　また、チェックを付けないと、シート表示画面で複数ページが
表示できなくなります。
　なお、初期設定では「連続流し込みを行う」にチェックが付い
ています。

流し込み印刷

■郵便番号枠の印刷
　「郵便番号枠は印刷しない」にチェックを付けると、宛名デー
タの郵便番号枠を印刷しません。

■全てのデータを印刷する場合
　「全てのデータを使って印刷する」にチェックを付けます。

■指定したデータだけを印刷する場合
　「データ作成ウインドウでチェックしたデータを印刷する」に
チェックを付けます。
　データ作成画面で、印刷チェックボタンにチェックが付いた
データ（ マークが表示されているデータ）だけが印刷されま
す。チェックを付けないと、データ作成ウ画面の印刷チェックマー
クは無視され、全てのデータが印刷されます。

■印刷方法の指定
　「順序印刷」にチェックを付けると、流し込みデータを 1 枚ず
つ、順に印刷します。また、「グループ印刷」にチェックを付ける
と、1レコードにつき「枚数」で指定したラベル枚数分を続けて
印刷します。

■ナンバリング印刷の実行

　ナンバリングブロックが挿入されている場合、連続ナンバリン
グ印刷を行うには、［ナンバリング／流し込み枠］タブの「連続
ナンバリングを行う」にチェックを付けます。

■部数指定がある場合の印刷
　「部数指定がある場合、2 枚目以降は続きを印刷する」にチェッ
クを付けると、印刷部数分の連続ナンバリングとなります。
　印刷部数を 2 部と指定した場合、チェックを付けると 1 番か
ら 20 番までの連続ナンバリング印刷となりますが、チェックを
付けていないと、1 番から 10 番までが 2 部印刷されます。

■ラベル指定がある場合の印刷
　［ラベル選択］タブで印刷するラベルを指定した場合、「印刷
指定してしないラベルもカウントする」にチェックを付けると、
印刷指定していないラベル分も含めたナンバリングとなります。

連続ナンバリング印刷 連続ナンバリングの指定は、レイアウトに保存されます。
Hint
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■ラベル指定がある場合の印刷
　［ラベル選択］タブで印刷するラベルを指定した場合、指定し
たラベルに順に流し込まれます。

連続流し込みの指定は、レイアウトに保存されます。
Hint

　給紙方法や紙の厚さ等により印刷位置がずれる場合がありま
す。こうした場合は、印刷位置を微調整します。

印刷位置微調整

　レイアウトとは別に、用紙の上と下に 1 行の文字列を印刷でき
ます。これは、ラベルフォームのラベル外の部分に、ラベルの名
称等を印刷するのに便利です。

ヘッダ／フッタ

…

■［ヘッダ／フッタ］タブ
　「位置」と「用紙の端から」の長さ、および印刷する「文字列」
を指定します。入力する文字列はフォント、サイズ、文字色を指
定できます。入力できる文字数は全角で 32 文字ですが、文字サ
イズが大きいと、入力した文字がすべて印刷されない場合や、レ
イアウトと重なる場合があります。
　なお、ヘッダ／フッタは、レイアウトに保存されます。

■ページ数の印刷
　流し込み印刷をする際には、ヘッダ／フッタにページ数を印
刷できます。
　%n…ページ番号を印刷します。
　%a…総ページ数を印刷します。

例：「台帳 %n ／ %a」とすると、総ページ数 5 の場合は
　 台帳 1 ／ 5
　 台帳 2 ／ 5
 
　 台帳 5 ／ 5
　 となります。

■［印刷位置微調整］タブ
　用紙イメージを見ながら、スクロールバーのをドラッグしま
す。調整範囲は -20 ㎜〜 +20 ㎜まで、0.1㎜単位で指定できます。
また、スクロールバーの端にあるボタンをクリックすると、0.1mm
ごとに変更できます。［リセット］ボタンをクリックすると元の位
置に戻ります。
　なお、ここで印刷位置を微調整した結果は、レイアウトに保存
されます。
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　Craft ROBO をお持ちでない（Craft ROBO のドライバ
をインストールしない）場合、以下のメニューが使えません。
　［カッティング］−［トンボ設定］
　［カッティング］−［カッティング出力］

• 印刷プレビューで、［カット出力］および［プロッタ］ボタンは使用できま
せん。

• 図形の線で、「カットライン」や「折線」を指定できますが、それらの線
は印刷されません。

注意

用紙の左上と左右下の 3 箇所に、Craft ROBO のカット
領域を示す「トンボ」と呼ばれる枠が表示されます。このトンボ
が赤い点線の内側に入っていることを確認してください。
　インクジェットプリンタでは、用紙の下部分の印刷範囲が狭
いために、トンボが印刷されない場合があります。トンボが印刷
されないと、正しくカットされないため、調整が必要です。トン
ボが表示されない場合は、［トンボの設定］ダイアログボックス
で表示を確認してください。

Hint

　印刷ダイアログに表示される「用紙枠の印刷」と同じ機能で
す。バーメニュー[ファイル ]−[ 印刷オプション ]で印刷オプショ
ンダイアログを表示したときは [ 用紙枠の印刷 ] タブが表示され
ますが、印刷ダイアログ [ 印刷オプション ] を選択した場合には
[ 用紙枠の印刷 ] タブは表示されません。
　ラベルフォームの場合、ラベルの枠線を印刷することができ
ます。普通紙を使っての試し印刷やノーカットのラベルに切り取
り線を印刷するのに便利です。

用紙枠の印刷

■ラベル枠の印刷
　枠の形状は、「実線」「点線」「四隅」から選択します。「補助
線も印刷する」にチェックを付けると、補助線の表示されている
ラベルの場合に、補助線を印刷します。

