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01- インストール

最小搭載メモリ

動作環境

1GB（2GB以上を推奨）
インストールには 2GB以上のハードディスク空き容量を必要とします。
※注文用のデータや、バックグラウンド、マスク、スクラップアイテムなどが格納されます。

Windows XP、Windows Vista、Windows 7
Mac OSⅩ 10.6x、10.7x
※Apple Macintoshは純正の OSのみサポートされています。
※Windows8およびMacOS10.8は動作確認中

動作オペレーションシステム

ソフトウェアをダウンロードし、
デスクトップに保存します。

ショートカットをダブルクリック
で編集ソフトが起動します。

インストール先、スタートメニュー
フォルダを選択して「インストール」
をクリック。

インストールが完了すると
デスクトップ上に Selpi の
ショートカットが表示されます。

アプリケーションのインストール（Windowsの場合）

PO INT

2

3

1

アイコンをダブルクリックし、
「次へ」をクリック。
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　　   ソフトウェアをダウンロードし、
　　   下記画面が表示されます。
　　   Selpi アイコンをアプリケーションフォルダ
へドラッグ＆ドロップします。

アプリケーションのインストール（Mac OSの場合）

　　  アプリケーションフォルダ内、
　　  「Selpi」を選択。
　　  ダ  ブルクリックで Selpi が起動します。

②内の Selpiアイコンを Dockにドラッグ &ドロップすることで、
Dockに追加することが出来ます。
制作中は、簡単にアプリを起動出来てとても便利です。

ワンポイントアドバイス

2

1

01 - インストール
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02- 編集ソフトを起動する
編集ソフトの起動～作成準備

Selpi を起動すると右図の画面が表示されます。
初めての場合は「新しいプロジェクトを作成する」
を選択して下さい。

起動時に新しいアイテムがあると自動更新確認画面が表示されます。
これらの更新には、新機能・修正・パフォーマンスの更新などがあります。
アイテムを選んで最新の状態にアップデートしましょう。
（インターネットに接続されている必要があります）

「アプリケーションデータ」「プロダクト」
は一度に両方選択しアップデートすること
が出来ません。

「アプリケーションデータ」はアプリの再起動
があるため、先に「アプリケーションデータ」、
次に「プロダクト」をアップデートすることを
お薦めします。

Selpi起動のタイミングでアップデート
しなかった場合でも、メニュー画面左下の
「更新をチェックする」から未更新の情報を
確認し、更新する事が可能です。

制作データは PC内に保存されます。
後々増刷や変更して再作成する事を検討している
場合はデータを消去しない様にご注意ください。

保存済の作成中データや過去の作成データを開く場合
⇒ 既存のプロジェクトを開くを選択して下さい。

Attention!

1

2

MEMO



04

　　  プロジェクト名を記入します。
　　  （新規のプロジェクトには、
　　  お好きな名前を付けて下さい）

作成したい商品を
・カテゴリー
・プロダクトタイプ
・プロダクト
の順に選び「次へ」をクリック。

商品の選択

“カテゴリー” はありませんが、選べる種類に
差はありません。

Mac OS の場合

“プロダクトタイプ” → “プロダクト” を選んでください。

2

1

02 - 編集ソフトを起動する



05

03- 編集画面の基本名称と機能
編集画面の各部名称

2 1

4
7

5

3

6

❶ 編集パレット ・・・ 制作するアルバム等をレイアウトする場所です。

❷ 画像リスト ・・・・ 作成に使用する写真が表示されます。

❸ ライブラリ ・・・・ 使用可能な「ページスタイル」「マスク」「背景」「フレーム」

 「スクラップブック」が表示されます。

❹ ページビュー ・・・ 編集中の各ページがサムネイルで表示されます。

❺ ツールバー ・・・・ よく使用する機能へ簡単にアクセスできます。

❻ インスペクター ・・ 画像や文字ボックスを操作

　　　　　　　　　　　　　　  ※上部に項目別のタブがあります

❼ メインメニュー ・・ 基本的な操作選択のメニューです。



ライブラリ
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ページスタイルタブ 画像ボックスが組まれたテンプレートです。

