
ユーザーズマニュアル



◆プレゼン博士サテライトとは
簡単で美しい提案を実現する、プレゼンボード作成ソフトです。

◆特徴
・プランニングコミュニケーション
MediaPress/MediaPress-Netを利用することで、レイアウト情報の軽いデータで
プランのやり取りがスムーズに行えます。

・MediaPress/MediaPress-Net、e-BASE（別売）へ、ダイレクトアクセス
MediaPress/MediaPress-Netおよびe-BASEのデータベースを直接検索し、
スペックやコメントをドラッグ＆ドロップで簡単に貼りつけることができます。
多様な商品データを効率的に扱うことができます。

・提案書と連動した見積書作成
作成したプランから見積書を自動作成します。
（Microsoft Excel がインストールされている必要があります。）

・レイアウト雛形のカスタマイズ
デザインセンスのあるレイアウト雛形を事前に作成し、雛形データベースに登録しておくと、
商品を差し替えるだけでいつでも美しい提案ボードを簡単に作成することができます。

・カラーマネージメントシステム
プリンターの色再現の違いを、独自のカラーマネージメントシステムで補正します。

◆インストール手順
CD-ROMにある Install.exe をダブルクリックして起動して下さい。
後は画面の指示に従ってプレゼン博士サテライトをインストールして下さい。

◆アンインストール手順
コントロールパネルにある「アプリケーションの追加と削除」より、プレサットを選択し削除を
行ってください。なおデータベースフォルダ（インストールされたドライブにあるPrs¥prsdata
など）は手動で削除してください。
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◆操作手順　－プラン作成の流れ－
プレゼン博士サテライトでは、作成する提案書をプランと呼びます。

新規作成 雛形から作成 前のデータを作り変える

雛形検索ロード 件名検索・ロード「ファイル読込み」による
プランニングコミュニケーション

プラン編集作業
商品画像の検索、商品画像の追加、変更、削除
文字・基本図形・直線・連続線などのオブジェクトの追加、変更、削除

スタートアップメニューまたは各機能ボタン

簡易見積書の自動作成

プランシートの印刷

プラン登録（プランの保存）

「ファイル書込み」による
プランニングコミュニケーション



◆画面構成
プレゼン博士サテライトのメイン画面は左側のプラン編集パネルと右側の商品検索パネルから
構成されています。
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◆起動方法
以下の2 つの方法があります。
(1)デスクトップにあるプレゼン博士サテライトのアイコンをダブルクリックします。
(2)スタートメニューにある「プレゼン博士サテライト」をクリックします。

◆新規作成
(1)プレゼン博士サテライトを起動します。
(2)「スタートアップメニュー」で「新規作成」をクリックします。
(3)プラン情報の「入力画面」が表示されます。
(4)必要な情報を入力し「保存」をクリックします。
(5)「メイン画面」が表示されます。

▼

▼

プラン情報

プラン編集パネル

商品検索パネル

ツールボタン

▼
▼

▼

メニューバー▼

▼



◆プランの読み込み

既存のプランを読み込む
(1)「スタートアップメニュー」の「前のデータを作り変える」を
クリックするか、ツールボタンの「件名検索」ボタンをクリックします。
検索画面が表示されます。

(2)必要な条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
条件に該当するプランが表示されます。

(3)読み込みたいプランを選択して「ロード」ボタンをクリックするか、読込みたいプランを
ダブルクリックします。

(4)「メイン画面」にプランが表示されます。
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◆雛形から読み込む
(1)「スタートアップメニュー」の「ひな型から作成」をクリックするか、
ツールボタンの「新規作成」ボタンをクリックしたのち
「ひな型選択」ボタンをクリックします。
雛形選択画面が表示されます。

(2)画面左側のカテゴリの表示部で、カテゴリをダブルクリックします。
目的のカテゴリまで到達したら、「検索」ボタンをクリックします。
該当する雛形が表示されます。