■塗り足しの指定
　「塗り足しをする」にチェックを付けると、ラベルより印刷範
囲が一回り大きくなります。背景を設定している場合に使用する
と良いでしょう。

■カットラインの印刷
　通常カットラインは印刷されませんが、試し印刷を行う場合等
に「カットラインを印刷する」にチェックを付けると、カットライ
ンや折れ線を印刷します。

①	印刷範囲を確認します。
シート表示画面で、用紙とプリンタ設定を示す赤い点線が
合っているかを確認します。合っていない場合は、［ファイル］
−［プリンタ設定］を選択してプリンタの設定を変更してくだ
さい。

②	［カッティング］−［トンボの設定］を選択します。
［トンボの設定］ダイアログボックスが表示されます。

トンボの設定

カッティング

　Craft ROBO に添付されている CD から、「Craft ROBOドライ
バ」と「Craft ROBO コントローラ」をインストールしてください。
インストールやセットアップの方法は、Craft ROBO のマニュアル
をご覧ください。
　 なお、夢 ぷりんと 14 で 利 用可 能 な 製 品は「CC100-20」

「CC200-20」の 2 機種です。ご使用になる場合には、ご使用に
なる Windows に正式対応している Craft ROBO コントローラが
インストールされている必要があります。

Craft ROBO の準備
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印刷プレビューでは、プリンタの印刷イメージ、
Craft ROBO でのカットイメージ、印刷とカットの両方のイメージ
に表示を切りかえることができます。［プリンタ］または［プロッ
タ］ボタンをクリックして、切りかえてください。

Hint

③	［OK］ボタンをクリックします。
印刷が開始します。

④	Craft	ROBOに印刷した用紙をセットします。
用紙やカット刃のセット方法は、Craft ROBO のマニュアルをご
覧ください。用紙の向きと位置を確認して、電源を入れます。

⑤	［カッティング］−［カッティング出力］を選択するか、
標準ツールバーの［カッティング出力］ボタン をクリッ
クします。

［カッティング出力］ダイアログボックスが表示されるので、
機種名が「Graphtec Craft ROBO」であることを確認します。

⑥	［出力］ボタンをクリックします。
［Craft ROBO コントローラ］ダイアログボックスが表示され
ます。

⑦	「ポジション移動」の［キーボード使用］ボタンをクリッ
クします。

により、Craft ROBO のカット刃の位置をトンボの
内側になるように調整します。詳しくは、Craft ROBO のマニュ
アルをご覧ください。
「ポジション移動」の方向ボタンをクリックしても、同様に調
整できます。

①	［ファイル］−［印刷プレビュー］を選択するか、標準ツー
ルバーの［印刷プレビュー］ボタン をクリックします。
印刷プレビュー画面に切り替わります。
3 箇所のトンボがすべて表示されているか、トンボの近くの
データがきちんと表示されているかを確認します。

②	［印刷］ボタンをクリックします。
［印刷］ダイアログボックスが表示されるので、印刷項目を
確認し、プリンタに用紙をセットします。

「カットラインを印刷する」にチェックを付けると、カットラ
インの試し印刷ができます。

③	トンボの位置を変更します。
上端から 25mm 以上、その他の端からは 10mm 以上の値を
設定してください。「トンボを表示／印刷する」にチェックが付
いていることを確認します。
なお、トンボの範囲外のカットラインや折線は、カットされません。

④	［OK］ボタンをクリックします。

印刷とカット
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⑧	［トンボ読み取り］ボタンをクリックします。
トンボ読み取りの確認メッセージが表示されるので、［OK］
ボタンをクリックしてください。

Craft ROBO のセット方法や、カット条件等については、
Craft ROBO のマニュアルをご覧ください。正しい設定になって
いない場合は、カットがずれたり、カット刃や本体を痛めること
があります。

注意

Craft ROBO が動作し、用紙を送りながらトンボの位置を読み
取ります。動作が停止するまで待ってください。

⑨	カット条件を確認します。
「用紙の選択」で、最適な用紙を指定します。なお、「セット
方法」「トンボ間距離」は自動的に最適な値になるので、変
更しないでください。

　ラベル枠のカット機能を利用すると、目的のラベル用紙を用意し
なくてもノーカットラベルに印刷して、ラベル枠をカットできます。

①	レイアウトを作成し、ノーカットラベルに印刷します。

②	［カッティング］−［カッティング出力］を選択するか、
標準ツールバーの［カッティング出力］ボタン をクリッ
クします。

［カッティング出力］ダイアログボックスが表示されます。

③	「用紙枠をカットする」にチェックを付けて、出力します。
印刷した用紙を、Craft ROBO にセットして、カットすると、ラ
ベルの枠がカットされます。

ラベル枠のカット

●図形の線種を変更することで、カットラインや折り
　線に指定できます。

「カットライン」は、Craft ROBO で切り込みを入れる線で、「折
り線」は、点線にカットされる線です。谷折り線や山折り線に
使用できます。

●自由線は、ギサギサになる場合があります。「ベジェ
　曲線」や「連続直線」を使用することをおすすめします。
●カットラインや折り線に指定した線は、Craft ROBO
　で必ず出力されます。
●文字について、折り線は指定できません。

TIPS カットラインと折り線②

トンボ位置がラベルにかかる型番の用紙では、ラベル
上にトンボが印刷されます。また、トンボの外（Craft ROBO の出
力可能範囲外）にあるラベルの枠はカットできません。

注意
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フリーの用紙サイズは、55×90〜420×594の間で指
定します。ラベルの補助線の設定方法については、「補助線の
設定」をご覧ください。