写真をぼかしたい時やグラデーションを付けたい時にご使用下さい。
※黒い部分に写真が入ります。

テンプレートに使える背景が表示されます。
※画像をドラッグすることで背景を入れ替えることが出来ます。

マスクタブ

背景タブ

ライブラリには、フォトブックを華やかにレイアウトする為のツールが
沢山用意されています。

[マスクタブ ][フレームタブ ]は、画像ボックス上にのみ設置可能です。

ワンポイントアドバイス

03 - 編集画面の基本名称と機能

全てドラッグ＆ドロップで使用できます。使い方

※商品によって、ライブラリ内容が異なります。（下記はメモグラフォトブック例です）

ページの間部分にドラッグすると、
背景が見開きページ全体にされます

テンプレートを選択して右クリックで
テンプレート全体に割り当てたり、片ページに
割り当てたりすることが可能です。
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タイトル文字やイラストが表示されます。ページの空白部分へドラッグしてご使用下さい。 

使用可能なフレームが表示されます。画像をドラッグすると効果が反映されます。フレームタブ

スクラップブックタブ

03 - 編集画面の基本名称と機能

オリジナルテンプレートを作る！

ページスタイルタブ

スクラップブックタブ ※マスクタブ・背景タブ・フレームタブも同様の手順で追加できます。

❶Selpi上で、お好きなレイアウトを組む。

❷ライブラリ内右上のメニューからテンプレートにしたい
　ページ形式を選択する。

❶使用したい画像を
　PNG形式で準備する。

❷ライブラリ内右上の
　メニューから「追加」を選択。

❸スクラップブックに追加
　されます。

❸ライブラリページスタイルタブに追加されます。

背景色を透明にします。
（画像は Photoshop 画面）

jpeg で作成し追加されたものは、
白背景になり、背景や写真に
馴染まない場合があります。

ライブラリではあらかじめ入っているフォーマット以外に、オリジナルのテンプレートを追加することができます。
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●図形タブ……画像ボックスの基本の形や色の変更、影を付けることが出来ます。
●画像タブ…………画像ボックス内の角度や向きの変更が出来ます。
●テキストタブ……文字の入力やテキストボックスの文字の配列等を操作出来ます。
●計測タブ…………マウスをドラッグせずにボックスの位置とサイズの操作が出来ます。
●背景タブ…………ページの背景色を変更出来ます。

図形タブ 画像タブ テキストタブ 計測タブ 背景タブ

ツールバー

（左から順に）

●元に戻す……………………1つ前の状態に戻します。
●やり直す……………………最新の状態になるまで編集操作を戻ることが出来ます。
●保存…………………………作業中のプロジェクトを保存します。
●画像ボックスの追加………新しい画像ボックスを追加します。
●テキストボックスの追加…新しいテキストボックスを追加します。
●自動流し込み………………使用可能な画像ボックスに合わせて、画像を自動的に配置します。
●ズームアウト………………編集画面の表示サイズを縮小します。
●ズームイン…………………編集画面の表示サイズを拡大します。
●前のページ…………………前のページを表示します。
●次のページ…………………次のページを表示します。
●プレビュー…………………フルスクリーンでプレビュー表示します。
●オーダー……………………アルバムの注文画面に進みます。

インスペクター

03 - 編集画面の基本名称と機能



04- オリジナルフォトブックを制作する
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使用する写真を Selpiに取り込むStep
01

使用ツール 画像リスト

画像リストの「+」ボタンを
クリック。

　　  「フォルダーの参照」のダイアログが
　　  出ますので、取り込みたい写真を
 　　保存してあるフォルダを選択。
「選択」ボタンをクリックして
画像リストにフォルダ内の写真を
取り込んで下さい。

PO INT

2

1

03 - 編集画面の基本名称と機能

右図、青色で囲った歯車のアイコンを
クリックするとメニューが表示されます。
写真を様々な形でソートさせて表示させたり
することが出来ます。
また、個別の画像を右クリックしメニューから
画像にレートをつけたり出来ます。

画像リストの幅は、ライブラリの端を
ダブルクリックするか、目的の幅まで
ドラッグして調整してください。
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写真を配置する

