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１．本製品（ASUKABOOK Maker 2）の一部、または全部を無断で複製することを禁止します。
２．本製品（ASUKABOOK Maker 2）の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
３．本製品（ASUKABOOK Maker 2）は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの

点がございましたら、弊社までご連絡ください。
４．運用した結果については、３．項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
５．ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかな

る請求があったとしても、弊社はその責任を負わないものとします。
６．本ソフトウェア（ASUKABOOK Maker 2）の解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。
７．アスカネット、ASUKABOOK、ASUKABOOK Maker、およびそのロゴは株式会社アスカネットの登録商標です。
８．Adobe® Photoshop®、Adobe® Reader®　アドビシステムズ株式会社の登録商標です。
９．Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。MacOS は Apple Inc. の登録商標です。

◆このリファレンスマニュアルについて
●本書は、ASUKABOOK Maker 2.10 においての追加機能、および操作性の変更箇所の解説を含むものです。
●本書は Adobe® Reader® などの PDF ファイル閲覧ソフトでご覧ください。もしくはプリンタで印刷してご覧ください。
●本書での説明において、実際の運用との間に相違点がある場合は、実際の運用方法を優先するものとします。
●本書はパソコンの基本的な操作を行うことできる方を対象に書かれています。特に記載のない操作については、一般的

なパソコンの操作と同様に行ってください。

このマニュアルは、ABM バージョン 2.10 に追加された機能だけを抜粋して解説したものです。これ
以外の操作説明については、別冊子「ABM  バージョン 2.10　リファレンスマニュアル」をご覧くだ
さい。

2016 年 2 月

写真集制作ソフトウェア

バージョン 2.10 により作成されたブックファイル、もしくは再保存されたブックファイルは、ブックファイルの構造が異
なるため、バージョン 2.9 以前では開くことが出来ません。上位互換となりますので、ご注意ください。
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

バージョン2.10 により作成されたブックファイル、もしくは再保存されたブックファイルは、ブックファイルの構造が異なるため、

バージョン2.9以下では開くことができません。上位互換となりますので、ご注意ください。

35-1．オーガナイザー機能にオートレイアウト機能を追加
従来のオーガナイザー機能に、オートレイアウトの要素を取り入れました。

画像割り付け領域の各ページに使用したい画像を割り付ける、レイアウト表示領域には自動的にカット数に応じたレイアウトが

表示されます。

また、レイアウト変更ボタンを押すことにより、すでに登録されているボックス配列の中から選択し直すことができます。

●オートレイアウト機能を OFFにして、従来のオーガナイザー機能（ 各ページへの割り付けのみ）として使用することも可能です。

 

詳しくは、本書の「12.　オーガナイザー（ &オートレイアウト）」12-1 ページをご覧ください。 

オートレイアウト表示領域

画像割り振り領域

サムネイル領域

レイアウト変更ボタン

35.　ABM2  バージョン2.10 で追加された新機能について  
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

35-2．ヘッダーの機能追加（ ボックス内部画像の情報表示と数値操作） 
バージョン2.10より、オブジェクトの位置・大きさなどの情報を表示する「 ヘッダー」に、ボックス内部の画像情報を表示するよ

うに改良しました。「 ヘッダー」には「 ボックス情報 」と、「 内部画像情報 」が独立して表示されます。

また、情報の表示欄には数値を直接入力することができるため、画像の位置調整などのトリミング操作がより細かく調整でき

るようになりました。

 

詳しくは、本書の「4-4.　画像を移動する」4-8 ページをご覧ください。 

 

35-3．ボックス絞り込み機能を改善
「 ボックス 」タブでの「 ボックス絞り込み」機能を改善しました。

ABM2.7までに搭載されていた「 ボックス自動絞り込み」機能と、

ABM2.9に搭載されていた「 手動絞り込み」機能の両方を搭載しまし

た。

環境設定の「 動作」の中にある「 選した画像からボックスを絞り込む」

の「 ON」／「 OFF」により、切り替えて使用できます。

 

詳しくは、本書の「3-2.　メインメニューの解説 」、「3-2-1.　環境

設定 」、「 ④ 環境設定／動作」3-5 ページをご覧ください。 
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

35-4．確認用 JPEG出力のサイズを変更
確認用 JPEGの出力サイズを2 種類用意しました。

●サイズ大　は、元のサイズの　80%
サイズ小　は、元のサイズの　30%
になるように出力します。

 

詳しくは、本書の「6-8.　エクスポート／確認用

JPEGを出力」6-9 ページをご覧ください。 

35-5．「 画像表示ウインドウ」のソート機能に使用・未使用の項目を追加
「 画像表示ウインドウ」のソート機能（ ファイルの並び順 ）に、

「 使用済み」／「 未使用」の状態を一目で判別できる項目を

追加しました。

 

詳しくは、本書の「5-4.　ソートの種類 」5-4 ページをご

覧ください。 

35-6．全ページで使用している写真画像の使用カット数表示を追加
編集パレットの右下に、全ページで使用している画像の使用カット数を表示するようにしました。

●「 イラスト画像 」指定を施した写真画像、および「 イラスト」タブからドロッ
プしてレイアウトした画像は、使用カット数に含まれません。

●1つの素材画像を2回使用している場合は、使用カット数は2カットと換
算します。

 

