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XMF Remote からのメール通知です。 

 

ジョブ ID : 244 

ジョブ名 : 北海道の印刷 3 月号

ジョブ管理 ID : XMFCOMPLETE_21138 

お客様企業 : 北海道印刷工業組合(EX20150319154119)  様 

総ページ数 : 12 

締切日 : 2015/03/25 

 

作業ユーザに割り当てられました。 

割り当てられた作業とページを確認してください。 

 

コメント :  

 

 ---- 

割り当てられた作業 : 

校正用 PDF ダウンロード(1st ステップ),承認(1st ステップ),ジョブ承認,入稿,ページ操作 

 

--------------------------------------------------------------------- 

ログイン URL（ログイン認証不要） : 

https://remote.syoubunsya.co.jp/frontsite/login/direct?enc=3b0266a9bb88faef475ea074e8080

14abd22c5bf99d6fe6b242f7983cb53da4b893901a5f43cd4d1ac7e6877f615a4e525d6359a90560

7c68734c97bef680d31d7edb4730b2b33fe98f85a0c1a3dae8e244c21cedf540b9ab15f6a771f707b

e3 

ログイン URL（ログイン認証不要） :

https://remote.syoubunsya.co.jp/frontsite/login/direct?enc=3b0266a9bb88faefaef f475ea074e808f475ea074e808f 0

14abd22c5bf99d6fefef 6b242f7983cb53da4b893901a5f43cf43cf d4d1ac7e6877f615a4e525d6359a90560

7c68734c97bef680d31d7edb4730b2b33fe98f85a0c1a3dae8e244c21cedf540b9ab15f6a771f707b

e3

PDF校正の新しいカタチ

EXPRESS
仕上がったデータをすぐに確認。
カンプ・校正紙を待つ必要がありません。

X
エックス エム エフ

MF R
リモート

emote E
エクスプレス

XPRESSは、インターネット上のブラウザ※で校正のや
りとりをするシステム。組版・訂正が上がれば、すぐにデータの内容を確認
することができます。〝紙〟を運ぶ必要がないため、札幌市外のお客さまや、
雪などによる交通トラブルでの遅れなど、校正紙を無駄に待つことがなく、
お客さまの貴重な時間を有効に使うことができます。
また、データストレージ機能を搭載しているので、容量オーバーによりメール
が送れない、分割して送るなどの手間を省け、データのやり取りもスムーズに
なります。

システムからメールが届いたら、そのアドレスを
クリックして、インターネットブラウザを開くだけ！
そのアドレスがIDとパスワードを兼ねているので、企業登録や、ID・
パスワードの入力など、面倒な手続きは一切いりません。

校正方法は
3通り。
詳しくは中面を
ご覧ください。
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図2：校正画面（全体）

図3：校正画面（ズームアップ）

図1：「ページ一覧」
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［ツール説明（左側）］

手のひらツール
拡大時に画面の移動を行います。

拡縮ツール（拡大表示）
画面を拡大します。

拡縮ツール（縮小表示）
画面を縮小します。

フィットツール
ブラウザのサイズに合わせて画面を表示します。

矢印ツール
赤字の位置を移動します。

矩形ツール
赤字を入力したい箇所を四角で囲います。

直線ツール
赤字入力したい場所に取り消し線などの線を入力できます。

フリーハンドツール
自由に文字を記入することができます。
タッチモニターやiPadで使用する際に有用です。

メモツール
メモとして、確認事項等を入力します。

消しゴムツール
誤って書き込んだ赤字指示を削除できます。
※既に承認したページに記入されてる赤字の削除はできません。

インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS

1校正サイトにアクセスをする
弊社の担当者がシステム上にPDFをアップロード

すると、システムからお客さまへメールが配信さ

れます。

そのメール文末のURL（前項参照）をクリックし

て、校正サイトにアクセスすると、「ページ一覧」

が開きます（図1）。

2赤字（注釈）入れをする
図1のページ一覧で、校正するページをダブルク

リックすると、そのページが大きく表示されます

（図2）。

そのウインドウ左側にあるツールを使って赤字

（注釈：以下赤字と表記）入れをします（図3）。

デジタル校正
─システムを使用してインターネット上でデジタル校正

校正用ツール

入力した赤字が表示されます
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図5

図4

図6

TIPS  ページに赤字を入れるには？

memo:
●×却下ボタンを押さなければ、弊社担当者へメールが届かず、修正作業
をすることができませんので、赤字があるページは必ず●×却下ボタンを
押してください。

インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS

3ページを却下する
すべてのページの赤字入力が終わったら、画面左上の「ページ一

覧」ボタンをクリックし（図4）、ページ一覧に戻り、赤字を入れた

すべてのページをCtlキー（Macの場合はcommandキー）を押

しながら選択し、画面上部の●×（却下ボタン）を押す（図5）。
却下されたページの右下に●×マークが付き（図6）、弊社の担当
者へ「修正依頼」メールが配信されます。

ログアウトの方法
システムからログアウトする場合は、画

面右上の「設定ボタン」をクリックし、

「ログアウト」を選択します。

❶ 左側の校正ツール（例：直線ツール）を、赤字
のある箇所に使うと、自動で「ノート」ダイアロ
グが立ち上がるので、そこに赤字の内容（例：
トル）を入力し、ダイアログ下の「OK」ボタン
を押す。

※「 OK」ボタンを押さなければ、入力は有効になりません。
※  Internet Explorerをお使いの場合、メモ入力時に改行ができ
ません。

❷ そのページすべての赤字入れが終わったら、
画面右上のページ「保存」ボタンを押す。

※「 保存」ボタンを押さなければ、入力は有効になりません。
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図7：「ページ一覧」

図8：検版画面

図9⒜：修正前

図9⒝：修正後

memo:
❸ 赤／グリーンの表示切替時間は0.5秒～10秒の
0.5秒間隔で設定できます。

［ツール説明（右側）］

ページ表示ツール
単ページ表示をします。

ページ表示ツール
左綴じの見開き表示をします。

ページ表示ツール
右綴じの見開き表示をします。

分版表示ツール
ページの色を分版して表示します。

比較ツール
最新版と過去版の比較表示をします。

仕上がり線表示ツール
ページの仕上がり（断裁）範囲を表示します。

オリジナル原稿表示ツール
ページのオリジナルサイズ（断裁前）を表示します。

仕上がり表示ツール
ページを仕上がりサイズで表示します。

仕上がり表示ツール
見開きページを仕上がりサイズで表示します。

インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS

4修正確認（再校）をする
前項3の修正指示により、弊社担当者が赤字を修
正したPDFをアップロードします。
再びシステムからお客さまへメールが配信され
ますので、URLをクリックして、校正サイトにアク
セスします（図7）。

5デジタル検版をする
本システムの特長である「デジタル検版」機能を
使って赤字のチェックをします。
❶ 前回の校正で赤字を入れたページをダブルク
リックしてページを開き、画面右側の「比較」
ボタンをクリックすると、検版画面になります
（図8）。
❷ 画面左下の「表示切替」の▼をクリックして、
「強調」を選択すると、変更された部分が色【修
正前：赤⒜／修正後：グリーン⒝】で表示され
ます（図9）。

❶

❷

❸
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図10

図11

memo:
万が一、「ページ承認後」に変更等があった場合は、
弊社担当営業にご連絡ください。システム管理者が
ロックを解除いたします。

インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS

6ページを承認する
検版の結果、修正漏れや新たな赤字が発生した場

合は2～5を繰り返します。

すべてのページで赤字がなくなった場合、画面上

部の「すべてのページを承認」ボタンをクリック

します（図10）。

「ページ承認」をすると、●✓マークがついて、ペー
ジが完全にロックされ、その後、一切の修正ができ

なくなります（図11）。

同時に弊社担当者へ「ページ承認（校了）」の

メールが配信され、次工程へ移行します。

よ り 多 機 能 な シ ス テ ム も ご ざ い ま す。

こちらのシステムは、お客さまの会社を登録し、お客さま個々人ひとり一人に、IDとパスワードを発行して運用しま

すので、よりセキュリティが万全です。使い方はEXPRESSと変わりません。また、お客さま専用（企業別）のデー

タストレージボックスが作成されますので、いつでも大容量データの送受信が可能です。
（※EXPRESSはジョブ（仕事）が発生していないとストレージ機能は使用できません）