画像ボックスを編集パレットに配置する

ツールバーから配置する

ページスタイルから配置する

Step
02

使用ツール ライブラリ 画像リスト

ライブラリ内のページスタイルタブの中から
選択したページスタイルを編集ページ上に
ドラッグすると、ページに反映されます。

❶ツールバー内右図のアイコンをクリック。 ❷編集パレットに画像ボックスが配置されます。

 ページスタイル

あらかじめページ上に画像ボックスや
背景などがデザインされたテンプレート

1

1

04 - オリジナルフォトブックを制作する

ワンポイントアドバイス

画像ボックスを作成するのに、ショートカットが使用できます。

　Ctrl + B　　四角形画像ボックス

　Ctrl + O　　丸形画像ボックス

方法

2方法

準備する画像について

準備する画像は、 2 0 0 d p i 以上を推奨しています。

印刷する際の解像度は 3 0 0 d p i です。



MEMO
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使用した写真は画像リスト内の写真に赤マークが表示されます。
（数字は使用回数を表しています）

ブック内での重複使用を防ぎます。
また、表紙画像を中ページで使用されているかなども簡単に確認可能です。

画像を配置する

画像リスト内から、使用する写真をページの
画像ボックスにドロップします。

画像サイズを調整する
写真の大きさを変更する場合は、
写真の周りに表示される●をつかんで
ドラッグして下さい。

1のプロセスを飛ばし、画像リスト内から、
使用する写真をページの配置したい場所に
ドロップして配置することも可能です。

※「Shift」キーを押しながらドラッグすると、
　比率を変えずに拡大・縮小が出来ます。

※写真の削除は、写真を選択した状態で「Delete」
　または「Back Space」キーを押すか、右クリック
　から削除項目を選択して下さい。

2

3

04 - オリジナルフォトブックを制作する

レイアウト時の注意事項

ファーストページとラストページは、
表紙の裏側になるためレイアウトしても印刷されません。

※ページスタイルを全ページに
自動適用した際にファーストページと
ラストページにもテンプレートが適用されてしまいます。
ファーストページ＆ラストページにレイアウトしてないか、必ず確認をしてください。

ファーストページ（表紙裏）

扉紙
（半透明の紙）

1 ページ

あらかじめテンプレートに
表記があります。
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この線で断裁します

配置した写真をダブルクリックすると

別ウィンドウが開き、トリミング修正を行えます。

枠の右下のつまみをドラッグして大きさや位置を、

左下のバーで角度を調節して下さい。

トリミングが完了したら「OK」ボタンをクリック

して編集画面に戻ります。

写真の角度を調節させるには、以下の 2つの方法があります。

印刷に適した解像度（画像サイズ）に足りない場合、　　マークが表示されます。
そのままでも注文は可能ですがボヤけたり粗い印象になります。

製本時、赤枠線上で印刷用紙を裁断します。
この際に赤枠線より外側・内側ともに 3mm程度の誤差が生じる場合があります。
この為、赤枠ぎりぎりで写真を配置すると印刷したい部分が切れてしまったり、
写真の外側に不要な白い部分が残ってしまうのでご注意下さい。

インスペクタ上のダイヤルを操作する、又は角度を入力
することで写真を回転させることが出来ます。

写真の左上の緑色のポイントを回転させたい方向へドラッグ
して下さい。任意の角度で回転させることが出来ます。

トリミング

角度調節

画像サイズの注意事項

編集ページ上の赤い枠線について

04 - オリジナルフォトブックを制作する

インスペクタを使って回転させる方法 1

緑色のポイントをドラッグして回転させる方法 2



①メニューの「ページ」→「ページ順を変更」を選択します。
②変更ウインドウが表示されますので、移動させたいページを選択します。
③上下の移動ボタンで任意の位置へ移動させ、「OK」ボタンをクリックします。
※ページの入れ替えは見開きごとになります。
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ツールバーの「自動流し込み」ボタンを押すと、
ページスタイルとプロジェクトに読み込まれている
複数の写真が自動的に配置されます。

※画像数が足りない場合は白紙のページが出来ます。
※自動で配置した後でも、画像やページのレイアウト
　などを自由編集出来ます。

画像の流し込みレイアウト

ページの順番の変更

04 - オリジナルフォトブックを制作する



メインメニューの “ファイル” から
“設定” を選択。1

“設定” ウィンドウから
“外部画像編集アプリケーション”
右側の “選択” からアプリケーションを指定して
“OK” で進む。

2

編集パレット内の画像を右クリックで
メニューを出します。
“外部画像編集ソフトを開く” を選択すると
指定の外部ソフトが起動します。

3

外部編集ソフトで加工を加えて、保存すると
Selpi 上の「編集パレット」の画像と
「画像リスト」の画像が自動的に更新されます。

4

14

外部編集ソフトとの連携

04 - オリジナルフォトブックを制作する

❶編集して “ jpeg” で
上書き保存します。

❷Selpi 上で配置していた
画像も更新されます。

Selpiに読み込んだ画像を「Photoshop」などの外部画像編集ソフトとリンクさせて編集することが出来ます。
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テキストを入力するStep
03