Hint

「メーカー名」「用紙名（型番）」「用途」にユーザー登録す
る用紙の名前を入力します。メーカー名は［用紙の設定］ダ
イアログボックスの「メーカー」欄に、用紙名は「型番・面付け」
欄に表示されます。自分でわかりやすい名前をつけましょう。

④	［定形］ボタンをクリックします。

⑤	用紙の大きさを決定します。
「用紙サイズ」の をクリックして、サイズを選択し
ます。「フリー」の場合は縦、横のサイズを入力します。

⑥	［OK］ボタンをクリックします。
作成したユーザーシートが「用紙名」欄に登録されます。

⑦	［保存して終了］ボタンをクリックします。
ユーザーシート作成を終了し、作成したユーザーシートを用
紙情報に登録します。

登録されていないサイズの単票用紙を作成する手順を説明します。

①	［設定］−［ユーザーシート作成］を選択します。
［ユーザーシート］ダイアログボックスが表示されます。

②	［新規作成］ボタンをクリックします。
［ユーザーシートの作成］ダイアログボックスが表示されます。

③	用紙名を入力します。

ユーザーシートと環境設定11
ユーザーシート作成

定形用紙の作成

　［用紙の設定］ダイアログボックスに登録されていない用紙は、
新たに用紙を設計し、「ユーザーシート」として登録できます。
登録した用紙は、［用紙の設定］ダイアログボックスの［ユーザー
シート］グループに追加されます。
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　シートで大きさが異なるラベルのフォームを作成する手順を
説明します。

①	［設定］−［ユーザーシート作成］を選択します。
［ユーザーシート］ダイアログボックスが表示されます。

②	［新規作成］ボタンをクリックします。	
［ユーザーシートの作成］ダイアログボックスが表示されます。

③	用紙名と用紙の大きさを入力します。
「メーカー名」「用紙名（型番）」「用途」に登録する用紙の
名前を入力します。「用紙サイズ」の をクリックし
て、サイズを選択します。「フリー」の場合は縦、横のサイズ
を入力します。

④	［フリーレイアウト］ボタンをクリックします。
用紙イメージに 1枚のラベルが表示されます。

⑤	ラベルを設計します。
用紙イメージを見ながらラベルの種類、サイズ、位置を指定
します。位置は、用紙の左上が基準となります。

フリーレイアウトの新規作成

⑩	［OK］ボタンをクリックします。
作成したユーザーシートが「用紙名」欄に登録されます。

⑪	［保存して終了］ボタンをクリックします。
ユーザーシート作成を終了し、作成したユーザーシートを用
紙情報に登録します。

　ラベルの大きさが全て同じタックシール（固定レイアウト）を
作成する手順を説明します。

①	［設定］−［ユーザーシート作成］を選択します。
［ユーザーシート］ダイアログボックスが表示されます。

②	［新規作成］ボタンをクリックします。
［ユーザーシートの作成］ダイアログボックスが表示されます。

③	用紙名と用紙の大きさを入力します。
「メーカー名」「用紙名（型番）」「用途」に用紙の名前を入
力します。
「用紙サイズ」の をクリックして、サイズを選択し
ます。「フリー」の場合は縦、横のサイズを入力します。

④	［固定］ボタンをクリックします。
用紙イメージに 1枚のラベルが表示されます。

⑤	ラベルの種類を決定します。
ラベルの種類は、「四角」「円」「CD」から指定します。
指定すると左下の用紙イメージ上のラベルの形が変わります。

⑥	並べるラベルの枚数を指定します。
最大で横 16枚、縦 32枚まで指定できます。半角数字で入
力してください。

⑦	1枚のラベルのサイズを決定します。
ラベルサイズの最小値は 3㎜× 3㎜です。最大値は使用す
る用紙の大きさとなります。

⑧	シートの左余白、上余白を指定します。
お使いのプリンタの印刷マージンを考慮して、用紙の端から
の値を入力します。

⑨	ラベルの間隔を指定します。
サイズ、余白、間隔は、0.1mm単位で指定できます。用紙イメー
ジにラベルのレイアウトが表示されるので確認してください。
なお、ラベルの補助線の設定方法については、「補助線の設
定」をご覧ください。

固定レイアウトの作成
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用紙イメージのラベルをドラッグして位置を指定し、
ハンドルをドラッグするとサイズが変更できます。サイズを変
更しても CD ラベルの内径の大きさは変わりません。

Hint

ラベルの切りかえは、
ボタンを使います。用紙イメージのラベルをクリックして切り
かえることもできますが、移動しないでください。

Hint

フリーレイアウトの場合、現在選択しているラベルに
補助線が設定されます。設定するラベルをダブルクリックして
も、ダイアログボックスが開きます。

Hint

⑥	［追加］ボタンをクリックします。
用紙イメージの左上に、もう1枚のラベルが表示され、ラベ
ル枚数が「（2／ 2枚目）」になります。追加されるラベルは
1枚目と同じ種類のラベルですが、ラベルの種類を変更する
こともできます。

⑦	追加したラベルを設計します。
1枚目の要領でラベルの種類、大きさ、位置を指定します。

⑧	必要枚数分、⑥〜⑦の操作を繰り返し、ラベルを設計し
ます。
ラベルは最大 32枚まで作成できます。
なお、ラベルの補助線の設定方法については、次項「補助線
の設定」をご覧ください。