※「階層以下も検索する」にチェックを入れ、途中の階層で
「検索」ボタンを押すと、該当する全ての雛形が表示されます。

(3)呼び出したい雛形を選択して、「読み込み」ボタンをクリックします。

(4)選択した雛形が「メイン画面」に表示されます。

▼
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◆ファイルから読み込む
(1)「スタートアップメニュー」の「新規作成」をクリックするか、
ツールボタンの「新規作成」ボタンをクリックします。
※プランを読み込む際、編集中のプランがあると、
プランデータが上書きされます。ご注意ください。

(2)ツールボタンの「ファイル読込み」ボタンをクリックします。
読み込むファイルを指定して開くをクリックします。
（ファイルの種類は圧縮ジョブファイル（*.pcf ）または
旧バージョンのプランファイル（*.lzh、*.pcm )になります。）
※E メールでプランを受け取った場合は、あらかじめデスクトッ
プ等にファイルの保存をしておきます。

(3)プランが表示されます。
※画面には2 ページ分のみの表示となっていますが、「次ページ」
をクリックすることにより、3 ページ以降も確認できます。

▼
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◆商品の検索
検索先を指定する
商品データは、プレゼン博士サテライトのデータベース（HDD）と
MediaPress、MediaPress-Net、e-BASEから、同じ操作で検索して配置
することができます。▼をクリックし、検索先を指定します。

条件で検索する
(1)商品検索パネルの「条件検索」を
クリックします。

(2)「検索条件の設定」の横のボックスに
検索したい品番などを入力します。

(3)「検索」ボタンをクリックします。
(4)検索した商品画像が表示されます。

カテゴリで検索する
(1)商品検索パネルの「カテゴリ」をクリックします。
(2)▼をクリックし「MediaPress 」を選択します。
(3)カテゴリの一番上のボタンをクリックします。
(4)商品検索パネルの下部に、登録されているカテゴリが表示されます。
(5)表示したい商品のカテゴリを次々クリックして商品を絞りこみます。
(6)最下位のカテゴリまで絞り込むと、検索が実行されて自動的に
商品画像が表示されます。

リストで検索する
(1)商品検索パネルの「リスト」をクリックします。
(2)「読込」ボタンをクリックしてリストを開くか、
品番を直接入力します。（「書出」ボタンにより
リストファイルを作成できます。）

(3)「検索実行」をクリックすると、商品画像が
表示されます。

▼
▼

▼
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◆検索した商品を見る
(1)検索該当商品が複数ある場合、商品検索パネルの1 画面には最大
６つの商品が表示されます。それ以上の商品がある場合は、「商品数：」の右
に表示される数字と、その左横のページ数を参照します。ページ数の上の横
向き三角でページ単位に表示が切り替わります。

(2)商品のスペックなど
詳細情報を見るには
検索後、表示された
商品画像をダブルク
リックします。
※閉じるには右上の
「×」ボタンを
クリックします。

◆商品を追加する
(1)プラン編集パネルで何も商品画像が選ばれていない
ことを確認します。（画像の四隅に表示のない状態）

(2)検索した商品をプラン編集パネルにドラッグします。
(3)商品画像が追加されます。

ダブルクリック

前ページへ

次ページへ

全ページ数
現在のページ番号 検索された全商品数



◆商品を差替える
(1)プラン編集パネル上の差替えたい商品画像を
クリックします。画像の四隅に　　が表示されます。

(2)検索した商品をプラン編集パネルへドラッグします。
(3)商品画像が差し替えられます。
※(1)でシフトをおしながら複数商品を選択
して(2)を行なうと複数の商品画像の差し替えができます。

◆商品を削除する
(1)プラン編集パネルの削除したい商品画像をクリックします。
画像の四隅に が表示されます。

(2)商品画像を選択したままツールボタンの「削除」ボタンを
クリックします。

(3)「削除しますか？」と表示されるので、
「はい」をクリックします。商品画像が削除されます。
※間違って削除してしまった場合は、ツールボタンのアンドゥボタンを
クリックすると1 つ前の作業に戻ります。（5回前まで有効です。）
※キーボードの「Delete」キーでも削除できます。 ←削除ボタン

←アンドゥボタン

9



10

◆商品（画像）データを登録する
(1)「登録」メニューから「商品登録」を選択します。
(2) 商品情報ウィンドウが表示されます。
「ファイル取込」ボタンをクリックし、
登録するファイルを選択して開きます。

