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このマニュアルは、ABM バージョン 2.18 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_reference_manual」をご覧ください。
※章番号は、reference マニュアルに対応した章です。
更新

2020 年 03 月 17 日

バージョン 2.18 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 2.17 以前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。
◆このリファレンスマニュアルについて
●本書は、ASUKABOOK Maker 2.18 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。

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。

免責事項
本書記載されている内容は、あくまで参照用として示すものです。また、記載内容は予告なく変更される場
合があります。従って当該情報が株式会社アスカネットの責務として解釈されるわけではないことをご了承
ください。株式会社アスカネットは、本マニュアルにおけるいかなる誤謬、また不正確な記述に対してもな
んら責任、補償を負うものではありません。
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●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。

ASUKABOOK Maker2

バージョン 2.18

追加機能抜粋マニュアル

目次
章番号は、reference マニュアルに対応する章です。

28. ABM2 バージョン 2.18 で追加された新機能について������������������

3

ASUKABOOOK Maker2 バージョン 2.18 で追加された機能�������������������� 3
2-18-1.

写真セレクトシステム ｢eraview｣ ( エラビュー ) との連携強化・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2-18-2.

起動時間を短縮しました (Windows 版 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2-18-3.

商品情報表示の改善 (Windows 版 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2.18-4.

Apple 社の認証アプリケーションに対応しました (macOS 版 Ver.2.28.1.3)・ ・・・・・・・・・・ 3

2.18-5.

最大化表示をもとの表示にできるように改善しました (macOS 版 )・ ・・・・・・・・・・・・・ 3

2.18-6.

内部画像を回転させたときの画質改善 (macOS 版 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.18-7.

フォント表示の改善 (macOS 版 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.18-8.

ブック変換の動作時間の改善 (macOS 版 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

お問い合わせ�����������������������������������������

追加された機能

28

第 28 章

各バージョンで追加された新機能について

2

5

ASUKABOOK Maker2

28.

バージョン 2.18

追加機能抜粋マニュアル

ABM2 バージョン 2.18 で追加された新機能について

ASUKABOOOK Maker2 バージョン 2.18 で追加された機能

バージョン 2.18 は、2020 年 3 月 17 日にリリースいたしました。主な新機能及び改善は下記の通りです。
※このマニュアルの章番号は、リファレンスマニュアルに準じています。

最新バージョン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、
それより古いバージョン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。

2-18-1.

写真セレクトシステム ｢eraview｣ ( エラビュー ) との連携強化

写真セレクトシステム ｢eraview｣ ( エラビュー ) で設定した商品名とサイズ情報が連携されるようになりました。
eraview から ABM2 に連携した際に商品名が反映されています。サイズを選択
するとページ数も反映されます。
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2-18-2.

起動時間を短縮しました (Windows 版 )

Windows 版において起動に時間がかかる場合がありましたが、改善しました。

2-18-3.

商品情報表示の改善 (Windows 版 )

Windows 版において、商品の情報表示を分割して表示していましたが、まとめて表示するように変更しました。

2.18-4.

Apple 社の認証アプリケーションに対応しました (macOS 版 Ver.2.28.1.3)

macOS 版 Ver.2.18.1.3 において、Apple 社公認アプリケーションの対応を行いました。警告無しにインストールができるように
なりました。
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最大化表示をもとの表示にできるように改善しました (macOS 版 )

macOS 版において、編集パレットの最大化ボタンを押したあとに元の表示サイズに戻せるように改善しました。

2.18-6.

内部画像を回転させたときの画質改善 (macOS 版 )

・macOS 版において、内部画像を回転させたときの描画精度を以前より向上させました。

2.18-7.

フォント表示の改善 (macOS 版 )

macOS 版において、文字入力時に Bold、Italic が選択できるフォントのみ選択・変更ができるように改善しました。

2.18-8.

ブック変換の動作時間の改善 (macOS 版 )

macOS 版において、｢ブックタイプの変更｣ 時の動作に時間がかかる場合がありましたが改善しました。
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お問い合わせ
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。

※ 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

株式会社アスカネット

南青山 M-SQUARE 5F

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
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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。