⑨	［OK］ボタンをクリックします。
作成したユーザーシートが「用紙名」欄に登録されます。

⑩	［保存して終了］ボタンをクリックします。
ユーザーシート作成を終了し、作成したユーザーシートを用
紙情報に登録します。

　作成したユーザーシートは、ダイアログボックスに追加登録
されています。［ファイル］−［用紙の設定］を選択して確認し
てください。［ユーザーシート］を選択し[シートサイズ ]を指定
します。[面付・型番]に、ユーザーシートで登録した品名が表示、
プレビューに面付が表示されます。

TIPS 作成したユーザーシートを使う

　ラベルには、1枚につき 32本までの補助線が設定できます。
補助線は、折り目やデザインの位置等を示すのに便利です。

①	［設定］−［ユーザーシート作成］を選択します。
［ユーザーシート］ダイアログボックスが表示されます。

②	［新規作成］ボタンまたは［修正］ボタンをクリックします。

③	［補助線］ボタンをクリックします。
［補助線の指定］ダイアログボックスが表示されます。

補助線の設定
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CD ラベルには既に内径を示す補助線が 1 本表示され
ます。この補助線は修正したり削除することはできません。

注意

補 助線の切りかえは  
ボタンを使用します。

Hint

フリーレイアウトのラベルには、各ラベルごとに補助
線を設定することができます。

Hint

③	［追加］ボタンをクリックします。
用紙イメージの左上に赤色で補助線が表示され、補助線本
数が「（1／ 1本目）」になります。

④	補助線の形状を指定します。
補助線は、直線、四角形、円から指定することができます。

⑤	補助線のサイズを指定します。
ブロックの大きさで指定します。直線の場合は、幅を「0」に
すると水平線、高さを「0」にすると垂直線、数値を指定する
と左上からの斜線となります。指定可能な最大値はラベルの
サイズです。最小値の制限はありませんが、あまり小さくする
と画面に表示されなかったり印刷できない場合があります。

⑥	位置を指定します。
補助線ブロックの左上の位置をラベルの左上からの長さで
指定します。

⑦	［追加］ボタンをクリックします。
補助線の数が「（2／ 2本目）」になります。

⑧	追加した補助線を指定します。
1本めの要領で、補助線の形、サイズ、位置を指定します。

⑨	必要本数分⑦〜⑧の操作を繰り返して、補助線を指定し
ます。
補助線は最大で 32本まで指定できます。

⑩	［OK］ボタンをクリックします。	
［ユーザーシートの作成］ダイアログボックスに戻ります。補
助線がラベルに設定されます。
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　レイアウト画面に表示されている状態で、ユーザーシートを
修正した場合は、修正後すぐにはレイアウト画面に反映されま
せん。修正を反映するためには、［ファイル］−［用紙の設定］
を選択して同じ用紙を指定し、［OK］ボタンをクリックしてく
ださい。この時、メッセージが表示されますが、［はい］ボタン
をクリックすると、修正がレイアウトに反映されます。

TIPS 編集中のユーザーシートの修正

　削除したユーザーシートを使ったレイアウトを保存している
場合には、そのユーザーシートを削除しても、レイアウトに影響
はありません。レイアウトを開くと、削除したユーザーシートに
デザインしたレイアウトが表示されます。ただし、［用紙の設定］
ダイアログボックスには、ユーザーシート名が表示されません。

TIPS ユーザーシートを削除した場合

ユーザーシートの取り込みができるのは、夢ぷりんと
14 で保存した「user.yli」だけです。なお、ユーザーシートの取り
込みを行うと、既存のユーザーシートは上書きされます。
　夢ぷりんと 14 を再インストールする前には、ユーザーシート
を保存しておいてください。

Hint

　登録したユーザーシートのバックアップの方法について説明
します。

■［ファイル］−［ユーザーシートを保存］
　［フォルダの選択］ダイアログボックスが表示されるので、退
避先のフォルダを指定し、［OK］ボタンをクリックします。すると、
指定先のフォルダ内に「user.yli」というファイルが保存されます。

■［ファイル］−［ユーザーシートを取り込む］
　［フォルダの選択］ダイアログボックスが表示されるので、コ
ピー元のフォルダを指定し、［OK］ボタンをクリックします。す
ると、フォルダ内に保存されている「user.yli」というファイルを
取り込みます。

ユーザーシートのバックアップ

　登録したユーザーシートの削除方法について説明します。

①	［設定］−［ユーザーシート作成］をクリックします。
［ユーザーシート］ダイアログボックスが表示されます。

②	削除するユーザーシート名を指定します。

③	［削除］ボタンをクリックします。
削除を確認するメッセージが表示されます。

④	［はい］ボタンをクリックします。
指定した用紙が削除されます。

⑤［保存して終了］ボタンをクリックします。
ユーザーシートの削除を用紙情報に登録します。

ユーザーシートの削除

　登録したユーザーシートの修正方法について説明します。

①	［設定］−［ユーザーシート作成］を選択します。
［ユーザーシート］ダイアログボックスが表示されます。

②	用紙名を指定し、［修正］ボタンをクリックします。
［ユーザーシートの編集］ダイアログボックスが表示されます。

③	修正を行います。
フリーレイアウトの修正は、対象のラベルをクリックして修
正します。ラベルを削除するには、削除するラベルを指定し
て、［削除］ボタンをクリックします。