イラスト画像の指定については、本書の「20-5.　イラスト画像 」20-2 ページをご覧ください。 

全ページで使用してい使用カット数
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

35-7．ガイドライン保存機能
編集パレット上で使用したガイドラインを保存し、他のブックやページで呼び出して使用出来る機能を設けました。

 

詳しくは、本書の「13.　ガイドラインタブ」13-1 ページをご覧ください。 

35-8．ボックスの追加
バージョン2.10では、ボックスを合計1,500 個以上を追加しました。

ブックサイズが正方形、縦長、横長のそれぞれに対応するものばかりではなく、今までは数が少なかった表紙用のボックスも
追加しました。また、オンデマウントの3面用も用意しました。

バージョン2.10で追加されたボックスだけを確認する場合は、ボックスタブのカテゴリーの中から 「 V210」 をクリックしてくだ
さい。

３5-９．旧レイフラット仕様の生産終了に伴う処置
商品名に「 レイフラット仕様 」という名称が付く商品は、2014 年5月26日をもって生産を終了しています。

このため、過去に「 レイフラット仕様 」として作成された ABM2のブックファイルをABM2.10で開くと下図の警告が表示されるよ

うにしました。この場合には「 OK」をクリックし、現行商品にブック変換を行ってください。

「 レイフラット仕様 」に最も近い現行商品は、同じサイズ、同じページ数の「 ZENレイフラット」になります。 

現行商品へのブック変換の手順
旧レイフラット仕様のブックファイルを開く

右図の警告が表示されますので、「 OK」をクリックしてください。
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

 

ブックタイプ変換機能が働き、右図のダイアログが表示され

ます。

ブックタイプを選択する
変換する商品を選択します。

●ABM2のブックタイプ変換機能はいろいろな商品タイプに変
換することが出来ますが、「 旧・レイフラット仕様 」に最も近
い現行商品は、「 ZENレイフラット」と名称が付くものです。

 

この例では「 旧・レイフラット仕様 」のデータは、「 ART EX　
レイフラット仕様（ スライドアップケース付き）、A3Q、20 ペー
ジ、ラミネート（ 光沢 ）」でした。これに最も近い現行商品
は「 ZENレイフラット　ART EX（ スライドアップケース付き）、
A3Q、20 ページ、ラミネート（ 光沢 ）」ですので、これを選択
しています。

「はい」をクリック
右図のメッセージが表示されますので「 はい」をクリックしてく

ださい。

｢OK｣ をクリック
変換が終了すると右図のメッセージが表示されますので「 OK 」

をクリックしてください。

 

ブックタイプの変換についての詳細は、「23.　ブックタイプ

の変更 」23-1 ページをご覧ください。 
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

35-10．ファイル表示ダイアログの変更
「 画像表示ウインドウ」、「 オーガナイザー」、および「 オートレ

イアウト」などにて、画像ファイルを開く時のダイアログ表示

を変更しました。

 

●この変更は、長いファイル名の表示と、最終更新日時を表
示させるためのものです。

35-11．各タブのサムネイル拡大率の変更
「 画像表示ウインドウ」などの各種タブのサムネイル拡大率を大きくしました。

ファイル表示ダイアログの旧表示
ABM2.9

ファイル表示ダイアログの新表示
ABM2.10

ABM2.9 のサムネイル最大拡大 ABM2.10 のサムネイル最大拡大
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第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

35-12．オブジェクトをグループ化した際の拡大・縮小時のズレを修正
複数のオブジェクト（ 画像、図形、文字 ）をグループ化してから拡大縮小を行うと、オブジェクトがボックスに対して位置ずれを

起こす現象を修正しました。

3 個のオブジェクトをグループ化
ABM2.9 でのグループ化拡大

ABM2.10 でのグループ化拡大

ASUKABOOK Maker2　バージョン 2.10 　追加機能抜粋マニュアル



35-8

35
バ
ー
ジ
ョ
ン2.10

で
の
追
加
機
能

第 35 章　バージョン 2.10 で追加された新機能について

制作：株式会社 アスカネット

サポートに関するお問い合わせは、フリーダイヤル、Eメールにて受付致しております。
下記よりお気軽にお問い合わせください。

■ASUKABOOK Maker2に関するお問い合わせ電話番号

0120-520-410（フリーダイヤル）

電話の受付時間：10:00 - 18:00　 月曜日 ～ 金曜日

（ 土・日曜日、祝祭日・夏季休暇・年末年始は除きます）

■ASUKABOOK Maker2に関するお問い合わせメールアドレス

info@asukabook.jp

メールの受付時間：

随時、お受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
また、弊社よりご連絡を差し上げるまでに、多少お時間を頂戴することがございます。

※ 当社はプライバシーポリシーに基づき、個人情報を管理しております。
上記よりお伝えいただいた情報は、お問い合せの回答のみに利用し、他の利用は行いません。

〒 107-0062　東京都港区南青山 2-2-3　南青山 M-SQUARE 5F
株式会社アスカネット　東京支社
ショールーム営業時間 ◆ 10:00 ～ 17:00　月～金曜日

（土・日曜日、祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇を除きます）
ホームページ ◆ http://asukabook.jp　E-mail ◆ info@asukabook.jp

問い合わせ
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