
ビットスルー・シリーズ

1bitTiff 編集ソフト・CTPワークフロー

気温や湿度の変化、紙の厚さや目の方向、湿し水の pHなどにより見当ズレ、ゴーストの出現、色の変化など、
様々な状況に直面します。

「印刷機の調整」「インキのコントロール」等で対処できる問題であれば生産ラインに大きな影響はありません。
しかし版を出し直さなければならない調整となると、「部署をまたいだDTPや製版上流工程への修正指示」「ワ
ークフローRIPでのプルーフ再出力と内容の確認、CTPでの出力」等の手間が発生、生産計画や納期に多大な
影響を与えます。

「この部分だけを現場で解決できれば」
工程をさかのぼってやり直すことなく「その場でデータの確認・修正・調整ができる」
そんなかゆいところに手が届くシリーズです。

デジタルワークフローが主流??

印刷そのものはこれからもアナログです

11 ページへ

9ページへ

7ページへ

7ページへ

7ページへ

8ページへ

3ページへ

デジタルでも昔のようにその場で解決できたら…



ビットスルー・シリーズ

弊社は 2000 年のドルッパで発表して以来　
1BitTiff フォーマットを採用しワークフローを構築して参りました。
当時業界では、画像や文章のレイアウトを記述した言語で構成された
PostScript が一般的に使用されていました。
業界が予想したCTPワークフローは、その後 PostScript の後継フォーマット
である PDFが標準フォーマットとなり、それを提唱するADOBE社はドキュ
メントビューワ「アクロバットリーダー」を無償配布しました。
RIP メーカーもそれに合わせ、それぞれのワークフローを提供しました。

原稿 面付け済1bitTIFF刷版

・版面テンプレート
・アクセサリーファイル

複数台の一括処理
原稿ページ設定
流し込み指定

PlatePlanner 
for Package

PlatePlanner (3 ページへ )

(3 ページへ )

JobEditor

PlatePlannerの
レイアウトファイル

(4ページへ )

PlateGenerator

1bitTIFF刷版出力分散
ユーティリティ

パッケージ用版面設計

CADソフト

版面設計

(3 ページへ )

自動処理フォルダ

各工程とシリーズソフトのご紹介

どのソフトも今運用されているお客様の印刷フローでご利用頂けます。

お困りの工程はどの工程ですか？

1bitTIFF

1BitTiffと BitThrough

CTPワークフローシステム

1bitTIFF 1bitTIFF

1bitTIFF刷版ダイレクト出力

1bitTIFF刷版ダイレクト出力

CFF2

PPW

1bitTIFF

1bitTIFF

面付け済1bitTIFF刷版



CTP化が進み、刷版技術は人手をかける必要のないデジタルワークフローへと代わりました。
しかし、その反面かつてのような職人による極め細かな調整や、中間工程での確認・検査ができなくなってしまい、
新たな問題が生まれています。

ビットスルー・シリーズは、かつてそんな「職人の技」であったフィルムワークを、現代のプリプレスから印刷までの
工程の中に甦らせたソフトシリーズです。

当時日本国内では、1BitTiff は PDF ワークフローが安定するまでの一時的な
形式であるとされていました。それから長い年月が過ぎました。
例えば 10年前に印刷した PDFファイルを現在の設備で読み込み、果して同
じ印刷物を製造できるでしょうか︖

10年前と同じ設備を今も使い続けていれば可能かもしれません。
ですが、新しい設備やバージョンアップされたソフトでは、同じものを出力
することは限りなく難しくなってしまいます。

しかし 1BitTiff フォーマットは当時から今まで何ら変化しておりません。

この 1BitTiff フォーマットは非常に強固で安全なシステムを構築でき、時間
軸への堅牢性だけでなく、メーカーや設備をまたいでもその内容は保障され、
更に修正や変更の要求にも、ワークフローの頭に戻ることなくその場で対応
することが可能となります。

そして 1BitTiff フォーマットは設備投資に関しても非常に有利に働きます。
DTPサイドの設備やフォーマットバージョンが変化したとしても、製版や刷
版へ渡すデータに 1BitTiff を使用していれば、後工程に余分な投資をかけず
にそのまま工程を進めて行くことが可能です。
更に、記述言語（PDFや PS）に対する解釈の差異による印刷事故も軽減でき
るのです。

