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テクニカル　サポート
Disketchディスクラベル作成ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡
する前に、該当するトピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つか
らない場合は、www.nchsoftware.com/cdlabeler/jp/support.html 
にて、最新のDisketchディスクラベル作成ソフト

オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
Disketchディスクラベル作成ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへ
の提案がございましたら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。
当社のソフトウェアプロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われてい
ます。お客様の提案が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nchsoftware.com/cdlabeler/jp/support.html
www.nch.com.au
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はじめに
Disketchディスクラベル作成ソフトをインストールいただきありがとうございます。
Disketchを使うとCDやDVD、ブルーレイなどのディスクを自在にデザインし、プロ
仕様のディスクやジャケットを作成することができます。ディスクの整理に役立てた
り、自分だけのオリジナルデザインのディスクを作ってプレゼントしたり、様々な用
途にお使いいただけます。Disketchを使えばCDやDVD、ブルーレイディスクへの画
像や文字の挿入も簡単。あっという間にオリジナルのラベルやジャケットを作ること
ができます。 
主な機能 

● CDやDVD、ブルーレイディスクのラベルを作成
● お好きな写真をインポートして、自分だけのオリジナルディスクやジャケット

を作成
● 市販のディスク用ステッカーに印刷、または印刷可能ディスクに直接印刷

*詳しくは「ディスクへの直接印刷」のページをご覧ください 
● ドラッグアンドドロップ機能でデザインの編集も簡単　-　画像や文字を自在に

移動してプロ仕様のデザインを作成
● 文字の配置やサイズ、フォーマットの変換もらくらく
● ディスクドライブに挿入した音声CDから直接曲名などの情報をインポート
● ディスクの背景を変更
● 各ページの印刷位置を手動で調整
● プログラムのクラッシュなどによりラベルのデザインを中断した場合、自動的

にデザインを復元します
動作環境 
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Mac OS X 10.4以降またはIntelベースのMacコンピュータ
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基本的な使い方
Disketchを初めて実行すると、「ようこそ」画面が表示され、次に行う作業を以下か
ら選ぶことができます： 

● 新規プロジェクトを作成する
● 既存のプロジェクトファイルを開く
● 「使い方」ガイドを読む
「新規プロジェクトを作成する」を選択すると、ラベルレイアウトを選択ダイアロ

グが開き、 作成するプロジェクトを選択することができます。 
プロジェクトの種類を選択すると 、メイン画面が表示され、 
ここでデザインの調整の殆どを行うことができます。 
万が一プログラムのクラッシュなどによりデザインを中断した場合でもデザインを復
元できるよう、作業は全て自動保存されます。 
プログラムが中断された場合はDisketchを再起動するだけで、それまで行っていた作
業が復元されます。 
自動保存されたプロジェクトは、作業を続ける前に必ず作業用ディレクトリに保存を
行ってください。 
メモ：編集中のプロジェクトは万が一の事態に備え1分ごとに自動保存され復元が可
能です。 
ラベルのデザインが完成後は、メイン画面のツールバーで「印刷」ボタンをクリック
すると 、印刷プレビューダイアログが表示されます。 
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メイン画面
ツールバー 

メイン画面のツールバーには作業中によく使う機能のボタンが並んでいます。 
ツールバーにはまた、以下のタブがあります： 

「ファイル」タブ 
ファイルの読み込みや保存、作業中のプロジェクトの終了など、殆どのオプショ
ンがここにあります。また、新規ラベルレイアウトの選択や、印刷、最近使った
ファイルの一覧などもこのタブで選択することができます。詳しくは
メニュー項目をご覧下さい。 
「ホーム」タブ 
新規、開く、保存などのボタンの他、以下のようなボタンが表示されます： 

● 文字を追加
● 画像を追加
● クリップアートをレイヤー挿入
● 額縁をレイヤー挿入
● CD情報をコピー*詳しくは「音声CDの詳細」のページをご覧ください 
● 印刷プレビューを開く 
● オプションを開く 
「編集」タブ 

レイヤーやクリップボードなどで使う以下のようなボタンが表示されます： 
● 元に戻す、やり直す
● 切り取る、コピー、貼り付け
● 削除
テンプレートのレイアウト 