(3) 画像が表示されます。
品番・品名・価格・スペックなどを入力します。
「自動品番生成」を用いると自動で品番が付きます。

(4)「カテゴリ」をクリックすると、
カテゴリウィンドウが表示されます。登録したい
カテゴリを指定します。（黄色いマークがつきます。）

(5)「登録」ボタンをクリックすると、HDDに画像が登録されます。

◆商品（画像）データの更新・削除
(1)HDDから、削除する商品を検索・表示します。カーソルを合わせて
右クリックし、「更新・削除」をクリックします。

(2)商品情報ウィンドウが表示されます。
商品データを更新する場合は、内容を変更し、「更新」ボタンを
クリックします。商品を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。
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◆２Ｄマードリーから間取り図を取りこむ
(1)右クリックメニューから「間取りを2dMadoriから取り込み」を
選択します。２Ｄマードリーが起動します。（既に間取り図デー
タがある場合、それが開きます。）

(2)２Ｄマードリーで間取りを作成し、「データを保存して終了」を選択
します。保存確認後、終了します。プラン編集画面に間取り図が追加
されます。

◆画像取り込み
右クリックメニューから「画像取り込み」を選択します。
ファイルを開くパネルでファイルを指定すると、
編集画面に貼りつきます。
※画像取り込みで貼りつけた画像は、商品検索データベースには
登録されません。

◆メディアプレスブラウザの起動
(1)「登録」メニューから「メディアプレスブラウザの起動」を
選択するとＭＰブラウザが起動します。

(2)ブラウザ側でブックマークをつけた商品を一括で商品検索
データベース（ＨＤＤ）に取りこむことができます。

※MediaPressブラウザの「ブックマーク」メニュー→PCS出力を
用います。
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◆商品配置方法を変更する
(1)メニューの「設定」の「商品配置」をクリックします。
(2)商品配置パネルで設定を変更し、OKをクリックします。

※スペックの表示／非表示はオブジェクトを選択し
右クリックメニューの「商品スペックを表示／非表示」
を選択して個別に設定することもできます。

◆文字列の入力
(1)ツールボタンの「テキストモード」ボタンをクリックします。
カーソルが「I」になります。

(2)挿入する位置でクリックすると、文字列画面が表示されます。
文字列を入力し「OK」をクリックします。文字が描画されます。

(3)文字を編集するときは、文字列をダブルクリックするか、
右クリックメニューのプロパティを選択します。
文字列画面が表示されます。
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◆線オブジェクトの入力
(1)ツールボタンの「線モード」ボタンをクリックします。
カーソルが「＋」になります。

(2)線の開始点から終点までマウスをドラッグします。

(3)線の長さや角度を調整するときは、「セレクトモード」ボタンをクリックし、調整する線を
クリックします。線の両端を示すポイントが表示されます。（ の部分）ポイントに
カーソルをあわせ、ドラッグしながら長さや角度を調整します。
線を移動させるときは、線の部分をドラッグします。

(1)線の開始点で
クリック

(3)線の終点で
マウスボタン
をはなす

(2)ドラッグする

長さ、角度調整は
ポイントをドラッグ

移動するときは調整する線の上
をクリック、そのままドラッグ
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◆ポリラインオブジェクト（連続線）の入力
(1)ツールボタンの「ポリラインモード」ボタンをクリックします。
カーソルが「＋」になります。

(2)始めに線を描く開始点でシングルクリックをしてから1 本目終点まで
マウスを動かし、終点で再びシングルクリックをします。

(3)１ 本目の終点が２本目の直線の開始点になります。２本目の終点で再び
シングルクリックをします。３本目以降の線も同様にシングルクリックで区切っていきます。

線の終点で
シングルクリック

クリック クリック

線の開始点で
シングルクリック

(4)描画を終わるときは最後の終点でダブルクリックをします。

ダブルクリック

※線とオブジェクトとポリラインオブジェクトの入力の際、シフトキーを押しながらマウスを
動かすと垂直・水平・斜め45度の線が描けます。



◆ポリラインオブジェクト（連続線）の編集
(1)線の長さや角度を調整するときは、調整する線を選択します。線の両端および中間ポイントを

示すポイントが表示されます（ や　 の部分）。ポイントにカーソルをあわせ、ドラッグしながら
長さや角度を調整します。線を移動させるときは、線の部分をドラッグすると移動します。