④	［OK］ボタンをクリックします。
修正が反映されます。

⑤	［保存して終了］ボタンをクリックします。
ユーザーシート作成を終了し、修正したユーザーシートを用
紙情報に登録します。

ユーザーシートの修正



113

11
ユ
ー
ザ
ー
シ
ー
ト
と
環
境
設
定

　［設定］−［環境設定］を選択すると表示される［環境設定］
ダイアログボックスで指定できる項目について説明します。

環境設定

次回起動時に有効になります。
Hint

■作業領域の色
　作業領域の色を指定します。

■グリッド
　グリッドのパターンと色を指定します。
　「最前面に表示する」にチェックを付けると、ブロックの手前
に表示されます。

■ガイドライン
　ガイドラインのパターン（線種）と色を指定します。

■新規作成時のウィンドウ
　新規作成時に表示するウィンドウを指定します。

■カットライン
　カットラインの色を指定します。

［表示］タブ

［イメージ］タブ

■起動時にメニューを表示しない
　チェックを付けると、起動時に選択メニューを表示しません。
メニューを表示しない場合は、新規作成モードとなり、前回使用
した用紙のレイアウト画面が表示されます。
　「用紙設定ダイアログを表示する ]にチェックを付けると、起
動時には「用紙設定ダイアログ」が最初に表示されます。

■表示倍率に応じてグリッドを間引いて表示する
　チェックを付けると、画面の表示倍率が小さくなった場合、グ
リッドを全て表示せずに、省略して表示します。

■表示用に小さなイメージを使う
　チェックを付けると、画面表示用にファイルサイズの小さなイ
メージを使います。画面表示は粗くなりますが、イメージを多用
したレイアウトで表示に時間がかかる場合、表示が速くなります。
　この設定は、次回起動時に有効になります。

■流し込み枠は外枠のみ表示する
　流し込み枠でグレー表示をせずに外枠だけを表示します。
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［その他］タブ

チェックが付いている状態で、テキストブロックを編
集するには、編集ツールバーの［文字］ボタンをクリックしてか
らテキストブロックを選択するか、［Ctrl］キーを押しながらテ
キストブロックをダブルクリックします。また、チェックが付い
ていない場合［Ctrl］キーを押しながらテキストブロックをダブ
ルクリックすると、［文字の設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。

Hint

■データ作成ウィンドウに印刷範囲の枠を付ける
　チェックを付けると、データ作成画面に印刷ページ範囲を赤
線で表示します。

■取り消しの回数
　［編集］−［元に戻す］を選択した場合、何回前の操作まで戻
れるようにするかを指定します。
　最大 16回まで指定できますが、パソコンへの搭載メモリやレイ
アウトの内容により指定回数まで有効にならない場合があります。

■正多角形の形状を毎回指定する
　チェックを付けると、メニューバー［設定］-[プロパティをクリッ
クした時［正多角形］ダイアログボックスを表示するかを指定し
ます。

■横書きの用紙の回転方向を逆にする
　用紙設定を「横」にした場合、サイズにより横方向に給紙でき
ないプリンタでは、「縦」で給紙した用紙にレイアウトを自動回
転して印刷します。回転方向が逆向きになるプリンタの場合は
この項目にチェックを付けます。この設定を行った後に作成した
レイアウトに対して有効となります。プリンタ設定で印刷方向を
「横」に指定できないプリンタではこの設定は無効となります。
　作成済みのレイアウトに対して回転方向を逆に印刷するには、
用紙設定を変更してください。

■文字入力時にIMEを起動する
　チェックを付けると、テキスト編集ポインタ の状態や、文
字入力が可能なテキストボックスで自動的に日本語入力モード
をオンにします。

■ダブルクリックは、常にプロパティダイアログを表示する
　チェックがない場合、テキストブロックをダブルクリックした
時には文字入力可能となりますが、チェックを付けると、ダブル
クリックしたときに［文字の設定］ダイアログを表示します。

PhotoCDの読み込み方法を指定します。

■毎回方法を指定する
　［挿入］−［イメージファイル］を選択して読み込む場合、
［PhotoCDの読み込み］ダイアログボックスが表示されます。

■デフォルトサイズで読み込み
　［挿入］−［イメージファイル］を選択して読み込む場合、「サ
イズ」「色」で指定した条件で行います。

■透明指定
　イメージのダイアログボックスの［透明］タブで、透明にする色
の指定を行います。チェックを付けるとイメージの修飾が透明指
定となり、イメージの左上の色が透明色に指定されます。レイア
ウトに挿入するすぺてのイメージに対して、設定が有効になりま
す。

■イラスト表示用のサムネイルを保存する
　チェックを付けると、「びゅーあ」でサムネイルを表示したフォ
ルダに、表示情報ファイル（ViewerX.alb）を保存します。次回か
ら、サムネイル表示が速くなります。
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作成したファイルがどこに保存されているのかを知っ
ておくことで、直接ファイル操作が行え、ファイルのバックアッ
プや移動、削除などの操作が簡単に行えます。

Hint

　標準のカラーパレットに色を追加したり、ユーザー独自のカラー
パレットを作成できます。作成したパレットを保存すれば、用途に
応じて複数のカラーパレットを使い分けることができます。

パレットの設定

①［設定］−［パレットの設定］を選択します。
［パレットの編集］ダイアログボックスが表示されます。

②	色を登録する位置を指定します。
パレット最下列にある空白のマスをクリックします。指定した
マスは、線で囲まれます。パレットの色を変更する場合は、
その色をクリックします。

色の作成

　新しい色を作成して、カラーパレットに追加する手順を説明し
ます。

■印刷時に用紙のチェックをする
　チェックを付けると、夢ぷりんと14の用紙設定とプリンタの
用紙設定が一致しない場合、印刷時に確認メッセージを表示し
ます。ただし、プリンタドライバーによってはメッセージが表示
されない場合があります。