CTP出力

印刷機
見当ズレ補正ドットゲイン補正

PPFファイル作成

プルーフ画像生成
デスクリーニング

切り貼り・差し替え
部分調子加減・モアレ解消

自動プリント

解像度・サイズ変更高速回転・反転

ドットゲイン補正

DigitalPlateChecker

CIP3Generator

DotAdjuster

Rotator Resizer

(4 ページへ )

ProofMaker

HotPrint

(5 ページへ )

(6 ページへ )

(12 ページへ )

(10 ページへ )

(12 ページへ )

解像度・サイズ変更
(12 ページへ )

StripEditor
(7 ページへ )

DLAdjuster FanoutCorrector
(9ページへ ) (11 ページへ )

(12 ページへ )

PPF

印刷機C
印刷機C用設定

印刷機B
印刷機B用設定

印刷機A
印刷機A用設定

自動処理フォルダ

自動処理フォルダ

自動処理フォルダ

OK

OK

モニターでチェック

印刷してチェック

ReDimension



急ぎの仕事やトラブルによる工程変更のため、急遽別の印刷機で印刷することを余儀なくされる事があります。
プレートプランナーで予め用意しておいた各印刷機のテンプレートに、刷版データを貼り付けるだけで簡単にCTPに出力できます。
しかも網点形状は変化しませんので、検版は、くわえ位置の距離の確認程度で済み、すぐに印刷を開始することができます。

印刷機A

印刷機 A 用の
テンプレート

刷版データ

印刷機B 印刷機C
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印刷工程における様々な問題と

PlatePlanner

PlatePlanner

印刷機 B 用の
テンプレート

PlatePlanner

印刷機 C 用の
テンプレート

PlatePlanner

プレートプランナー

PlatePlanner for Package
プレートプランナー for パッケージ

急に別の印刷機で印刷しないと︕

パッケージ用版面設計
紙器パッケージ向けの版面設計ツールです。CADデータとの連携により、原稿の１bitTIFF画像を選択するだけで、指定した面に貼り
付けることができます。ステップ数等の数値入力も、再RIPも、全く必要ないので、安心してミスのない刷版を実現できます。カット
線や特色版も含めたプルーフ画像も、自動的に出力できます。

による解決策

CTP出力

印刷機が変更になってもすぐに印刷が開始できます



ジョブエディターは、プレートプランナーで生成された刷版テンプレートに、1bitTIFFファイル原稿を関連付けし、自動処理フォルダ経由で
プレートジェネレーターにレイアウト情報を渡します。
定期刊行物、チラシの店名差し替え、ページ面付けなど、定形フォーマットでの運用を、高速かつ効率よく処理することができます。

プレートプランナーのCTP刷版生成機能を分散処理するサーバーアプリケーションです。プレートプランナーから数キロバイト程度のレイ
アウトファイルをホットフォルダで受け取り、刷版生成を自動で行います。オペレーターは生成処理の終了を待たずに、引き続き次の刷版設
計に取り掛かることができます。
他にもジョブエディターからのレイアウト情報を始めPJTFの情報も受け取ることができます。

プリント出力することなくモニターで高速に刷版をチェックできるソフトです。
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JobEditor ジョブエディター

PlateGenerator プレートジェネレーター

もう、刷版確認にプリント出力は不要です

DigitalPlateChecker

DigitalPlateChecker

デジタルプレートチェッカー

デジタル・プレート・チェッカーで

これら従来の無駄を解消︕

プリントすることなく1bitTIFFを
高速にモニターで直接確認
プリントすることなく1bitTIFFを
高速にモニターで直接確認

インキ壺の配分を可視化、ゴーストのチェック
チェック機能付き確認リストで寸法、結果保存
検版結果の書き出し

RIP出力時にプレビューファイルを生成するため1bitTIFFデータを瞬時に開く事が出来ます。

トンボを検出しガイドを自動作成します

主な機能

プリント出力

従来

出力用紙で確認
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デジタルデータの経年劣化とは？？

プルーフメーカーは、分版された１bitTiff網点画像の、網点の大きさや面積率に応じて階調値を算出し、８bitのカラー画像を生成するソフト
です。

基本的にはパターンが生じない処理を施していますが、網点画像にモアレパターンが存在するときは、その影響を受けて８bit画像にもパタ
ーンが生じます。この現象を利用し、モニター上、あるいはプリントアウトによりモアレの発生を予め確認することができます。