長さ・角度調整は角の
ポイントをドラッグ

線を平行・垂直移動する場合、
線の中央ポイントをドラッグ

◆矩形オブジェクトの入力
(1)ツールボタンの「四角の描画」ボタンをクリックします。
カーソルが「＋」になります。

(2)図形を描く開始点から終点までマウスをドラッグします。
（シフトキーを押しながらドラッグすると正方形を描画できます）

(1)線の開始点
でクリック

(3)線の終点で
マウスボタン
をはなす

(2)ドラッグする
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移動するときは、ポイント以外の
線をクリックしドラッグします。



(3)図形の大きさや形を調整するときは、調整する図形をクリックします。図形の角を示す
ポイントが表示されます　（ の部分）。ポイントにカーソルをあわせ、ドラッグ
しながら大きさや形を調整します。図形を移動させるときは、図形の中をドラッグする
と移動できます。

《注意》
縦横等倍サイズ変更は四隅の　　を縦横のサイズ変更は中央の　　　を
ドラッグします。

大きさ、形の調整は
ポイントをドラッグ

移動は図形の中を
ドラッグ
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◆楕円オブジェクトの入力
(1)ツールボタンの「丸の描画」ボタンをクリックします。

(2)楕円を描く開始点から終点までマウスをドラッグします。
（シフトキーを押しながらドラッグすると正円を描画できます）

(3)マウスを放すと確定されます。
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◆商品画像整列機能

整列できるオブジェクトは間取り図、商品、画像、文字ボックス、楕円、四角です。
オブジェクトの整列が出来ない時（複数選択されていない場合）は、ボタンが無効になります。

(1)オブジェクトを選択します。
マウスをドラッグして範囲を選択するか、シフトキーを押しながらマウスで
整列させたいオブジェクトをクリックして選択します。

(2)ツールボタンの「オブジェクトの整列」ボタンをクリックします。
（ここでは「上揃え」をクリックします。）

(3)商品の整列が行われます。
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◆オブジェクトを前面に出す／背面に送る

(1)ツールボタンの「セレクトモード」ボタンをクリックします。

(2)最前面にしたいオブジェクトをクリックします。
オブジェクトが選択状態になります。

(3)ツールボタンの「選択オブジェクトを最前面に移動」ボタンを
クリックするか、オブジェクトを右クリックし、右クリック
メニューから「選択オブジェクトを最前面に移動」を選択します。
選択したオブジェクトが最前面になります。
選択したオブジェクトが、ほかのオブジェクトと重なっていない場合、
またはすでに最前面に位置しているときは、「選択オブジェクトを最前
面に移動」ボタンをクリックしても変化はありません。

※背面に送る場合は、同様の操作で
「選択オブジェクトを背面に移動」を選択します。



◆複数のオブジェクトのグループ化／グループ解除

(1)グループ化したいオブジェクトをクリックします。
一つ目のオブジェクトをクリックし、二つ目のオブジェクトからは
シフトキーを押しながらクリックしていきます。
また、マウスをドラッグする範囲指定での複数選択もできます。

(2)ツールボタンの「選択オブジェクトのグループ化」ボタンをクリックするか、
グループ化するオブジェクトのどれか一つを右クリックし、右クリックメニューから
「グループ化」を選択します。選択したオブジェクトがグループ化されます。

(3)グループ化されているオブジェクトをグループ解除する場合は、
ツールボタンの「選択オブジェクトのグループ解除」ボタンをクリックするか、
グループ化されているオブジェクトのどれか一つを右クリックし、
右クリックメニューから「グループ解除」を選択します。