■ビットマップにして印刷する
　チェックを付けると、レイアウトデータをビットマップとして
印刷します。
　ブロック効果、イメージのパターンぼかし、影のぼかしを持つ
部品がある場合は、ビットマップにして印刷する必要があります。
但し、印刷に要する時間が多くかかることがありますので、多量
のデータを流し込み印刷するときなどはチェックを外して印刷す
ることをお勧めします。
　また、ビットマップ（画像）として印刷するので、細かい文字が
滲んだりすることがあります。その場合にはチェックを外して印
刷してください。

■強制的に両面印刷の指定を可能にする
　両面印刷があるにもかかわらず、印刷ダイアログで「両面印刷」
指定ができないプリンタの場合、本機能を使います。
　チェックをすると印刷ダイアログで「両面印刷」指定が常に可
能となりますので、十分注意してご利用ください。

■印刷精度
　「ビットマップにして印刷する」を選択した場合は、「通常印刷」
または「高精細印刷」から、印刷精度を選択してください。「通常
印刷」は、標準的なパフォーマンスで印刷します。
　「高精細印刷」は、使用するメモリや印刷するまでの時間がか
かりますが、「通常印刷」よりもきれいに印刷できます。

■セルの移動方向
　 Enter および Tab を使用したセルの移動方向を指定します。

■デフォルトのフォルダ
　ファイルを開いたり、保存する時に表示するフォルダを指定し
ます。［参照］ボタンをクリックして、フォルダ名を指定します。
これを指定しない場合は、夢ぷりんと14のフォルダが表示され
ます。
　ここでフォルダが設定されていない場合、前回対象としたフォ
ルダがデフォルトとなります。

この列のマスを指定します

③	［変更］ボタンをクリックします。	
［色の設定］ダイアログボックスが表示されます。

④	色を作成します。
基本色およびカラーマトリックスで色を選び、右のスライド
バーで明るさを調整します。すると、画面中央の［色│純色］
に、色の状態がプレビュー表示されます。色が作成できたら、
［色の追加］ボタンをクリックしてください。すると、作成し
た色が［作成した色］の一覧に追加されます。
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①基本色を指定します ②明るさを調整します③作成した色が
　表示されます

⑤作成した色が追加されます ④色が決定したらクリックします

　レイアウト画面で色に関する設定を行う時に表示されるカ
ラーパレットは、［パレットの設定］ダイアログボックスを閉じ
る時に表示されているカラーパレットです。ファイル名を付け
て保存しなくても、次回の起動時に表示されます。
　新たに色を追加したり色を変更すると、パレットは変更され
るため、保存しなければ、以前のパレットはなくなります。なお、
標準のカラーパレットを使用するときは、［パレットの設定］ダ
イアログボックスの［標準に戻す］ボタンをクリックします。

TIPS 表示されるカラーパレット

①	［パレットの編集］ダイアログボックスの［読み込み］ボ
タンをクリックします。
［パレットファイルの読み込み］ダイアログボックスが表示
されます。

②	使用するパレットファイルを指定します。

③	［開く］ボタンをクリックします。
指定したカラーパレットが読み込まれます。

パレットの読み込み

①	色を作成します。

②	［パレットの編集］ダイアログボックスの［保存］ボタン
をクリックします。
［パレットファイル保存］ダイアログボックスが表示されます。

③		パレットの名前を入力します。
保存先を指定し、ファイル名を入力します。パレットファイル
には、「.PAL」の拡張子が付きます。

④	［保存］ボタンをクリックします。
　パレットファイルが保存されます。

パレットの保存

⑤	［OK］ボタンをクリックします。
［パレットの編集］ダイアログボックスに戻り、パレットの指
定位置に作成した色が追加されます。

⑥	［OK］ボタンをクリックします。
［パレットの編集］ダイアログボックスを閉じます。
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ウィンドウと活用のヒント12
ウィンドウ

[ データ作成ウィンドウを開く ]

[ 重ねて表示 ]

[ 上下に並べて表示 ]

[ 左右に並べて表示 ]

[ アイコンの整列 ]

[ ラベル切り替え ]

流し込みで使用するデータ作成画面を表示させます。[ ファ
イル ]-[ データ読み込み ] でデータファイルを読み込んだ場
合もデータ作成画面が開きます。

レイアウト画面とデータ作成画面を夢ぷりんと１４ウィンドウ
内に重ねて表示します。
選択されているウィンドウが手前に表示されます。

レイアウト画面とデータ作成画面を夢ぷりんと１４ウィンドウ
内に上下に並べて表示します。
選択されているウィンドウが上に表示されます。

レイアウト画面とデータ作成画面を夢ぷりんと１４ウィンドウ
内に左右に並べて表示します。
選択されているウィンドウが左に表示されます。

レイアウト画面ととデータ作成画面を最小化したとき、アイ
コンを整列させます。

レイアウト画面でもラベルの切り替えを行うための、[ ラベル
切り換え ] 画面を開きます。
現在表示中のラベルは、赤い線に斜線で表示されます。切り
換えたいラベルの位置をクリックするだけでラベルを切り換
えることができます。
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[ ブロック効果 ]

[ オブジェクトリスト ]

[ ブロック効果 ] ダイアログの表示／非表示を切り替えます。
[ ブロック効果 ]ダイアログでは、選択中のブロックの透過率、
ぼかしの設定を行うことができます。

オブジェクトリストウィンドウの表示・
非表示を切り替えます。レイアウト画面
上にあるオブジェクトの種類を挿入順、
描画順にリスト表示します。リストをク
リックすると画面上でオブジェクトが
選択されます。選択されたオブジェク
トをドラッグすることにより重ね順を入
れ替えたり右クリックメニューでプロパ
ティ表示等ができます。
リスト内のチェックボックスをＯＦＦに
すると、そのブロックはレイアウト画面
には表示されず、 編集操作も行えなく
なります。また、印刷も行われません。