最新バージョンのプルーフメーカーでは、デスクリーニング・アルゴリズムを進化させて、スクリーニング・パターンをより多く取り除く
ことに成功しており、品質の向上したイメージを利用して、カラープルーフや印刷画像の写真の再利用にも活用できます。

ProofMaker プルーフメーカー

QuickViewer クイックビューワー

デジタルプレートチェッカーの1bitTIFF表示機能のみを抜き出した簡易ツールです。重い1bitTIFFデータが非常に軽く、高速に表示でき
ます。

プルーファに8bitTIFF 出力して検版

「デジタルデータの経年劣化」・・・耳を疑うような話ですが...こんなことが本当にあるのでしょうか︖
実は皆さんも経験されているかもしれません。

例えば、イラストレーターのファイルはそれぞれのバージョンにより何通りのファイルが存在するでしょう︖ 
またPDFにもバージョンがあることをご存じですか︖ そして、同様にそれらを解釈するRIPにもバージョンが存在
します。

イラストレーターVer.8で作成したEPSファイルを現在のバージョンのRIPで解釈すると、僅かに内容が異なったり
することがあります。つまり内容が変化してしまうことにおいて「経年変化」と呼んでも間違いではないと思いま
す。

安心して再版に臨むには、デジタルフイルムである「1bitTIFF」が最適です。1bitTIFFは、フォーマットや設備、
ソフトのバージョン等に煩わされることなく、今までも、これからも、同じ内容での出力が保証されます。

さらにビットスルーシリーズを利用することにより、RIPで解釈、分版・網点化されたPDFやEPSデータを、かつて
のフィルムの様に扱うことが可能となり、問題の起きた現場で編集・解決が可能となります。

※Illustratorは米国adobe社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

ちょっと一息
コラム

～1bitTIFFのすすめ
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CTPデータ (1bitTIFF) からでも再利用可能な写真品質

ProofMaker MTHQ プルーフメーカーMTHQオプションオプション

プルーフメーカーのMTHQ（マルチスレッド・ハイクオリティ）オプションが登場しました。
マルチスレッド処理でより高速に、新開発の網解析エンジンでより高品質なフルカラー画像を生成します。

1bit運用のメリットを更に進化させます

従来ソフトとの処理速度比較

従来処理 MTHQオプション

在版フィルムをスキャニングしたデータ等から、
DTPアプリケーションへの再利用に
プルーフ出力する画像の品質向上に
ホールマーカー・シリーズの検査画像として利
用すれば、検査精度が向上します

ProofMaker（従来ソフト）

+ MTHQオプション

+ MTHQオプション

67秒の短縮︕

高品質でも23秒の短縮︕

従来ソフトと同一処理

自動網解析エンジンで高品質処理

プルーフメーカーの主な機能

インクジェット

DTPで写真を再利用

レーザープリンタ

+特色

CTP

ワークフローシステムやフィルムスキャナーから書き出された、製版用の高解像度1bitTIFFデータから、出力機に合わせた解像度
のプルーフ用コンポジット（CMYK）TIFFデータを作成します。プロセスカラーは各CMYK成分で、特色はCMYKの疑似色成分に従
って、コンポジットのカラーデータを作成するので、トラップや掛け合わせ色の確認も行えます。

RIP済みの製版用データを元にするので、プルーフメーカーで作成したプルーフ用データと、刷版、印刷で
内容が変化する恐れがありません。出力したプルーフで確認し、修正が無ければ再RIP処理を行うことなく、
元の製版用データを直接CTPに出力できます。

ホットプリントはプルーフメーカーなどで生成されたTIFFファイルを、Windowsにインストールされたプリンタへ、自動処理フォルダ
経由で自動出力するソフトです。通常自動処理フォルダ機能のないプリンタでは、手作業による出力が必要となりますが、ホットプリン
トを使えば自動で出力が可能になります。

また、通常運用では出力の難しいサイズの大きなファイルも、解像度を落として出力が可能です。タイトル付き、枠付き、センター配置、
自動回転、自動縮小、タイル出力などの出力機能を、複数の自動処理フォルダに個別に設定し、目的に合わせた運用が可能です。
（WindowsのGDIプリンタを通すため、画像はRGBデータとして出力されます。）