グループ化が解除され、個別のオブジェクトとして扱うことができます。
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◆オブジェクトをロックする
(1)ロックしたいオブジェクトにカーソルを合わせて右クリックします。
(2)右クリックメニューのロック機能を用途に合わせて選択します。
「ロック（移動・サイズ変更）」・・・移動・サイズ変更が不可になります。
「ロック（差替え）」 ・・・・・・差替えが不可になります。
「ロック（操作）」 ・・・・・・操作自体が不可になります。

「ロック（移動・サイズ変更）」選択時は
オブジェクトの選択色が赤茶色に、

「ロック（差替え）」選択時は
オブジェクトの選択色が赤紫色に変わります。

◆オブジェクトのロックを解除する
(1)ロックしたオブジェクトにカーソルを合わせて右クリックします。
(2)右クリックメニューのロックメニューについているチェックをはずします。
(3)ロックが解除され、操作出来る状態になります。
(4)ロックが解除されるとオブジェクト選択色は黄色に戻ります。

「ロック（操作）」選択時はオブジェクト
の選択色が赤色に変わります。



◆オブジェクトのコピー

(1)ツールボタンの「セレクトモード」ボタンをクリックします。

(2)コピーしたいオブジェクトを選択し、右クリックメニューより
「オブジェクトのコピー」を選択するか、キーボードで「Ctrl + C」
を押下します。

※商品オブジェクトのコピーは、設定の詳細設定で商品としてコピー
するか、画像としてコピーするか選択します。
商品としてコピーすると、「部位・コメント・画像・平網」が
コピーされます。
画像としてコピーする場合、画像のみがコピーされます。
一度コピーを行うと、以下のように「オブジェクトの貼付」が
有効になります。

◆オブジェクトの貼付け

(1)コピーしたオブジェクトを貼り付けたい時は、
右クリックメニューより「オブジェクトの貼付」を選択するか、
キーボードで「Ctrl + V」を押下します。
(2)画像としてコピーすると、商品画像の右下（各5mm）の位置に
表示し、商品としてコピーすると商品も配置点も商品画像の
右下（各5mm）の位置に表示します。
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◆矩形オブジェクトのプロパティ（ペン/ブラシ）

(1)ペン（線）の色を変更します。
「線の色」ボタンをクリックすると、カラーパレットを表示します。
(2) ブラシ（矩形の内部）の色を変更します。
「ブラシの色」ボタンをクリックすると、カラーパレットを表示します。
(3)矩形を透明で表示します。
透明表示するには、□をクリックしてチェックマークを付けてください。

(4) 線の種類を変更します。
「▼」をクリックすると線の種類が表示されます。
(5) ペン（線）の太さを変更します。
「▲」または「▼」ボタンをクリックするか、直接数値を入力してください。
(6)図形には、「四角形オブジェクト」と「楕円オブジェクト」があります。
それぞれ選択されたオブジェクトの種類が表示されます。

※プロパティ画面の表示については、「オブジェクトの属性を変更する」をご覧ください。

(1)
(3)

(2)

(4)
(5)

(6)
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◆画像オブジェクトのプロパティ（平網設定）

(1) 画像に平網を付けます。
平網を付ける場合は、□をクリックしてチェックマークを
付けて下さい。

(2) 平網のサイズを設定します。
画像の周りに、指定した「mm」のサイズの幅で覆われた
平網がかかります。
数値を直接入力してください。

(3) 平網の色を設定します。
「平網の色」ボタンをクリックすると、カラーパレットを表示します。

◆直線／ポリラインオブジェクトのプロパティ

(1) 点の有無を設定します。
点を表示するには、□をクリックしてチェックマークを付けて下さい。
チェックがない場合は、「点の半径」と「点の色」は無効になります。

(2) 点の半径を変更します。
「▲」または「▼」ボタンをクリックするか、直接数値を入力してく
ださい。

(3) 点の色を変更します。
「点の色」ボタンをクリックすると、カラーパレットを表示します。

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(3)
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◆画像の切り抜き（クリッピング機能）
(1)「画像の切り抜き」ボタンをクリックし、切り抜きをする画像をクリックします。
選択状態になり、水色の と　マークが表示されます。