プロック効果処理は、大量にメモリを消費します。ブ
ロックのサイズが極端に大きかったり、大量のパーツに効果を
かけると、メモリ不足が起こり、Windows が不安定になる場合
があります。
バーコードなど、選択しているブロックによってはブロック効果
が無効となります。

注意

メニューバーの [ ヘルプ ] から、いろいろな情報を得ること
ができます。

メニューバーの [ ヘルプ ] ー [トピック検索 ] を選択します。
[ 夢ぷりんと 14 ヘルプ ] ダイアログが表示され、操作方法の
不明箇所を目次から調べることができます。また、検索機能
を使えばキーワードで調べることもできます。
本書（操作ガイド）を開かなくても、操作をしながらパソコン
上で調べることができ、とても便利に利用することができま
す。

メニューバーの [ ヘルプ ] ー [ 夢ぷりんと 14 のバージョン情
報 ] を選択します。
[ 夢ぷりんと 14 のバージョン情報 ] ダイアログが表示され、
プログラムの詳細バージョンや使用者名、会社名、シリアル
番号やレイアウト画面で選択されている用紙名が表示されま
す。
ユーザーサポートをお受けになる場合にはとても重要な情報
になりますので、あらかじめこの情報をお調べください。

ヘルプの利用

トピックの検索

夢ぷりんと 14 のバージョン情報
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イラストのサイズと位置を調整すれば、簡単に商品を変更する
ことができます。

　夢ぷりんと 14 では、ファイル保存が３種類で行えます。

ⓐ夢ぷりんと14ファイル
夢ぷりんと 14 で作成したレイアウトファイルと汎用データの
両方を一つのファイルに保存したものです。

３種類の保存ファイル

ⓑレイアウトファイル
夢ぷりんと 14 で作成したレイアウトだけのファイルです。

ⓒ汎用データファイル
汎用データ部分だけのファイルです。もしレイアウトファイ
ルが表示されていない場合には、最後に使用した用紙がレイ
アウト画面に読み込まれます。宛名データの場合は「はがき
宛名ツール」で開いて利用することもできます。

この 3 種類のファイルを組み合わせることで、様々な用途に活
用できます。
一つの汎用データファイルに対する流し込みを利用したレイア
ウトファイルを複数作成すれば、レイアウトファイルを読み込む
だけで様々な印刷物に利用できます。
例えば、左のプライスリスト風デザインを同じデータを使って壁
に貼るポスター風にデザインしてみました。

分割印刷機能をを利用し少し工夫することで、長尺風貼り合せ
印刷を行うことができます。

長尺風印刷

①	［用紙の設定］ダイアログから定型用紙を選びます。
バーメニュー［ファイル］－［新規作成］を選択し、［用紙の
設定ダイアログ］を表示します。

［定型用紙］ボタンをクリックし、シートサイズは［全て］ボ
タンをクリックします。
お使いのプリンターで利用できるサイズの“定形用紙”を選択
したあと、用紙の置き方を選択し［ＯＫ］ボタンをクリックし
ます。
ここの例では「用紙サイズ：A4」「用紙の置き方：横置き」で
説明します。

使っている汎用データは同じですので、日替わりや週替わりのお
すすめ品ポスターを作成するのに便利です。
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②	印刷オプションを表示します。
バーメニュー［ファイル］－［印刷オプション］を選択し、分
割印刷タブをクリックします。

③	分割印刷イメージを確認します。
「分割印刷をする」にチェックを入れて、縦と横の枚数を指
定します。ここで表示されている一つの四角は、［用紙の設定］
で指定した用紙サイズになります。また、赤い点線は印刷さ
れる領域です。
ここの例では、縦・横を 6 枚にしました。

④	印刷用紙を指定します。
［印刷範囲］の［選択した部分］を選択し、印刷する用紙を選
択します。

この例では、中央 2 列を選択しました。つまり、用紙の中央
の 1/3 が印刷されます。
分割印刷は定形用紙を拡大し、分割して印刷する機能です。
ですので、レイアウト画面に表示される用紙の中央部分 1/3
にデザインすれば、その部分だけが印刷され、貼り合せるこ
とで長尺風印刷になります。
［ＯＫ］ボタンをクリックして、レイアウト画面を表示させま
す。

⑤	用紙の編集範囲を指定します。
レイアウト画面に［分割印刷］で設定した印刷範囲を指定し
ます。
ここの例では中央部分の 1/3 ですので、レイアウト画面の用
紙も 3 等分します。ガイドラインを設定するとわかりやすい
でしょう。
A4 用紙のサイズは 210 × 297mm ですので、210mm を 3 等
分した、70mm と 140mm の部分にガイドラインを設定しま
す。

ここで指定した中央部分が、［分割印刷］で指定した印刷領
域となります。

指定した位置やサイズは、厳密な位置やサイズでは
ありません。実際の印刷時には、ずれが生じる場合があります。

注意

この部分にデザインします。

この部分は使いません。

この部分は使いません。

▼
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⑥	レイアウトします。
分割印刷範囲にデザインレイアウトします。