HotPrint ホットプリント

フィルムスキャナー

コンポジットTiff出力
（CMYK）
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写真が潰れる︕
1

3

切り取り・差し替え
その他、急な一部差し替え依頼も時間と手間をかけずに現場で対応！

現場で「切り取り・貼り付け」が簡単に行えるストリップエディターでは、
画像をRIP 済み 1bitTiff に変換することにより、急な画像の差し替え依頼などにも
その場で対処することができます。

刷ってみたら一部の写真が濃く潰れてしまい、急ぎで写真だけドットゲインの修正が必要な場合。対象の絵柄のドットゲインを
ストリップエディターで修正してすぐに印刷が可能です。

モアレが発生している絵柄を修正して再RIPし、その 1bitTIFF をストリップエディターで元画像に貼り付けて修正します。

DTPに戻らず、囲い焼きを行うことが出来ます。（オプション）囲い焼き

DTP まで戻らずにその場で急ぎの修正ができたら

モアレ発生︕その場でフィルムの様な切り貼り修正

DTP まで戻らなければならないような修正が必要な時に、もし刷版現場で修正ができれば作業効率は飛躍的に向上します。
ストリップエディターはかつてアナログの刷版現場で可能だったこの様な作業を、デジタルデータに適用可能なソフトです。

ストリップエディター

ドットゲインを調整2

写真のコピー

モアレ発見︕
1

3

元画像を修正2

切り取り

RIP 済 1bitTIFF

StripEditor

ド
ッ

ト
ゲ

イ

ン指定で特殊貼り付け

「
モ

ア
レ

抑
制

」指定で特殊貼り付け
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ゴースト出現を予想して事前修正

本刷りを終えてみたら、くわえ側ページの広告の影響で、くわえ尻側ページの広告にゴーストが出現してしまったというトラブル。経験した
ことはありませんか︖ストリップエディターを使用すればゴーストの出現を予測することができます。

刷版前に画像を呼び出し、くわえを X 軸にして絵柄面積率をグラフ表示。更に印刷機のインキ壺の数を設定しておくと、縦方向に壺の境目が
グリッド表示され、同じ壺の中でインキの使用量が急激に変化する箇所が一目で判ります。その箇所にゴーストが出現すると予測出来た時は、
そのままステベタを貼り付けることもできます。

赤く表示されたアラート近辺にゴーストが出現する可能性を確認できます 絵柄の外側に直接ベタパッチを貼り付けインキ量を平準化する

絵柄の面積率をグラフ表示します。縦の線は予め設定されたインキ壷の
境界線です

カラー原稿の各版の面積率をグラフ表示 カラー原稿の Cyan 版だけを表示させてその版の面積率をグラフ表示

同じインキ壷内で急激にインキ量の変化がある箇所を赤くアラート表示

（オプション）ゴーストバスター

モアレの出る画像だけにモアレ除去を行うことができます。

モアレの発生している網点1 レベル1でパターンを除去2 レベル2でパターンを除去3

（オプション）パターン除去コマンド

ストリップエディターには、モアレの出現しているエリアを選択ツールで選択し「網点の階調値」を変化させることなく「網点形状だけ」を
変化させることによりモアレを消去する【パターン除去】というコマンドがあります。
モアレを生じさせていた網点の形状を、ほんの少し変化させることで消去するこの方法であれば、画像や内容修正のために DTP に戻る必要が
無いだけでなく再度 RIP する必要すらありません。



9

線画部に影響を与えず網点部だけを補正

逆に、網点部に影響を与えず線画部だけを補正

印刷物のドットゲインは、ワークフローシステムからの出力機に応じ選択してCTP 出力しますが、刷版データ作成時に印刷機が
決まっていない場合には、刷版データである 1bitTIFF ファイルにドットゲインを適用する必要があります。
ディーエルアジャスターは、フォルダに 1bitTIFF ファイルを入れるだけの簡単操作でドットゲイン変更を実現するソフトです。

ワークフローシステム上のPDFのドットゲインを変更するのであれば、ベタ文字などの線画部と写真等の網点部は属性が異なる
ので、網点部だけに変更を適用することは容易ですが、1bitTIFF になってしまった後では全てが 1枚の画像となり、写真等の網
点部のドットゲインを変更しようとすると、文字部等の線画部にも影響が現れてしまいます。