詳しくは担当営業にお問い合わせください

エックス・エム・エフ　リモート

アプリ版 ブラウザ版
※アプリ版の使用にはJavaのインストールが必要です。

すべてのページを承認する
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図12

図13

memo:
● システム上にアップロードされているPDFは
「印刷用データ」（高解像度）ですが、ダウン
ロードしたPDFは「最小ファイルサイズ」（低解像度）のものに
なりますので、画像等が粗くなります。

● 2校目以降、EXPRESSサイト上では、「修正指示」は見ることは
できませんが、デジタル検版機能で、「変更箇所」の確認はするこ
とができます。（P4.図9参照）

ダウンロードボタン

2
インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS

1校正サイトにアクセスをする
弊社の担当者がシステム上にPDFをアップロード

すると、システムからお客さまへメールが配信さ

れます。

そのメール文末のURL（表紙参照）をクリックし

て、校正サイトにアクセスすると、「ページ一覧」

が開きます。

2PDFをダウンロードする
ページ一覧で、必要なページを選択して、画面上

の「ダウンロード」ボタンをクリックして（図12）、

PDFをダウンロードします。

3PDF上で校正をする
ダウンロードしたPDFを、AdobeReader等のソ

フトで開いて、注釈機能を使って校正作業（赤字入

れ）をしてください（図13）。

4校正済PDFを送信する
すべてのページの校正作業が終わりましたら、

そのPDFをストレージ機能を使って送信（シ
ステムにアップロード）、もしくはメールで弊
社担当営業へ送信してください。

以降、校了になるまで1～4を繰り返します。

PDF校正
─EXPRESSからPDFをダウンロードしてPDF上で校正
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TIPS  ファイルをストレージで送信するには？

memo:
※ 「共有フォルダ」以外のフォルダは「お客さま宛専
用」フォルダですので、そのフォルダにアップロード
したファイルに、弊社担当者はアクセスすることができません
（メールも配信されません）ので、ご注意ください。

memo:
お客さまが「共有フォルダ」にアップロードした場合で
も、システムからお客さまにもメールが配信されます。

memo:
画面上部の「アップロード」
ボタンを使ってアップロード
することもできます。

インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS

❶ 校正済のPDFファイルを弊社へ送信するには、画面左上の「ページ一覧」右横の▼
をクリックし、「汎用ファイル」を選択します。

❷  画面左枠の「共有フォルダ※」を選択し、右枠下内に、
当該PDFをドロップします。

❷ 「アップロード」画面が立ち上がります。
　 アップロード先「フォルダ※」、アップロードする「ファ
イル名」を確認し、コメント欄に適宜連絡事項等を
入力し、画面下の「アップロード開始」をクリック。

❸ 左枠内の「ジョブ名」と「共有フォルダ」に●！マーク
がついたら、アップロード完了です。
　 弊社担当者にシステムからメールが配信され、修正作
業をします。

☜校正済（注釈入れ）PDFファイル



図14

図15

ダウンロードボタン

プリントする

※このパンフレットはオンデマンド機 RICOH Pro C7110sで印刷しています。

〒003-0802
札幌市白石区菊水2条1丁目4-27

TEL.011-811-7151
FAX.011-813-2581

3
1校正サイトにアクセスをする
弊社の担当者がシステム上にPDFをアップロード

すると、システムからお客さまへメールが配信さ

れます。

そのメール文末のURL（表紙参照）をクリックし

て、校正サイトにアクセスすると、「ページ一覧」

が開きます。

2PDFをダウンロードする
ページ一覧で、必要なページを選択して、画面上

の「ダウンロード」ボタンをクリックして（図14）、

PDFをダウンロードします。

3プリントした校正紙で校正をする
ダウンロードしたPDFをプリントアウトし（図

15）、通常どおり校正作業（赤字入れ）をしてくだ

さい。

4弊社担当営業へ連絡
すべてのページの校正作業が終わりましたら、

弊社担当営業へご連絡ください。
校正紙の回収方法を相談させていただきます。

以降、校了になるまで1～4を繰り返します。

アナログ校正
─ダウンロードしたPDFをプリントアウトして校正

インターネット校正システム　XMF Remote EXPRESS


