News Release
報道関係各位

2010 年 12 月 15 日
株式会社クレオ

かんたん操作でプロ並みの新聞・冊子・チラシが作成できる！
『パーソナル編集長 Ver.9』2011 年 2 月 4 日（金）発売

株式会社クレオ（本社：東京都港区、代表取締役社長：土屋淳一）は、パーソナル DTP※1 ソフト『パーソナル編集長Ver.9』を 2011 年 2 月
4 日（金）から全国の家電量販店で一斉に発売します。発売後 1 年で 20,000 本の出荷を目指します。
製品名

価格(税込)

パーソナル編集長 Ver.9

￥17,640

パーソナル編集長 Ver.9 書籍セット

￥19,635

媒体

対応 OS

CD-ROM

Windows 7/ Vista/ XP

書籍セットには、新聞作成のポイントやパーソナル編集長 Ver.9 を使った新聞作成方法を解説した「パソコン<新聞＆冊子・チラシ>編集入門」
（日本機関
紙出版センター発行）がつきます。

パーソナル編集長とは
一般的に印刷データの作成には、高価な商業用ソフトと専門知識が必要ですが、
『パーソナル編集長』は専門知識を持たない初心者の方
でも使用できる、低価格 DTP ソフトにおけるスタンダードです。DTP ソフトのジャンルで販売本数トップシェアを獲得※2 しています。
学校をはじめとする文教市場、自治会などの団体や小型店舗での新聞や冊子、チラシ作りに広く利用されています。
パーソナル編集長 Ver.9 製品概要
本格的なテンプレートとバリエーション豊かなイラスト素材、文章、写真データを活用して、
「新聞」や「冊子」
、
「チラシ」など様々な
印刷データがかんたんに作成できます。今バージョンではページ設定や見出しの作成、写真の加工機能など、より新聞らしい新聞が作
成できる機能が充実しました。また、冊子やチラシの表現力をアップさせるデザイン文字やグラフ、地図などの作成機能を強化してい
ます。さらに、最大 3.2ｍ×3.2ｍの大判 PDF 出力にも対応し、より活用の幅が広がります。
※1 新聞や書籍などの印刷物を制作するにあたり、原稿作成からレイアウトなど、印刷の前段階までの一連の行程をパソコンで行うこと。
※2 株式会社 BCN による全国有力パソコン販売店 2,327 店の年間（2009 年 1 月-12 月）POS 実売統計

■本件に関する読者のお問い合わせ先
クレオインフォメーションセンター（日・祝日を除く 10：00～17：00） TEL：03-5216-2900 / FAX：03-5216-2901
■本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社クレオ 筆まめサービス事業部 マーケティング部 杉野/富永 ＜pr-product@creo.co.jp＞
TEL：03-5795-2100 FAX：03-5795-2101 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-22
筆まめネット：http://fudemame.net/ 筆まめナビ：http://info.fudemame.net/
■ 詳細資料、画像は専用ページにご用意しています http://fudemame.net/products/corporate/press/
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新聞
新聞作成に不可欠な文字の平体・長体、縦書き文章で半角文字を横に並べて表示する組み文字、スポーツ新聞の見出しで使用される三
重袋文字の加工など、新聞ならではの機能が充実しています。初心者の方もこだわって作成したい方も、思い通りに見栄えが良い新聞
が作成できます。
オリジナルフォーマットもかんたん！ページ設定ウィザード NEW
画面に従って進んでいくだけで、新聞や冊子のページ設定ができます。
単ページや複数ページ、袋綴じ・中綴じ、用紙サイズ、段組み、ヘッ
ダー枠やフッダー枠、ページ番号の設定ができます。オリジナルフォ
ーマットがらくらく作成できます。

初心者でも安心！大手新聞社ＯＢ制作協力新聞テンプレート NEW
大手新聞社ＯＢ制作協力のもと作成した新聞テンプレート28 種を含む
計 169 種の新聞テンプレートを収録。新聞の基本をおさえたテンプレ
ートで、文字や画像を入れ替えるだけで読みやすく見栄えが良い新聞
ができあがります。

自動でバランス良くレイアウト！見出し作成ツール NEW
主見出し・肩見出し・袖見出しを、バランス良く自動でレイアウトし
ます。
主見出し：記事のもっとも重要な内容
肩見出し：記事内容の特色を表現
袖見出し：主見出しの次にくる副次的要素

コラム枠にあわせて文字サイズを自動調整 UP
文字数が多くて枠内に収まらないとき、または足りなくて余白ができ
てしまったとき、枠内にバランスよく文字が収まるように文字サイズ
を調整します。

網点風加工 NEW
カラー写真に網点風の加工をかけて、新聞らしく仕上げることができ
ます。
網点：印刷物の濃淡を表現する小さな点のことです。網点の間隔や大きさを調整
することで、同じ色でも濃淡の違いを表現することができます。
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チラシ・冊子
見出し作りに役立つフォント・デコ、写真を思い通りにトリミングできる画像切抜きツールなど、目に留まる冊子やチラシが作成でき
ます。
フォント・デコ UP
デザイン文字のテンプレートを一新。収録テンプレートをベースに、
画面を確認しながらデザイン文字が作成できます。目を引く見出し作
りに役立ちます。

ワンタッチ補正 NEW
レタッチに「ワンタッチ補正」が加わりました。ワンクリックで明る
さやコントラストを調整しキレイに仕上げます。

地図作成ツール NEW
建物、標識、記号などのイラストと道路・線路・河川などの描画ツー
ルを使ってオリジナル地図が作成できます。案内図を作成したい時に
便利です。