(2)水色の と　をドラッグすると、クリッピングが行われます。

(3)クリッピングを解除する場合は、画像にカーソルを合わせ、右クリック
メニューから「クリッピングの解除」を選択します。

◆オブジェクトの回転
(1)「回転モード」ボタンをクリックし、回転するオブジェクトをクリックします。
選択状態になり、薄緑色の　マークが４隅に表示されます。

(2)薄緑色の　をドラッグすると、オブジェクトが回転します。
※オブジェクトのプロパティの位置／サイズの角度の値を入力して
回転することもできます。

◆画像サイズの一括変更
(1)シフトキーを押しならが又は範囲選択で、複数画像を選択し、
右クリックメニューから「複数画像の一括サイズ変更」を
選択します。

(2)幅または高さの数値、または、元サイズからの変倍率を
指定するとサイズが一括で変更されます。
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◆拡大率の変更
プラン編集パネルの表示倍率を変更するには、ツールパレットの「拡大率」の横の
▼をクリックして表示倍率を選択します。

◆オブジェクトの属性を変更する（プロパティ画面の表示）

(1)ツールボタンの「セレクトモード」ボタンをクリックします。

(2)変更するオブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクトを　　
選択し、右クリックメニューより「プロパティ」をクリックします。

プロパティ画面が表示されます。

◆合計金額の確認
(1)メニューの「設定」の「合計金額」をクリックします。

(2)メイン画面の右上に合計金額が表示されます。
※表示を消すには、メニューの「設定」の「合計金額」チェックをはずします。



◆プラン情報の変更
(1)メニューバーの「プラン作成」→「プラン情報変更」
をクリックします。

(2)「プラン情報変更画面」が表示されます。
(3)内容を入力し、「完了」ボタンをクリックします。
※レコード種で「雛形」を選択してプラン登録を
行うと雛形として登録されます。

◆ヘッダロゴの変更
(1)ツールボタン右側の「ヘッダー選択ボックス」から
ヘッダーロゴ名を選択します。

(2)非表示にする場合は、「ヘッダーなし」を選択します。

◆部位名・商品点数の変更
(1)設定したい商品画像を右クリックするか、ダブルクリックして
プロパティを表示し、画像情報タブに切り換えます。

(2)商品点数・部位名を入力します。
(3)「確定」をクリックします。
※商品点数を変更すると、簡易見積書と合計金額に反映されます。
※レイアウト上では選択した画像の上に商品点数が表示されます。
（5点の場合・・・「×5」と表示されます。）
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◆プランの登録
(1)ツールボタンの「プラン登録」ボタンをクリックします。
(2)登録確認のメッセージが表示されます。「はい」をクリック
すると、プラン編集パネルに表示されているプランが
登録保存されます。

◆ファイルを書込む
(1)書き込みたいプランが表示された状態でツールボタンの
「ファイル書込み」ボタンをクリックします。
(2)登録確認メッセージが出たら「はい」をクリックします。
※ファイル書込みを行うには事前に必ず「プラン登録」を
行ってください。
(3)プランを書き込む場所とファイル名を指定します。
（フロッピーディスクあるいはハードディスク等）
ファイル種類は「圧縮ジョブファイル(*.pcf)」です。

(4)「保存」をクリックします。

◆プランの印刷
(1)ツールボタンの「印刷」ボタンをクリックします。
(2)印刷実行画面が表示されます。印刷範囲を指定して
「印刷開始」をクリックします。
(3)設定が完了したら「OK 」をクリックします。
(4)印刷がスタートします。
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◆雛形プラン登録
(1)雛形プランに登録するプランをロードし表示した状態で、
「プラン作成」メニューから「プラン情報変更」を開きます。

(2)レコード種を「雛形」にします。「キー情報」のボタンが有効になるのでクリックすると、
「雛形検索キー設定」パネルが表示されます。
(3)検索キー１から必要な階層分、検索キーを入力します。
すでにあるカテゴリに登録する場合は画面左でその検索キーを選択し
「＞＞」ボタンをクリックします。（その階層が自動入力されます。）