ディーエルアジャスターは、この１つの画像となってしまった「線画部」「網点部」を像域分離技術によって分離、網点部だけに
ドットゲインを適用することが可能な優れたソフトです。網点部には最適なドットゲインを適用しつつ、線画部には変化を加えな
いことで、明朝体文字など細い線を含む線画部に余計なドットが付着して汚れのようになることを防ぎます。

もちろん逆に、網点に影響を与えずに、線画部の太り・細りを補正したい場面でも、ディーエルアジャスターなら簡単に調整。

印刷機ごとに色に違いが︕この差をどう埋める︖

DLAdjuster

DLAdjuster

ディーエルアジャスター

通常、網点を濃くする処理をすると
文字も太くなってしまいます 文字に影響を与えずに網点の濃度を処理

ドットゲイン

※イメージによっては網点と線画の見分けが難しい場合もありますが、マスクを利用して分離する機能も搭載しています。

DLAdjuster

網点に影響を与えずに文字の太さを変更通常、文字を太らせることにより、
写真部も濃くなってしまいます
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ディーエルアジャスターが自動で処理を行う自動処理フォルダに各印刷機用のドットゲインカーブを設定すれば、1bitTIFF 刷版データを
それぞれのホットフォルダに投入するだけで、本印刷機用のドットゲイン補正を施した刷版を出力でき、印刷機が違っても同じ印刷結果を
得ることが可能です。また、刷版現場で簡単にカーブを補正することも可能です。

印刷機A用の
トーンカーブ

印刷機B用の
トーンカーブ

印刷機C用の
トーンカーブ

印刷機A用の
トーンカーブ

印刷機 A 印刷機 B 印刷機 C

印刷機B用の
トーンカーブ

印刷機C用の
トーンカーブ

自動処理フォルダ

CTP出力

各印刷機用にドットゲインカーブを
設定した自動処理フォルダに
ファイルを投入

印刷機が違っても同じ印刷結果に！

1bitTiff

ドットアジャスターDotAdjuster

ドットゲイン補正
ディーエルアジャスターの像域分離機能を除いたドットゲイン変換ソフトです。
網点データからの印刷の色をコントロールできます。印刷とプルーフの色の差を再 RIP することなく合わせます。
アナログ刷版同様、単版ごとに 1% 刻みで濃度調整して色を調整できます。

自動処理フォルダ 自動処理フォルダ
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印刷による紙の伸び 刷版データを縮めておく 版ズレを抑えた印刷物

湿し水の浸透によって起こる版ズレは、紙が薄くなるほど大きくなり、印刷機では補正し切れないことも度々起こります。
ファンアウトコレクターは、このような条件による版ズレの他、印刷機の癖による版ズレの症状も吸収することが可能です。

操作は驚くほど簡単。通常の伸びに対する補正であれば、印刷物のトンボの位置を指定して、各版のズレ幅を入力するだけ
です。扇形状の補正ポイントが縦・横５つあることで、上記のような機械の癖に対する修正も可能です。

補正する版を指定する。

用紙端から補正位置までのオフセット、つまり用紙の端から計測したトンボまでの距離
を入力します。これにより正確に、実測に忠実な補正値を指定できます。

⑧⑨で指定した補正ポイントに対し補正値を入力します。小数点以下何桁でも入力でき
ますが、実際に補正される値は 1bitTiff の 1ドット単位までとなります。値は基準の版
に対し、広がっているのであればマイナス値を、逆ではプラス値を設定します。

データのサイズ＝刷版のサイズ（データのくわえが何処にあるかを指示）

用紙のサイズ。

版端から用紙までのオフセット値を入力する。

印刷方向に対して横伸縮の補正ポイントを 5ヶ所まで増やせます。

印刷方向に対する伸縮の補正ポイントを 5ヶ所まで増やせます。

補正値をミリメートルか全体の版サイズに対する割合で指定します。

補正時の演算方法を指定。

FanoutCorrector ファンアウトコレクター

見当ズレ発生︕さてどう直す︖
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これまで解像度変換やイメージサイズ変更を行うと、モアレを抑える処理を行うことで線画部に不要なノイズが発生してしまい、画像の劣
化が起こっていました。リディメンションは網点、線画部を自動で判別、それぞれに異なる処理を行うことで、網点部はモアレを抑えた上、
線画部も形状を綺麗に保ったままの変換が可能です。