グラフ作成ツール UP
棒グラフ・円グラフ・帯グラフ・折れ線グラフが作成できます。グラ
フのカラーパターンを増量しました。

印刷
チラシやポスターなど小さな POP から 10ｍ×10ｍの長尺物まで様々な印刷物に対応しています。拡大縮小印刷や分割印刷、トンボ表示
の設定も可能です。
ＰＤＦ出力 UP
作成したデータを PDF 保存して、印刷会社に入稿ができます。最大 3.2ｍ×3.2ｍの大判出力に対応しました。

■コンテンツ
見出しや本文に変化がつけられる多彩なフォント、カラーにもモノクロにも対応するイラストなど、実用的なコンテンツを収録していま
す。
フォント 12 書体
プロが使用するイワタ新聞書体 2 書体をはじめ、合計 12 書体を収録しています。
充実のテンプレート
新聞テンプレート 169 点、冊子テンプレート 21 点、チラシテンプレート 41 点、イラスト 4,641 点を収録しています。
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パ ー ソ ナ ル 編 集 長 Ver.9 ライセンス
ライセンス販売によるボリュームディスカウントを実現し、一般的には高額な DTP ソフトを安価で導入することができます。1 つのシリ
アルナンバーで管理できるため、ライセンス管理を効率化できます。使用する PC の数で、最小 2 ライセンスから購入することが可能で
す。
タイトル

価格（税込）

パーソナル編集長 Ver.9 ライセンス 2～4 ライセンス

￥13,650

パーソナル編集長 Ver.9 ライセンス 5～9 ライセンス

￥12,600

パーソナル編集長 Ver.9 ライセンス 10～19 ライセンス

￥11,550

パーソナル編集長 Ver.9 ライセンス 20～ライセンス

￥10,500

発売日

JAN
49-56022-10303-7
49-56022-10304-4

2011 年
2月4日
（金）

49-56022-10305-1
49-56022-10306-8

パーソナル編集長 Ver.9 ライセンス 追加ガイドブック

￥3,150

49-56022-10311-2

パーソナル編集長 Ver.9 ライセンス 追加ディスク

￥2,100

49-56022-10312-9

動作環境

対応 OS(日本語版)

Microsoft Windows 7(64bit 版/32bit 版)※
Microsoft Windows Vista(64bit 版/32bit 版)※
Microsoft Windows XP SP3 以上(32bit 版)
※64bitOS では WOW64 モードで動作します。

コンピュータ本体

Windows が正常に動作するパーソナルコンピュータ

必要メモリ

必要ディスク容量
ディスクドライブ
周辺機器

ディスプレイ

その他

Windows 7：1GB 以上必要(64bit 版の場合は 2GB 以上必要)
Windows Vista：1GB 以上必要(Home Basic の場合は 512MB 以上必要)
Windows XP：256MB 以上必要
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。
850MB
※ Windows がインストールされているドライブに、120MB 以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。
CD-ROM ドライブ
対応用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。
スキャナから画像を読み込む場合は、ご使用のパソコンに対応したスキャナ及び TWAIN/WIA ドライバが必要です。
ドライバ類はご使用になる OS に対応した最新の物をご使用ください。
解像度：800×600 以上、16 ビットカラー以上（解像度：1024×768 以上を推奨）
※ディスプレイの設定で 96DPI(規定)、120DPI 以外は、動作保証外です。
・インストールには、管理者権限/昇格が必要です。
・ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。
・本製品と Ver.8 以前のパーソナル編集長は同じパソコンで併用できますが、同時起動はできません。
・本製品で保存したファイルを、Ver.8 以前のバージョンのパーソナル編集長で開くと、正常に表示されない場合があります。
・本製品の新機能を使用したファイルを Ver.8 以前のパーソナル編集長で開くと、一部以前のバージョンの既存機能に置き換
わって表示されます。
・一部の機能およびサービスのご使用には、インターネット接続環境または周辺機器が必要です。
Copyright・商標

Copyright 2011 CREO CO., LTD.
・パーソナル編集長、編集長は、株式会社クレオの登録商標です。
・TrueType フォント「イワタ新聞明朝体」
「イワタ新聞ゴシック体」
「イワタ新聞明朝体 N」
「イワタ新聞ゴシック体 N」は、株式会社イワタ製です。
・DynaFont（DFP～）は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
・製品に含まれる一部のコンテンツの著作権は、グラパックジャパン株式会社に帰属します。
・Antenna House PDF Driver Copyright (c) 2004- Antenna House, Inc.

・Microsoft®Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
・Microsoft®,Windows®,Windows Vista®は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
企画・開発・制作・販売
株式会社クレオ
会社概要
【株式会社クレオ】 http://www.creo.co.jp/
株式会社クレオは、官公庁や企業向けにシステムを構築するシステムインテグレーション事業、会計・人事給与業務ソリューション及び法人向けプロダク
トを提供するＺｅｅＭ事業、 「筆まめ」などのコンシューマ向けパソコンパッケージソフトの開発・販売を行うコンシューマ事業、キャリアを問わず最
適なモバイルコンテンツソリューションを提供するモバイル事業を中心に事業展開しています。
重要
このリリースに記載された仕様や画面などは現在開発中のものであり、改良のため予告なく変更する場合があります。