使用ツール ツールバー

ツールバーの「テキストボックスの追加」ボタンを
クリックすると、テキスト編集ボックスが表示されます。

テキストボックスのコーナーポイントを
ドラッグして、ボックスの拡大・縮小が出来ます。
また、枠をドラッグすることで自由に位置を移動し
レイアウトします。

ダブルクリックすると文字を入力出来ます。
入力した文字を選択した状態で、インスペクタの
フォントタブでフォントやサイズ、色等を設定出来ます。

PC内の様々なフォントを使用したい場合は、
外部編集ソフトで予め文字を組んで、png形式で
保存し、Selpiで読み込んでください。
読み込みは、ライブラリ内右上の設定メニューから
追加できます。

使用出来るフォント

ご自身の PC初期収納フォントから選択されたものです。

1

2

3

04 - オリジナルフォトブックを制作する

ワンポイントアドバイス

テキストボックスを作成するのに、ショートカットが使用できます。

　　Ctrl + T　　テキストボックス作成
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メニューバーの「ファイル」→「プルーフ作成」を選択。
「フライトチェックの結果」を「OK」で進めます。
「プルーフを作成」ウィンドウが表示されます。

◆ 「プルーフを作成」ウィンドウ手順

 ❶ 出力形式を指定
 　 （JPEG・TIFF・単一ページ PDF・複数ページ PDF）

 ❷ ページを指定
 　 全て orページを選択

 ❸ 保存先を指定
　  白いボックスの右側の「選択」から出力場所を指定

 ❹ OKで確定する
　  プルーフが作成され、完成するとアプリケーション
　  ウィンドウに戻ります。

　　　１の「フライトチェックの結果」ウィンドウの
　　　「プレビュー」を選択します。
　　　右図の様なプレビュー画面が表示されるので、
レイアウトの最終チェックをしていただけます。

確認用 “完成イメージ” の書き出し（PDF・JPG・TIFF）

アルバムイメージの確認Step
04

使用ツール メインメニュー

出力データの解像度

レイアウト確認用を目的としているため、出力される
データの解像度は 72dpiです。
印刷するには低すぎる解像度ですので、データの取り扱い
にはご注意ください。

1

2

04 - オリジナルフォトブックを制作する

入稿前に制作データの最終確認をしましょう。

　　　ファイルメニューの「プロジェクトをチェック」
　　　を選択します。
　　　ページと写真がチェックされます。
異常があった場合は「フライトチェックの結果」
ウィンドウに表示されます。

❹
❸

❷

❶
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05- 商品を注文する -①
①ツールバーの「オーダー」をクリックして、プロジェクトの保存をして下さい。

②免責事項と個人情報の取り扱いについて、確認・同意後スタートボタンをクリックして下さい。
　※インターネットに接続していなければ、接続して下さい。

③ログイン画面が表示されますので、ご注文して頂いた際に弊社からお送りした
　ログイン IDとパスワードを入力して下さい。
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④ログイン後、商品と数量を確認して「続ける」をクリック。
　※価格は￥0と表示されますが問題ありません

⑤この画面は変更せずにそのまま「続ける」をクリック。

04 - オリジナルフォトブックを制作する
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⑦オーダーが確定致しました。オーダー番号が発行されますので、お客様ご自身でお控え下さい。
　引き続きデータのアップロード画面に切り替わります。
　※確認メールは、データアップロード後に送信されます。

⑥入力はせずに「オーダーを確定」をクリック。

04 - オリジナルフォトブックを制作する



③データのアップロード中ですので、そのままお待ち下さい。

④アップロードが完了しました。
　後程、確認メールをお送り致しますので内容をご確認下さい。

20

06- データのアップロード
①ページ単位にイメージ化されたフォーマットを選んで
　「続ける」をクリック。 ②オーダーアップロードを選んで「続ける」をクリック。