刷版が無圧縮状態で 1版 1GB近くなる 1bitTIFF を CTP の出力方向に合わせて 90度回転させるのにはCPUパワーが必要となります。
ローテイターは 1bitTIFF データを 90度単位で高速に回転させるほか、ネガ・ポジの反転も自動で行います。
またプレートプランナーと組み合わせることで回転処理を分散し運用効率を上げることができます。

リサイザーはリディメンション搭載の像域分離機能を除いた解像度・サイズ変更ツールです。

Rotator ローテイター

リサイザー

シーアイピースリー・ジェネレーター

Resizer

ReDimension リディメンション

解像度・サイズ変更

高速回転・反転

1bit、8bitTIFF データの解像度を変換したり、イメージサイズを変更する際に使用するソフトです。
ディーエルアジャスターと同様の像域分離技術を搭載し、網点部、線画部への処理を分けて行うことで、高品質な処理を提供します。

例えば、CTP に合わせた解像度の変更、フレキソや樹脂凸版プレート出力時の縦横比の変更、コミックのスクリーントーンやオンデマンド
印刷向けに解像度を落とす際のモアレ対策にも有効です。

一般商業印刷に
・出力機の解像度の違いを吸収する。

・圧縮率の変更

2540dpi 2400dpi

ワークフローシステムから直接CTP 出力をしないケースなどで、インキ壺コントロール情報が必要なケースがあります。
CIP3 ジェネレーターはCTP 用の分版 1bitTIFF ファイルからインキ壺コントロール情報ファイル (PPF) を生成します。
一番理想的である、印刷機に合わせたドットゲイン調整後のインキ壺コントロール情報の生成が、自動処理フォルダで処理可能なため、
CTP 出力直前の処理が簡単に行えます。

CIP3 Genetator
CIP3ジェネレーター

線画部の劣化を抑えてサイズを変換

オリジナルサイズ100% サイズ95%

サイズ95%

一般的なソフトによる変換

ReDimension変換

フレキソ印刷等凸版印刷に

・マガジンサイズからコミックサイズへの変更

商業漫画印刷

新聞社
・組寸～刷寸への変更
・解像度の変更

909dpi 1200dpi



13

プレートプランナー

PlatePlanner for Package

PlatePlanner

プレートプランナー・フォー・パッケージ

PlateGenerator プレートジェネレーター

ProofMaker プルーフメーカー

JobEditorジョブエディター

HotPrint ホットプリント

StripEditor ストリップエディター

FanoutCorrector ファンアウトコレクター

Digital Plate Checker デジタル・プレート・チェッカー

レイアウトファイルを、フォルダにドラッグして入れるだけで、自動的に刷版データを作成します。大量刷版出力など、版面設計とは別
に合成のみを行う出力データ合成サーバを安価に構築できます。

分版された1bitTiff画像を台ごとにまとめて開き、カラー表示し、そのまま編集できます。画像の切り貼りや他のファイルの貼り付け、
ベタ文字の直接入力、オプションで部分調子加減も行えます。

QuickViewer クイックビューワー
デジタルプレートチェッカーの1BitTiff表示機能のみを抜き出した簡易ソフトです。

モニター上で直接刷版の確認ができるソフトです。従来のようにプリント出力して紙代と場所と時間を無駄にすることなく、1BitTiff
を高速にモニターで確認することが出来ます。確認する為の機能も豊富に搭載しており、出力しての確認よりも簡単・確実・正確に刷
版チェックが可能になります。

Windowsにインストールされたプリンタに対して、TiffやJPEGの画像をフォルダに入れるだけで自動プリントするツールです。
プルーフメーカーで作成された画像の出力や、大量の画像ファイルの出力に最適です。複数のプリンタに対応し、センター配置や自動
回転、自動縮小などの便利な機能が使えます。オプション追加により、高解像度の画像をプリンタ解像度に変更してプリントも可能で
す。

登録された版数分のファイルが集まると、自動的にデスクリーニングを始め、版を重ねてコンポジット画像を生成し、プルーフ出力可能
な画像にします。また、MTHQオプションを追加することで、1BitTiffイメージからDTP品質のフルカラー画像を生成することも可能で
す。

