Windows ® 10 対応

高速・高圧縮・高セキュアなＰＤＦ作成・編集・加工・閲覧
高速性と高圧縮性、動作の安定性に加え、改ざん防止や暗号化機能による安全性に優れ、企業や官公庁の厳しい選定基準を
クリアした信頼性の高いPDFソフトウェアです。
「SkyPDF Standard 7」はPDF作成と簡単な編集機能を搭載し、上位版となる「SkyPDF Professional 7」ではさらに
ファイル埋め込みや注釈の付加、電⼦署名などの高度な編集・加工にも対応しています。

もっとPDF─用途が広がる新しい機能を追加しました！
NEW

新ドライバーSkyPDF® V4 Driver搭載
印刷品質の均一化等を目的として、UWPアプリや様々なアプリケーションに最適化した新しいPDFドライバーです。

PDF2.0対応―ISO32000-2への準拠
新開発の「SkyPDF V4 Driver」を搭載し、PDF2.0形式のPDF作成に対応しました。

Microsoft® Office 2019 対応
対応アプリケーションにMicrosoft Office 2019を追加し、高品質のPDFファイルを作成できます。

FormDesigner （PDFフォーム作成ツール

）

※Professional のみ

「FormDesigner（フォームデザイナー）」は、既存のPDFにフォームフィールドを追加するツールです。
PDF上にテキストボックスやラジオボタンなどのフィールドを追加するフォーム生成機能を搭載しており、アンケ
ートや申込書などといった⼊⼒可能なPDF帳票を直感的に作成できます。
FormDesigner フォーム作成画面

ツールボックス

オプション
テキストボックスの
⼊⼒内容に関する
プロパティです。

コントロールツリー
フィールド名が
表示されます

Professional フォーム⼊⼒画面

⼊⼒可能な
PDFフォームを
作成できます。

ビジネスシーンでのPDF利活用を想定した、セキュアな仕様と利便性の高い機能を実装
SkyPDF® V4 Driver

NEW

本ドライバーは、印刷品質の均一化等を目的として最新OS Windows 10に対応した、Microsoftのプリンタードライバーアーキテクチャーバージョン4に基づく新し
いドライバーです。Microsoft EdgeなどのユニバーサルWindowsプラットフォーム（UWP）アプリや様々なアプリケーションに最適化し、PDFの技術仕様
ISO32000-2に準拠するPDFを作成します。

ビューワプレファレンス

PDFをビューアーで表示する時や印刷する時の初期設定をPDFに埋め込みます。

準拠するPDF規格

PDFの⻑期保存を目的とした電子文書規格のPDF/A-2bとPDF/A-3bに変換できます。

セキュリティーの強化

より強⼒な暗号化レベル256bitAESに対応し、セキュリティーの種類をパスワード・PKI（電子
証明書を使ってPDFを暗号化）から選択できます。

PDFバージョン

PDF1.3〜1.7、2.0を指定し、出⼒できます。準拠する規格ごとに設定できるPDFバージョンや
機能に差があります。

その他 主な機能
政府認証基盤（GPKI）／
地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）対応

Power up

GPKI官職証明書とLGPKI職責証明書による署名と検証ができます。新たに第四次LGPKI
の署名および検証に対応しました。

▼ GPKI、LGPKI 電⼦署名
検証

閲覧

付与

○

○

○

○

○

－

PDFがISO32000-1の規格に準拠しているかどうか、チェックできます。
PDFがオープンできない場合など、エラーの原因を確認することができます。
※ISO32000-2 には未対応です

表示中のPDFに対し、ページの挿⼊・抽出・削除・順序⼊れ替えや、⽩紙を挿⼊
することができ、PDFを自由自在に加工することが可能です。

ページ番号付与

PDFにページ番号を付与できます。接頭辞または接尾辞を付けて、カスタマイズ
することも可能です。
墨消しは、特定の文字や文字列をPDF内から完全に削除し、指定した色で塗りつ
ぶします。※ 一度適用した墨消しは、ファイルを保存すると元に戻すことはできません。