テンプレートのレイアウトは画面左側のツールバーの下に表示され、プロジェクトに
使うことができるテンプレートごとのタブがあります。 
同一のテンプレートタイプには同じデザインを使うボックスにチェックを入れると、
同じ種類のテンプレートには同じデザインを使うよう設定することができます（詳し
くはラベルレイアウトのプロパティのページをご覧ください）。ここにチェックが入
っていない場合は、それぞれのテンプレートに別々のデザインを使うことができます
。 
プロジェクト画面 
テンプレートのレイアウトが表示されるメイン画面です。選択されているテンプレー
トのデザインがここに表示されます。 
この画面で、文字と画像の レイヤーがプロジェクトに追加され、サイズや配置の変更
、回転などを行うことができます。 
テンプレートの回転をラベルレイアウトを編集ダイアログで行った場合でも、プロジ
ェクト画面には回転されていない状態で表示されますのでご注意ください。ラベルレ
イアウト編集または印刷プレビューのダイアログを開いた時点で、正しく回転が行わ
れます。 
パネル 
プロジェクト画面の右側に、いくつかのパネルが表示されます。これらの画面にはプ
ロジェクトの各要素のオプションが表示されます： 

● ラベルレイアウトのプロパティパネル。 
● 背景のプロパティパネル。 
● 文字のプロパティパネル。 
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● 画像のプロパティパネル。 
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メニュー項目
メニューはメイン画面には表示されないようデフォルト設定されています。メニュー
を表示するには、ツールバーの左にあるヘルプアイコンの左にある矢印をクリックし
てください。
ファイルメニュー 

開く(Ctrl + O) 
既存のDisketchプロジェクトや画像を読み込みます 
新規(Ctrl + N) 
Creates a new Disketch project 
保存(Ctrl + S) 
Saves your Disketch project 

● プロジェクトに名前を付けて保存(Ctrl + Shift + S) 
Disketchプロジェクトを新規ファイルとして保存します 

● PDFで保存 
選択したテンプレートをPDFファイルに保存 

● 画像ファイルとして保存 
選択したテンプレートを画像ファイルとして保存します 

ラベルレイアウト 
● 選択... 

ラベルレイアウトを選択ダイアログが開きます 
● 編集... (Ctrl + E) 

ラベルレイアウトを編集ダイアログを開きます 
印刷... (Ctrl + P)  

印刷プレビューダイアログを開いてDisketchのプロジェクトを印刷します。 
ソフトウェアを登録 
ソフトウェアの登録画面を開き登録コードを所定の欄に入力します。登録コードは
Disketchの購入時にメールでお渡ししています（購入時にライセンスが届いた場合
は有効かを行い登録コードを入手してください）。 
最近使ったファイル 
最近開いたり保存したりしたDisketchプロジェクトの一覧です 
閉じる(Alt + F4) 
Disketchを閉じます 
編集メニュー 
元に戻す (Ctrl + Z) 
1つ前の作業を元に戻します 
やり直す (Ctrl + Shift + Z) 
元に戻した作業をやり直します 
切り取り (Ctrl + X)  
選択したレイヤーをコピーして削除します 
コピー (Ctrl + C)  
選択したレイヤーをクリップボードにコピーします 
貼り付け (Ctrl + V)  
クリップボードに保存された情報を貼り付けます： 

● Disketchのデータ。 
文字、画像、クリップアートまたは額縁レイヤーと設定情報 

● 文字のデータ。 
貼り付けたテキストを使って新規テキストレイヤーが作成されます 
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● 画像のデータ。 
貼り付けた画像を使って新規画像レイヤーが作成されます 