１

１3

25

２

１4

26

3

１5

27

4

１6

28

5

１7

29

6

１8

30

１2

24

36

１1

23

35

10

22

34

9

21

33

8

20

32

7

１9

31

⑦	印刷します。
印刷を行うと分割印刷で指定した範囲（この例では 12 枚）が
印刷されますので、貼り合せると長尺風の印刷物が作成でき
ます。

⑧	少しアレンジすれば、より効果的です。
上手くアレンジしてデザインすれば、効果的なプリントがで
きます。
例えば下のようなデザインなら、・・・

レイアウト画面と分割画面を比較してみるとよく理解できま
す。中央 2 段が分割印刷のときに印刷される範囲です。

[ 印刷オプション ] － [ 分割印刷 ] の印刷範囲指定は次のよう
になります。

ここでの例は横長でしたが、縦長にして垂れ幕風にすること
もできます。
また、分割印刷の最大枚数は、縦横ともに 6 枚（OS によって
異なります）ですが、デザインをうまく調整して繋がるように
し貼り合せることで、もっと長いデザインの作品を作成する
こともできます。
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BD/DVD/CD 直接印刷

　夢ぷりんと 14 では、プリンタブルレーベルの BD/DVD/CD に
直接印刷することができます。直接印刷するためには、直接印刷
対応のプリンターが必要です。
※夢ぷりんと14で直接印刷対応プリンターメーカーは、「EPSON/
Canon/brother/hp」ですが、対応メーカーでも、一部機種には、
対応していない場合があります。

①	［用紙の設定］ダイアログを開きます。

メーカー名ボタンから［CD 直接印刷］を選択します。
シートサイズは［全て］ボタンを選択します。
型番・面付け欄に、対応する一覧が表示されます。

CD 直接印刷の型番・面付けの種類は次のようになります。

● EPSON CDトレイ 1
EPSON 社の古い直接印刷対応プリンター（PM-900 など）をご
使用になる場合に選択します。

● EPSON CDトレイ 2
殆どの EPSON 社直接印刷対応プリンターは、こちらのトレイ
に対応していますので、こちらを選択します。

● HP CD/DVD 120mm
hp 社の直接印刷対応で、外径 120mm のディスクに印刷する
場合には、こちらを選択します。

● HP CD/DVD 80mm
hp 社の直接印刷対応で、外径 80mm のディスクに印刷する
場合には、こちらを選択します。

● PIXUS CD ダイレクト
Canon 社の直接印刷対応プリンターは、こちらを選択します。

●ブラザーレーベルプリント
brother 社の直接印刷対応プリンターは、こちらを選択します。

TIPS 直接印刷の型番・面付けについて

②	ディスクの内径・外径を調整します。
レーベル印刷可能な BD/DVD/CD は各社から発売されてい
ますが、メーカーによって印刷可能領域が若干異なります。
ここでは印刷領域の微調整を行います。
［用紙の設定］ダイアログの［内径・外径の設定］ボタンを選
択します。

③	［内径・外径の設定］ダイアログが開きます。

スライドバーやスピンボタンで、ご使用になるディスクの印
刷範囲（内径・外径）を指定します。③［内径・外径の設

印刷範囲ギリギリの値を指定すると、給紙や印刷誤差
で少しでもずれてしまうと印刷範囲から外れてしまいます。外
径は若干小さめ、内径は若干大きめのサイズを指定することを
お勧めいたします。

Hint

④	レイアウト画面でデザインします。
［内径・外径］ダイアログがよろしければ［OK］ボタンをっ
クリックします。

［用紙の設定］ダイアログに戻りますので、よろしければ［OK］
ボタンをクリックしてレイアウト画面に移動します。
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⑤	レイアウトが完成したら印刷します。
レーベル印刷はプリンター各社で操作が異なります。プリン
ターメーカーのマニュアルをお読みいただき、CD レーベル
の設定で印刷を行ってください。

印刷するレーベルによって印刷品質が指定されてい
るものがあります。詳しくは印刷するディスクの説明書をご覧
ください。

Hint
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[ファイル ]メニュー

 新規作成 .......................................................................CTRL+N 
 開く ................................................................................ CTRL+O 
 上書き保存 ...................................................................CTRL+S 
 印刷 ................................................................................. CTRL+P 

[ 編集 ]メニュー

 元に戻す ....................................................................... CTRL+Z 
 やり直す ....................................................................... CTRL+Y 
 すべて選択 ..................................................................CTRL+A 
 削除 ..................................................................................DELETE 
 切り取り .......................................................................CTRL+X 
 コピー ............................................................................CTRL+C 
 貼り付け ....................................................................... CTRL+V 
 プロパティ .............................................................. Alt+Enter 
 データ入力 ...F2（データ作成画面がアクティブの
　　　　　　　　　　　　　時のみ） 
テキストブロックの入力終了 .................................................Ctrl+End 

[ 表示 ]メニュー

 再表示 ............................................................................ CTRL+R 
 用紙を中央に配置 ................................... CTRL+SHIFT+R 
 シート（ラベル） ...................................... 表示 CTRL+W 
 ページ ..........................................................................CTRL+F5 
 次ページ .....................................................................CTRL+F6 
 先頭ページ ................................................CTRL+SHIFT+F5 

[レイアウト]メニュー
 ロック .............................................................................CTRL+L 
 グループ化 ..................................................................CTRL+G 
 標準の比率に戻す ...................................................CTRL+D 

ショートカット一覧

キーボードからのショートカット

　環境設定のその他タブにある [ ダブルクリックは、
常にプロパティダイアログを表示する ]にチェックがある場合、
テキストブロックをダブルクリックすると [ 文字のプロパティ ]
ダイアログが開きます。その場合 [Ctrl] キーを押しながらテキス
トブロックをダブルクリックすると文字編集になり、文字入力
が可能になります。

逆に [ ダブルクリックは、常にプロパティダイアログ
を表示する ] にチェックが無い場合には、[Ctrl] キーを押しなが
らダブルクリックすると、[ 文字のプロパティ ] ダイアログが開
きます。

Hint
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