時限セキュリティ

PDFに対し閲覧回数・閲覧期限を設ける独自のセキュリティです。
設定した閲覧回数・閲覧期限を超えると、PDFは強制的に削除されます。

カラー・⽩⿊（グレースケール）PDF出⼒

PDFファイル作成時にカラーもしくは、⽩⿊（グレースケール）を選択することが
できます。

現在開いているPDFの世代を
遡り、表示の変遷や差分を確
認することができます。

文書の編集

墨消し

PDF構文用のPDFチェッカー

PDFの世代表示

Professional のみ対応機能

※時限セキュリティ付きのPDFファイルは、SkyPDF Viewer/Standard/Professionalと
弊社製時限セキュリティ表示ソフトでのみ閲覧が可能です。
※Internet Explorerでは表示できません。

テキスト直接編集

PDF の世代を
遡って表示

PDF内のテキストを直接編集することができます。

文書情報の編集

表示中PDFファイルのプロパティ（タイトル / 作成者 / サブタイトル / キーワー
ド）を編集することができます。

世代前の差分

プラグイン

必要に応じて下記のオプション機能をプラグインでご用意しています。
- 「RMS Client License」︓IRM権限が付与されたPDFの閲覧・編集・加工
- 「SkyPDF Converter 7」︓PDFをOfficeファイルやテキストファイルに逆変換

署名機能のPAdES対応

PDFファイルへの⻑期署名（PAdES）付与を⾏えます。
上記以外に、多数の編集・閲覧機能を搭載しています。

【動作環境／対応アプリケーション】
OS

【製品構成】

Microsoft Windows 8.1 / 10 [ 32bit / 64bit ］
日本語 / 英語 / 中国語（繁体字・簡体字）

※ 仮想環境でも使用可

SkyPDF Pro Driver / SkyPDF V4 Driver

PDF作成

※SkyPDF V4 DriverのみPDF2.0対応

※ Windows 10では、OSと異なる⾔語（日 / 英 / 中(繁・簡)）で本製品を使用する場合、表示したい⾔語の⾔語
パックをインストールする必要があります。
※ SkyPDF V4 Driverは、Windows 10のみ

PDF表示／編集
（PDF2.0対応）

SkyPDF Standard Viewer（簡単な編集）
SkyPDF Professional Viewer（高度な編集）

CPU

1GHz 以上

ユーティリティ

SkyPDF Utility

メモリ

32bit OSの場合︓1GB / 64bit OSの場合︓2GB 以上

PDFフォーム作成

FormDesigner ※ Professionalのみ

HDD必要容量

200MB 以上 ※ PDF 変換時は元ドキュメントのファイルサイズの３倍以上の空きが必要

ブラウザー

Microsoft Internet Explorer 11（利用するOSの推奨に基づく）

Microsoft .NET

Microsoft .NET Framework 4.5.2以上

対応
アプリケーション

[Microsoft Office : Word / Excel / PowerPoint] 2010 / 2013 / 2016 / 2019
[Microsoft Office 365 : Word / Excel / PowerPoint / Visio]
[Microsoft Office Visio] 2010 / 2013 / 2016 / 2019
[Microsoft Internet Explorer] 11
[Microsoft Edge] ※ SkyPDF V4 Driverのみ対応
[Justsystem : 一太郎] 2018 / 2019

※ 利用するOSの推奨以上
※ 利用するOSの推奨以上

【ユーティリティ対応フォーマット】

※ 上記以外でも、印刷機能のあるアプリケーションであれば PDFファイルを作成することができます。
ただし、当社では未確認のため動作は保証しません。元ドキュメントの内容やアプリケーションの種類によっては、
正常に PDF ファイルを生成できない場合があります。
※ SkyPDF Pro Driverは、UWPアプリには非対応です。動作は保証していません。

文書
ファイル

[Office] .doc / .docx / .xls / .xlsx / .ppt / .pptx / .vsd
[一太郎] .jtd
[テキストファイル] 拡張子は別途設定可

画像
ファイル

.jpg / .jpeg / .jpe / .jp2 / .jfif / .bmp / .dib / .gif
.png / .tiff / .tif

【対応電⼦印鑑】
株式会社シヤチハタの「パソコン決裁７」

・Microsoft、Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge、Word、Excel、PowerPoint、Office 365、Visio 等は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
・その他本カタログに記載されている会社名、ブランド名および商品名は、すべて各所有者の商標または登録商標です。
本カタログの記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。

開発

製品情報はこちら

www.skycom.jp

【本 社】〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング10F

販売

TEL. 03-5289-0788

【宮崎システム開発センター】〒880-0806 宮崎県宮崎市広島2-10-20 坂下ビル5F

［20-02A］