(4)「ＯＫ」ボタンをクリックして、「プラン情報変更画面」に戻り、「保存」
ボタンをクリックして閉じます。

(5)「プラン登録」ボタンをクリックします。雛形に登録されます。



◆見積書を作成する
(1)ツールボタンの「見積り」ボタンをクリックします。
(2)プラン登録確認のメッセージが出たら「はい」をクリックします。
(3)見積書作成確認のメッセージが出たら「はい」をクリックします。
(4)自動的にExcel が起動し、見積書が表示されます。
※Excel97 ＆2000 をお使いの方で下図のウィンドウが表示される
場合は「マクロを有効にする」をクリックします。

(5)見積書を印刷します。

※見積書はExcel で作成されていますので、通常の
保存・変更などの操作が可能です。

◆詳細設定
「設定」メニュー→「設定」に、「詳細設定」があります。
部屋コードリスト（分類名称リスト）の編集、レイアウトの詳細、などの設定を
変更することができます。
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◆新商品ダウンロード機能（MP-net接続）
MP-netに接続し、最新の商品データをプレゼン博士サテライトの
データベース（HDD）に登録する機能です
※お客様の利用されるデータベースや環境により、表示メッセージなどが異なります。
詳細は別途ご案内いたします。

◆インターネット設定
「設定」メニュー→「設定」に、「インターネット設定」があります。
MediaPress-Netをデータベースとして参照する際の初期設定、
イントラネット内のMediaPress-Netを利用する際の設定などを行います。

30

MediaPress-Net
初期ボリュームの設定

▼

イントラネット内の
MediaPress-Net利用時の設定

PROXYの設定 ▼

▼
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◆カラーマネージメント機能について
メイン画像で「設定」→「カラーマネージメント」の順にクリックします。
情報画面が表示されます。

※カラーマネジメントの適用には条件があります。

※プロファイルは追加することができます。

◆バージョン情報の確認
メニューの「ヘルプ」の「Version 情報」を
クリックすると現在使用しているソフトの
バージョンが表示されます。

◆ヘルプファイル
詳しい操作方法は、メニューの「ヘルプ」の「へルプファイル表示」
のヘルプファイルをご参照下さい。ご覧になるには「Acrobat Reader 」が
インストールされている必要があります。



◆プランコミュニケーション
プランコミュニケーションとは、プレゼン博士サテライト間、または上位システムの
プレゼン博士との間でプランデータをやり取りすることを言います。
プレゼン博士では、「間取り」と「配置点」情報が必要です。プレゼン博士にプランをおくる場合、
画像または商品のプロパティで間取り図とフロア番号の設定を行います。

◆間取り図の設定
(1)プレゼン博士サテライトの〔メインメニュー〕で「画像」を選択し、
プロパティを選択します。
（間取りにできる画像であれば、画像情報タグを表示します。）
(2)間取り図設定の□にチェックを入れます。
(3)フロア番号を指定します。（初期値は“１”になります。）
(4)確定ボタンをクリックします。（確定後の変更、削除はできません。）

◆商品画像のプロパティ
(1)「商品画像」を選択し、ダブルクリックするか、右クリックメニュー
より「プロパティ」を選択します。

(2)分類名称から分類（部屋コード）を選択します。
プランコミュニケーション時、該当する分類名称が無い場合は、
「その他」と表示しメイン画面の表示と印刷時（含む見積り）は、
Pcfファイルに記載された文字列で表示・印刷します。

(3)商品点数を設定します。（初期値は“１”です。）
(4)間取りにリンクするフロア番号を設定します。
(5)確定ボタンをクリックします。
「フロア番号」の最大数は、設定された間取り図の数分になります。
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◆終了方法
メニューの「プラン作成」の「終了」をクリックするか、
終了ボタンをクリックします。

◆プランコミュニケーションサーバ
(1)「設定」メニュー→「設定」の中にプランコミュニケーション　
サーバの設定画面があります。サーバ情報を取得し、設定情報
を入力します。

(2)メイン画面の「プラコミ連動」ボタンをクリックし、サーバに
接続します。

※ご利用になるサーバや設定方法についての詳細は別途ご案内致します。

●ご使用になる前に必ずお読み下さい
下記のソフトウェア使用許諾契約書は、お客様（以下甲といいます）と（以下当社といいます）との間で
適用され、ソフトウェアのご使用に際しは、お客様にて契約内容についてご同意頂くことが前提となります。
ご同意頂けない場合は当社までソフトウェアパッケージをご返却くだされば、
お支払い済の代金をお返し致します。