用紙の伸縮によって生じる見当ズレ。刷版データの1BitTiffを直接変形して見当を合わせることが出来ます。変形方法は色版ごとの
各四辺に5点ずつ補正点を入力し、伸縮度合いに合わせて、台形や多角形に変換します。これらの設定値はフォルダとして登録され、印
刷機ごとにフォルダを作成、刷版データの出力先をこのフォルダに指定しておけば、自動的に見当補正されたデータでCTP出力が可能
です。　

(Page3)

(Page11)

(Page3)

(Page4)

(Page4)

(Page7)

(Page4)

(Page5)

(Page6)

(Page5)

印刷機の刷版サイズに合わせての大貼りや殖版、付け合せ アクセサリの配置などの版面設計を行えます。フィルムと同様に重ねて配置
できるので店名差し替えも容易に行えます。一度作成したレイアウトファイルをテンプレートとしても活用できるので、1BitTiffの原稿
のみを変更するだけで、簡単で確実に運用できます。単体で刷版データ出力まで行えます。

紙器パッケージ向けの版面設計ツールです。CADデータとの連携により、原稿の1bitTIFF画像を選択するだけで、指定した面に貼り付
けることが出来ます。ステップ数などの数値入力、再RIPも必要なく、ミスのない安心な刷版を実現できます。カット線や特色版も含め
たプルーフ画像も自動的に出力できます。

刷版レイアウトがテンプレート化可能で、かつ同じパターンが大量にある刷版(ページ面付け、店名差し替え等)の出力に便利です。
ページ面付けソフトのページ設定の様に原稿ファイルを指定すれば、くわえを考慮し、アクセサリも配置された大貼り刷版レイアウト
データが出力できます。このデータをプレートジェネレーターのフォルダにドラッグして入れれば、自動的に複数刷版を出力できます。
PJTFを介して他社の面付けソフトからテンプレートを受け取ることもできます。
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Rotator ローテイター

CIP3Generator シーアイピースリー・ジェネレーター

推奨動作環境

ReDimension リディメンション

DLAdjuster ディーエルアジャスター

Resizer リサイザー

DotAdjuster ドットアジャスター

網点データから印刷の色をコントロールできます。印刷とプルーフの色差を再RIPすることなく合わせます。アナログ刷版同様、単版
ごとに1%刻みで濃度調整して色を調整できます。また、像域分離機能により、網点と線画を分けて処理を行うことができるため、網点
に影響を与えずに文字を太らせたり細らせたり、反対に、文字の太さに影響を与えずに網点部の濃度変更が可能です。

リディメンションに搭載の像域分離機能を除いた、網点データのリサイズや解像度変更に使用するソフトです。CTPの出力解像度が
1BitTiffの解像度と異なっているときや、縮小版の印刷物の依頼があった時などに使用します。

出力機の焼方向にあわせて90度単位の自動回転を行うソフトです。また、ネガ反転やミラー反転も行えます。

分配された1BitTiff画像をまとめて、各メーカーの印刷機、そのインキ壷コントロール情報に適合するPPFファイルを出力します。
多色機や両面印刷機にも対応しており、ほぼ自動的にCIP3データを生成できます。

ディーエルアジャスターの像域分離機能を除いたドットゲイン変換ソフトです。

1Bit/8BitTiffデータの解像度を変換したり、イメージサイズを変更するソフトです。ディーエルアジャスターと同じ像域分離機能を
搭載。網点、文字罫線部を自動判別し、文字や罫線部は形状を保ったままベクトル的なリサイズ、網点部はモアレやザラツキを起こさず
美しい網点のまま変換します。

CPU : Intel Core-i5 3GHz以上
RAM : 4GB以上

: Windows 10 ProO  S

(Page9)

(Page10)

(Page12)

(Page12)

(Page12)

(Page12)

経験豊富な営業スタッフが、お客様がお困りの問題、解決したい事案に最適なソフトや運用法をご提案させて頂きます。

先ずはお気軽にご相談下さい。

【神戸本社】

株式会社ジーティービー http://www.gtb.co.jp

650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町3-5-3
TEL 078(265)5385  FAX 078(265)5389

【ショールーム・ラボ】
651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-17 小橋ビル2F
TEL 078(265)5388  FAX 078(855)5389

【東京支社】
101-0032
東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル7F
TEL 03(6876)8768
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