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 UT400-iPDC Ver.7 の標準機能に、iSeries Site主要帳票のオー

バーレイが付属しています！ 

 オーバーレイは新規でデザインできるのはもちろん、プリントファイル
(PRTF)のDDSやAPW定義からインポートする事も可能なため、      
iSeries Site帳票プログラムをカスタマイズ（レイアウト変更）されて
いるお客様にも安心してお使い頂けます！ 

iSeries Siteの帳票をグラフィカルなPDFファイルに変換！ 

UT/400-iPDC for iSeries Site の概要 

IBM Power System “IBM i” (System i, i5, iSeries, AS/400) 

SCS 
スプール 

SNA Character String 

PDF作成 

Adobe Acrobat準拠 PDF 
IFSフォルダ 

DDS 

PRTF 
罫線属性 

データ抽出 

APW 

Advanced 
Printer Writer 

インポート 

専用GUI 画面（PC) 

・マルチオーバーレイ 
・固定画像、動的画像組込み 
・文字列挿入、罫線、網掛け、カラー 
・各種バーコード、2次元バーコードQR 
・B6～A3用紙、スプールサイズ対応 
・暗号化セキュリティー機能 
・しおり設定  etc 

オーバーレイ作成・修正 オーバーレイ 
情報 

※iSeries Site主要帳票の 
オーバーレイは初期登録済 
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UT/400-iPDC for iSeries Site の特長 
IBM i (System i・i5・iSeries・AS/400)内でグラフィカルなPDFを作成 

    ■ UT/400-iPDC Ver.7（最新版）の標準機能に、iSeries Site主要帳票（初期 

   導入時レイアウト）のオーバーレイが付属！ 

     → お手軽に既存帳票を罫線付きでPDFファイル化することが可能です。 

  ■ 全ての処理がIBM i 内部で実行！IBM i で一元管理！ 

    → 外部に専用PCサーバーなどは不要！システムの安定性を確保！ 

       “サーバーの増殖・拡散”を抑えシステムの複雑化を防ぎます。 

    ■ 当ツールのみでPDFを作成することが可能！ 

    ■ 既存アプリケーションの修正、既存帳票の再設計が不要！ 

     → iSeries Siteの帳票をカスタマイズされているお客様も安心です。 

     ■  ＧＵＩ 操作により簡単に帳票デザイン作成・メンテナンスが可能！ 

    ■ 複雑な作り込みや設定は不要！ 
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iSeries Siteの帳票が導入後スグにグラフィカルなPDFファイルに大変身！ 

UT/400-iPDC for iSeries Site サンプルデザイン 

PDF 
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専用プリンタの複写伝票からカット紙へ！専用ラベル機からオープン系プリンタへ！ 

※一部オプション対応 

UT/400-iPDC for iSeries Site サンプルデザイン 

PDF 

フルカラー、画像 
各種バーコード 

2次元コード ＱＲコード 
郵政カスタマバーコード 

OCR-B 
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iSeries Site以外のシステムから出力される帳票も勿論PDFファイル化可能！ 

※一部オプション対応 

UT/400-iPDC for iSeries Site サンプルデザイン 

PDF 
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UT/400-iPDC for iSeries Site オプション 
■ 

 → 作成されたPDFファイルを、外部サーバー等へ自動転送 
 
 
 
 

■  
 → 作成されたPDFファイルをWindows環境経由で自動印刷 
 → メーカー問わず様々なプリンタ/複合機へ出力可能 
 
 
 
 

■ 

 → 作成されたPDFファイルをIBM iからプリンター・複合機へダイレクトに出力 
 → PCサーバーやプリンターセッション等の中継サーバーが不要 
 → 両面印刷、トレイ指定、ICカード認証機能等をIBM iより指定可能 
 → 専用プリンタではないため、 Windows共有プリンタとしても利用可能 
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PDF 

外部サーバー等 IBM i 

IBM i Windows環境 各種プリンター 

PDF 自動 
印刷 

IBM i 

FUJI XEROX 
KONICA MINOLTA 
プリンター 

PDF 

http://www.fujixerox.co.jp/


UT/400-iPDC for iSeries Site オプション 
■ 

 → 作成されたPDFファイルをWebブラウザ経由で表示・配信・印刷 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 

