
iAutolay Magicであれば膨大な名刺情報の管理
や煩雑な制作・印刷業務から解放され、名刺をはじ
めさまざまな社内印刷物の生産性を向上させること
ができます。

営業エリア拡大に取り組む
印刷会社C社様

グループ内に印刷部門を持つ企業D社様

名刺印刷の生産効率が
飛躍的にアップした！

Web受注で、クライアントと、
もっとつながる。
ビジネスが、もっと広がる。

実際に活用されているお客さまから、こんな声が寄せられています。

BtoB型 Web to Printシステム

iAutolay Magic
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■社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

●本製品についてのお問い合わせは

http://ffgs.fujifilm.co.jpホームページ
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iAutolay Magic 機能一覧

提供機能 機能詳細

ログイン機能 システム共通ログイン画面およびクライアント会社ごとのログイン画面を提供可能。

商品選択機能 注文する商品を選択する画面。クライアント会社ごとに提供商品を変更可能。

ショッピングカート機能 注文を一時保存するショッピングカート画面。複数の注文をまとめて仮発注可能。希望納品日、至急指定が可能。

発注履歴の一覧表示、注文商品の作業進捗状況の確認/リピートオーダー/コピーして再編集が可能。発注管理機能

承認決済機能 仮発注のリスト表示、仮発注の承認/否認が可能（管理者ユーザ専用）。

A   基本機能

自動組版パッケージ A  基本機能 ＋ B  自動組版機能  ： オプション

オプション

C  電子入稿機能  D  在庫管理機能 

電子入稿パッケージ A  基本機能 ＋ C  電子入稿機能  ： B  自動組版機能 D  在庫管理機能  

製品ラインアップ

B   自動組版機能
提供機能 機能詳細

文字組版機能
横組/縦組対応、文字あふれ時の詰め込み設定(文字サイズ、長平体の変形率、行間による詰め込み方法の設定が可能)、自動判断組機能
(組版項目の有無による位置移動、組版項目のグループ処理、エラー時のパターン切り替え等の設定が可能)。

画像組版機能 使用可能画像（PNG、JPG、PDF）、画像尺度指定/自動縮尺。

一括組版機能 複数件の情報をCSVファイルなどでアップロード、一度にまとめて発注可能。

C   電子入稿機能
提供機能 機能詳細

入稿PDFチェック機能 入稿するPDFに対して最大幅/高さ、最小幅/高さ、画像解像度、PDF/X-1aに準拠する/しないのチェックが可能。

印刷オプション設定機能 発注時に選択する2択式のオプション項目の設定。折りや穴あけなどの加工の指定に利用可能。

D   在庫管理機能
提供機能 機能詳細

在庫数量表示機能 商品選択画面で在庫管理機能の対象商品に在庫数量が表示可能。

推奨動作環境
提供機能

CPU

メモリ

HDD

OS

その他

Webサーバ

x64プロセッサ(2GHz以上) 4コア以上

300GB以上　10Krpm以上

Windows Server 2012 R2、or2016

8GB以上

Internet Information Service (IIS)
.Net Framework 3.5
.Net Framework 4

データベース兼ファイルサーバ

x64プロセッサ(2GHz以上) 4コア以上

500GB以上　10Krpm以上

Windows Server 2012 R2、or2016

8GB以上

SQL Server  2012 R2 or2014
※Express Editionも動作しますが、容量などに制限があります。

管理用PC

x64プロセッサ(2GHz以上)

300GB以上

Windows8.1、10（いずれも64bit版のみ)　

8GB以上

.Net Framework 3.5
.Net Framework 4

の導入効果

名刺はもちろん、DMやチラシ、ポスターなどの幅広い
印刷物に活用できるiAutolay Magic。受注の幅を広
げつつ、新規クライアントにも横展開するなど、いろい
ろなアプローチでビジネス拡大・売上アップが図れます。

POD機の有効活用を
模索されていた印刷会社A社様

PODジョブは
名刺主体だった印刷会社B社様

これまでコストや納期の面で対応が難しかった極小
ロットのジョブも、Web to Printによって受注しやすく
なり、PODビジネスの活性化が図れます。バリアブル
商材などにも営業レスで対応でき、他社との差別化に
もつながります。

POD機の
稼働率が大幅にアップした！

より幅広い商材を受注でき、
売上アップにつながった！

Web受注によって場所的な制約が
なくなるため、ボーダレスな営業活
動が可能に。遠方の地域からも受
注を獲得しやすくなり、ビジネス拡
大、売上アップが実現します。