－ソフトウェア使用許諾契約書－
第１条（ソフトウェア等の提供）

乙は甲に対して、乙の開発に係るソフトウェア「プレゼン博士サテライト」（以下本件ソフトウェアと
いう）と、その関連資料とともに提供する。

第２条（定義）
本契約において次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 関連資料とは、本件ソフトウェアの使用に関連して、乙が甲に提供するマニュアル及び
仕様書等の資料をいう。

(2) プロダクトとは、本件ソフトウェア及び関連資料を合わせたものをいう。
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第３条（使用権の許諾）
乙は甲に対し、プロダクトに関する乙の著作権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利に
基づき、甲の業務等の遂行の目的内でプロダクトを使用する非独占的権利を許諾する。

２．前項にかかる権利は、甲のハードウェアシステム１台についてのみ適用される。

第４条（複製・改変等）
甲は、プロダクトを乙の事前の書面による承諾を得ることなく、複製してはならないものとする。

２．甲は、プロダクトを修正・追加または改変しないものとする。

第５条（譲渡・再使用許諾の禁止）
甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約第３条に基づく使用権及び使用許諾権を　　

第三者に譲渡、転貸または使用許諾しないものとする。

第６条（第三者の権利）
乙は、本件ソフトウェアが第三者の著作権、工業所有権、その他の権利（以下知的財産権という）
を当時知見可能な技術上において侵害していないことを表明するが、これを保証するものではない。
なお、プロダクトにつき、第三者と知的財産に関する紛議が生じたときは、乙はその対応及び処置

につき甲と誠意をもって協議するものとする。

第7条（解除）
乙は、甲が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告を行うもなお当該違反が是正されない場合は、

本契約を解除することができ、かつ被った損害の賠償を請求することができるものとする。

第8条（有効期間）
本契約の有効期間は、甲が本件ソフトウェアのパッケージを開封したときから、甲から乙に対し本
契約終了の通知がなされ、且つ乙にて所持するプロダクトの全部または一部が全て破棄されたこと

が確認されたときまでとする。

第9条（契約終了後の措置）
甲は、本契約が終了したときは、直ちにプロダクト及び乙の承諾を得て複製したときは、その複製　
物を乙に返還し、または乙の指示に従ってそれを破棄し、その旨を証明する書面を乙に提出するも　　
のとする。

第10条（乙の責任・協議）
甲が本件ソフトウェアを使用された結果生じた損害については、乙は責任を負担しないものとする。
本件許諾契約書に定めていない事項は著作権法および関連法規に従うものとする。



◆商標・版権に関して
記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
Microsoft Excelは、マイクロソフト社の登録商標です。
MediaPress、MediaScriptは凸版印刷(株)の登録商標です。
e-BASEは（株）エイビスの登録商標です。
プレゼン博士は凸版印刷(株)の登録商標です。

プレゼン博士サテライト

／ユーザーズマニュアル

TOPPAN 2002.07C

◆動作環境
ＣＰＵ：ＰｅｎｔｉｕｍII３００ＭＨｚ以上（２３３ＭＨｚ推奨）
メモリー：１２８ＭＢ以上（９６ＭＢ以上推奨）
ディスク容量：３００ＭＢ（データ約１０００点）※プログラム動作環境含む
モニター：８００×６００ドット（１０２４×７６８ドット推奨）、１６ビットフルカラー以上
ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ９８、ＮＴ、２０００、ＸＰ
※Windows2000 は縦書きに難がある場合があります。（WindowsMe は動作が遅くなる、また、
インストール時に不具合の出る可能性が若干残るため、推奨しません。）

※本製品をインストールされる前に必ず本マニュアルの巻末にあります使用許諾契約をお読み
ください。
※各機能の詳しい操作方法につきましては「ヘルプ」メニュー
→「ヘルプファイル表示」から、ヘルプファイルをご覧下さい。
※本製品は改良のため予告なく使用を変更することがあります。