 → 作成要求したクライアントPC上でPDFファイルを自動表示 
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IBM i 
(IFSフォルダー) 

各種プリンター 

PDF 

5250クライアント 
IBM i 

(IFSフォルダー) PDF 

【諸条件】 
・端末が特定可能であるか、全クライアントで共通化が可能な事 
・NETSERVERが始動している事（ネットワークドライブ割当の為） 
・要求から表示まで全てオンライン処理で実施する事 

帳票作成要求 

クライアント画面に 
自動表示 

【クライアントＰＣ側の設定】 
・ＩＦＳフォルダーのネットワークドライブ割り当て 
・ＰＤＦ起動用バッチファイルの準備 



■ 

 → 作成されたPDFファイルを添付して自動メール送信 
 → UT/400以外で作成されたファイル等(IFS内)もメール送信可能 
 
 
 
 

■ 

 → コクヨが提供するインターネットSaaS/ＡＳＰサービス「@TOVAS」と連携 
 → FAX送信とファイル送信(メール)の両方をサポート 
 → インターネットFAXだから送信料金は全国一律  
 → FAXサーバー、FAX専用回線、周辺機器等は不要、IBM iから一元管理 
 
 
 
 
 
 

■ 

 → オークシステム社製「OAC FaxMagic/400」と連携 
 → 作成したPDFファイルをOAC FaxMagic/400がFAX送信・管理 

UT/400-iPDC for iSeries Site オプション 
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@TOVAS連携モジュール 

IBM i 

スプール 

帳票データ 

ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ 

インターネット 

PDF 

IBM i 

インターネット 
イントラネット 

PDF PDF 

http://www.oac.co.jp/


UT/400-iPDC for iSeries Site オプション 
■ 

 → JFEシステムズが提供する電子帳票システム「File Volante」と連携 
 → 高度なセキュリティ・高い信頼性・機能・安定性、高速検索・圧縮管理 
 → 業務フローの簡素化や業務効率の向上を実現 
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IBM i 
スプール 自動転送 

Windows Server 

ファイル転送 
オプション 

PDF 

File Volante 
帳票DB 

長期保管／高速検索 
アクセス／ログ管理 
セキュリティ強化 
リアルタイム処理 

社内クライアントPC 



 
  ホスト側： 
        OS： i/OS (i5/OS ・OS/400) V5.3以降 (V5.4 以降推奨) 
          
                ※ OS標準提供のユーティリティソフトで稼動するため別途有償のOSライセンスは不要です。 
 
                       ※ 稼動環境に、IBM WebSphere Application Serverなど別途Webサービスを導入・起動する 
               必要がなく、i/OS(i5/OS・OS/400)上でネイティブに稼動するためシステム負荷が最小です。 
 
                     実行環境言語： 日本語・英語(2次言語 or 1次言語に日本語環境が前提)  
              
             CPW：1500以上推奨  メモリ：2GB以上推奨 
                 ※帳票量によりこれ以下でも運用は可能です。 
 

    クライアント側：   ( 日本語・英語環境 ）  ※UT/400コンソールソフト(開発用)は日本語環境 

             OS： Microsoft Windows XP Professional  
           Microsoft Windows 2000 Professional  
                   Microsoft Windows 7 
 
 

UT/400-iPDC for iSeries Site 動作環境 
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UT/400-iPDC for iSeries Site 
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 UT/400-iPDC ベース 

  機械グループ：P05 ¥990,000 ～ 
 
 ※補足 価格は導入ホストの機械グループにより異なります。 
  ベース価格に各種オプション価格は含まれておりません。 
  詳細な価格・保守サービス等につきましてはお問い合わせください。 

 

   〒108-0014 

   東京都港区芝５－１－１３ 三ツ輪三田ビル９Ｆ 
    Tel: 03-5765-2501 
    Fax: 03-5765-2506 
    E-Mail: info@istechnoport.co.jp 
    URL: http://www.istechnoport.co.jp/ 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

