
PDF2.0に対応し、PDFの技術仕様ISO32000-2に
準拠したPDFの表示・編集が可能です。

PDF2.0対応─ISO32000-2への準拠

FormDesigner フォーム作成画面

高速・高圧縮・高セキュアなＰＤＦ作成・編集・加工・閲覧

Windows® 10 対応

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！

Professional フォーム⼊⼒画面

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

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。

Microsoft Office 2019 対応

「地方公共団体における組織認証基盤（LGPKI）
から発⾏された職責証明書」を使⽤し、署名を追
加することができます。

第四次LGPKIに対応

アンケートや申込書などといった⼊⼒可能なPDF
フォームを直感的に作成できます。

PDFフォーム作成ツール搭載

【 FormDesigner （PDFフォーム作成ツール）】

NEW

NEW

NEW

NEW

⼊⼒可能フォームに
変換

ツールボックス



地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）対応
地方公共団体の電⼦署名付「地方公共団体発⾏PDF」を、LGPKI認証局の自己署名
証明書をダウンロードすることで真正性を検証できる機能を実装しています。新た
に第四次LGPKIの署名および検証に対応しました。

注釈、フォーム印刷
指定機能
文書／注釈／フォームのうち、
どれを印刷対象とするか設定
できます。[詳細設定]で詳細
に注釈／フォームの印刷対象
を選択できます。

NEW

印刷プレビュー機能
PDFファイルを紙印刷前にプレビュー
画面を表示することで、印刷内容の確
認ができます。

NEW

サムネイルイメージの埋め込み ※Professional のみ
サムネイルイメージの自動生成や、既存のイメージファイルから埋め込みファイル
の追加と同時にサムネイルイメージを埋め込むことができます。
ファイルに埋め込まれたサムネイルイメージは、ナビゲーター上でツリー表示、サ
ムネイル表示の切り替えもできます。

PDFファイルのバージョン指定保存 ※Professional のみ
表示中のPDFバージョンより大きいバージョン（PDF1.4〜1.7、2.0）に変更する
ことができます。

NEW

NEW

検証 閲覧 付与
○ ○ ○
○ ○ －

定型スタンプ・印鑑・イメージ（画像）注釈 ※Professional のみ
定型スタンプ・印鑑・イメージ(画像)をスタンプ注釈として付けることができます。
新元号の表示に対応しました。

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

政府認証基盤（GPKI）対応
政府機関の電⼦署名付「政府発⾏PDF」を、GPKI認証局の自己署名証明書をダウン
ロードすることで真正性を検証できる機能を実装しています。

【印刷プレビュー】

【プレビュー表示】

【印刷対象】

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 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
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テキスト直接編集 ※Professional のみ
PDF内のテキストを直接編集することができます。
PDF文書の誤記訂正など⼀部簡易正ツールとして便利です。

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。

▼ GPKI、LGPKI 電⼦署名

PDFの世代表示
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。

NEW

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」︓PDFをOfficeファイルやテキストファイルに逆変換

墨消し ※Professional のみ
墨消しは、特定の文字や文字列をPDF内から完全に削除します。
墨消し箇所は指定した色で塗りつぶされます。
※ 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。

PDF文書情報の設定 ※Professional のみ
PDFの文書情報（タイトル、作成者、サブタイトル、キーワード）を設定すること
ができます。キーワードを設定することにより、検索でヒットします。

PDFチェッカー
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

公開鍵暗号方式 (PKI) ※Professional のみ
公開鍵暗号基盤（PKI）を利⽤し、セキュリティー設定を⾏うことができます。

時限セキュリティ ※Professional のみ
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。

PDF の世代を
遡って表示

世代前の差分

・Microsoft、Windows、Office 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（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。

【動作環境／対応アプリケーション】

OS

Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 [ 32bit / 64bit ］ ※ 仮想環境でも使⽤可
日本語 / 英語 / 中国語（繁体字・簡体字）
※ 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。

CPU 1GHz 以上 ※ 利⽤する OS の推奨以上

メモリ 32bit OS の場合︓1GB / 64bit OS の場合︓2GB 以上 ※ 利⽤する OS の推奨以上

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 Edgeには未対応

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
[Justsystem : ⼀太郎] 2017 / 2018 / 2019
※ 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、Windows ストア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

【ユーティリティ対応フォーマット】

PDF作成 SkyPDF Pro Driver

PDF表示／編集 SkyPDF Professional Viewer（編集機能付き）

ユーティリティ SkyPDF Utility

PDFフォーム作成 FormDesigner

【製品構成】

株式会社シヤチハタの「パソコン決裁７」

【対応電⼦印鑑】

Power up