遠方からの受注も増え、
商圏を拡大できた！

※1：Webサーバおよびデータベース兼ファイルサーバは、クラウド環境での運用も可能です。
※2：自動組版、Web編集機能の使用にあたってはWebサーバにサーバフォント、管理用PCにWebサーバと同書体のPC用フォントが必要です。本ソフトウエアは、Ballon Winows for .NETを使用しております。
<受注サイトを利用する発注者側PCの推奨動作環境>
●OS：Windows 8 、 Windows 8.1 、Windows 10 、 Mac OS
●ブラウザ：Internet Explorer 11、Edge、Chrome、Firefox、Safari(Mac OS)
●エディションおよび各バージョンや環境により、動作の保証ができない場合もございますのでご了承ください。



印刷物の受発注や制作工程を効率化する
シンプル＆高機能なWeb to Printシステム。

iAutolay Magicの運用フローとストロングポイント

『iAutolay Magic』は、印刷物の受発注や制作、在庫管理などを

Webブラウザ上で可能にするWeb to Printシステムです。

クライアントに対し、時間や場所の制約のないWeb発注の仕組みを提供することで、よりいっそうのサービス向上が実現。

また、受注者側では、受注情報をデータベースで一元管理することにより、

煩雑な受発注管理や在庫管理を大幅に効率化できるほか、

営業コストや制作負荷の削減、設備の稼働効率アップなどにより、利益率の向上が図れます。

受注者とクライアントの双方にもたらされる効率化・省力化効果が、

新たな印刷ビジネス、より強力な信頼関係を生み出します。

◎クライアントに印刷物のWeb発注サービスを提供できる！
◎強力な自動組版機能により印刷物の制作を省力化できる！

過去の発注履歴を
システム内で一元管
理。リピートオーダー
も簡単に。

受注したタイミング
で、担当者に通知
メールが届くため、
迅速に仕事を展開
できます。

戦略に応じて選べるパッケージ

わかりやすいサムネイル表示
で、発注したい商品が直感的に
選べます。

完成データを画面上でプレビュー
可能。高性能の自動組版により印
刷データが即時完成するため、難
しいDTPの知識は不要です。校正
の作業や待ち時間がなくなり、ス
ムーズに発注できます。

ここがポイント！ ここがポイント！

ブラウザ上で発注者自身がデータ
を入力・修正できるため、メール・
FAXなどによるデータのやり取り
がなくなります。

ここがポイント！

発 注 加工・納品データ入力・修正 面付け・出力確 認 受 注商品選択

iAutolay Magicの導入メリット

電子入稿パック

PDF入稿によるドキュメント印刷に
クライアントはインターネットを介して印刷データを入稿でき、
印刷仕様や部数もWebブラウザ上で指定可能。メールや電話で
の煩雑なやり取りが削減できます。

 

カタログやパンフレットなどの刷り置き品を登録しておくことで、
Webからのリピート受発注が可能になります。印刷物以外の製品
も登録でき、ネットショッピングの感覚で気軽にリピート注文可能な
サイトを立ち上げることができます。

刷り置きニーズへの対応に

在庫注文機能（オプション）

50部
カタログ

100部
のぼり

カード印刷や宛名印刷の効率化に
強力な自動組版機能により、複雑なレイアウトパターンにも対応可能です。大量かつ複雑なレイアウトの名刺・宛名印刷でも短納期
で仕上げることができます。

自動組版パック

必要項目に
入力

iAutolay Magicだけで
さまざまな商品が扱えます！

面付け作業・PDF出力までシステム
内で対応可能！ オペレーターの作業
効率が向上します。受注リストはCSV
出力もでき、他システムとの連携も可
能です。

受注リストの一覧で
定型的な処理が可能！

いつでも
発注可能！

発注者の
校了済みの
ジョブを受注！

発注者

受注者

SAMPLE
●●●部 ■■■■課
役職

富士  太郎
●●●●●●株式会社
〒000-0000 ●●県■■市▲▲町0-00-0
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Mobile:000-0000-0000  E-mail:xxx@abcd.co.jp
URL www.abcd.co.jp

ふ じ たろう
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ふ じ たろう

Taro Fuji

欧文氏名なし 欧文氏名なし
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なしモバイル・URL記載なし

ふりがななし
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富士  太郎
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TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Mobile:000-0000-0000  E-mail:xxx@abcd.co.jp
URL www.abcd.co.jp
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RS CORPORATION

複雑な
レイアウト
パターンも
らくらく作成

自動組版機能により
大幅な省力化！

クライアントA

クライアントB

クライアントD

クライアントC

クライアントE

他クライアント

0 0 0 0 0 0 0

東京都世田谷区池尻

0-0-0

雨宮　かおり 様

発注

発注

発注

発注

発注

発注

クライアントや商品を自由に増やすことができる！