● クリップアートのデータ。 
貼り付けたクリップアートを使って新規画像レイヤーが作成されます 

● 額縁のデータ。 
貼り付けた額縁を使って新規額縁レイヤーが作成されます 

Ctrl + Delete 
選択したレイヤーを削除します 
レイヤーメニュー 
文字を挿入... 
現在のテンプレートに文字を挿入します 
画像を挿入... 
現在のテンプレートにレイヤー画像を挿入します 
クリップアートを挿入... 
現在のテンプレートにクリップアートをレイヤー挿入します 
額縁を挿入... 
現在のテンプレートに額縁をレイヤー挿入します 
CD情報をコピー... 
CDの情報をラベルに挿入します詳しくは「音声CDの情報」をご覧ください 
左に回転 
選択したものを反時計回りに回転します 
右に回転 
選択したものを時計回りに回転 
前に移動 (Ctrl + Equals)  
選択したものを1レイヤー前に移動します 
後ろに移動 (Ctrl + Minus)  
選択したものを1レイヤー後ろに移動します 
ツールメニュー 
オプション... 
プログラムのオプションを表示する。 詳しくは全般オプション」をご覧ください 
ヘルプメニュー 
各種のヘルプ項目があります 
ヘルプ文書は F1  をキーボードで押すことでも開くことができます 
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キーボードのショートカット
Disketchで最も頻繁に使われるショートカットの一覧は以下の通りです：
● 既存のプロジェクトや画像を読み込みます Ctrl+O
● 新規プロジェクトを作成する Ctrl+N
● このプロジェクトを保存する Ctrl+S
● プロジェクトを新しいファイルとして保存 Ctrl+Shift+S
● ラベルレイアウトを編集 Ctrl+E
● 印刷 Ctrl+P
● 元に戻す Ctrl+Z
● やり直す Ctrl+Y
● 切り取る Ctrl+X
● コピー Ctrl+C
● 貼り付け Ctrl+V
● 削除 削除
● レイヤーを1つ上に移動 Ctrl+イコールキー
● レイヤーを1つ下に移動 Ctrl+マイナスキー
● オプション Ctrl+Shift+O
● ヘルプメニュー F1
● Disketchを終了 Alt + F4
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コマンドライン
DisketchはコマンドラインやNCHのAPIを使って簡単にコントロールすることができ
ます。コマンドラインのフォーマットは以下の通りです： 
disketch [コマンド] [コマンドの_オプション]...  
コマンド： 
-new <label_layout> 
新しいプロジェクトを作成します。正しいラベルレイアウトのオプションは以下の通
り： 
● CD：CDとジャケットを普通紙で印刷
● DVD：DVDとジャケットを普通紙で印刷
● bluray：ブルーレイディスクとジャケットをを普通紙で印刷
● direct2disc:印刷可能なCDやDVD、ブルーレイディスク
--open <project_file>
既存の.deproj/.dexプロジェクトファイルを開きます。パスは二重引用符で囲んでく
ださい (例:-open "パス")。
-custom <label_layout_file>  
既存の.delayoutレイアウトファイルを開きます。 
パスは二重引用符で囲んでください (例:-open "パス")。 
-addtext <text_file>  
文字ファイルの内容から文字レイヤーを作成します。パスは二重引用符で囲んでくだ
さい (例:-open "パス")。 
-addimage <image_file>  
画像ファイルから画像レイヤーを作成します。パスは二重引用符で囲んでください 
(例:-open "パス")。 
メモ： 
● -new、-open、-cusomは一度に1つだけ使うことができます。
● -addtextおよび-addimageのコマンドは複数回数使うことができます。
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NCH ソフトウェア総合パッケージ
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 

10



ソフトウェアライセンス規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。
2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。
3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。
4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。
6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。
9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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オプション - 全般
オプションダイアログではDisketchの各オプションを選択しカスタム化を行うことが
できます。全般タブでは一般的な項目の設定を行うことができます。 
Disketchを起動する際に「ようこそ」ダイアログを表示する 
このボックスにチェックを入れると、Disketchの起動時に毎回「Disketchへようこそ
」ダイアログが表示されます。 
単位 
Disketch内で使われる計測単位を指定します。 
デフォルト用紙サイズ 
ラベルレイアウトが印刷される用紙のデフォルトサイズです。 
用紙余白ガイド 

余白ガイドはラベルレイアウトを編集ダイアログで印刷位置を指定する際に使用さ
れます。 
余白の大きさは選択したデフォルトのページサイズの半分を超えることはできませ
ん。 
余白ガイドの大きさは、縦方向の用紙に合わせてありますのでご注意ください。 
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オプション - 背景
オプションダイアログではDisketchの各オプションを選択しカスタム化を行うことが
できます。背景タブでは背景画像に関する項目の設定を行うことができます。 
背景画像の縦横比を保持 
オプションにチェックを入れると、背景画像のサイズを変更する際に画像の縦横比が
変更されるのを防ぐことができます。縦横比が変わっても問題なく、テンプレートの
サイズに画像のサイズを合わせる場合などは、チェックをはずしてください。画像が
変形するのを防ぎたい場合はチェックを入れてください。 
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コンセプト - 音声CDの詳細
音声CDの詳細  

Disketchはディスクドライブに挿入したディスクの内容を読み込み、自動的に曲目
一覧などの情報をオンラインデータベースから取り込むことができます。 
ラベルにディスクの内容を挿入する場合は、ディスクをCDドライブに挿入してCD
情報をコピーボタンをクリックし、挿入する情報を以下の3つの音声詳細オプショ
ンから選択します： 

● アルバム名 
音声CDのタイトルを取り込みます 

● アーティスト名 
CDのアーティスト名やバンド名を取り込みます 

● トラック一覧 
各曲のトラック番号、曲名、曲の長さを取り込みます 

選択したアイテムが新しい文字レイヤーとしてプロジェクトに追加されます。文
字をクリックすると文字のプロパティパネルが表示され、配置やフォーマットの調
整を行うことができます。 
CDによってはこうした情報がデータベースに無い場合があります。  
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コンセプト - ラベルレイアウト
ラベルレイアウトはメイン画面に表示され、各ページデザインや、各ページに追加し
たテンプレートのタイプなど、印刷されるプロジェクトの詳細が表示されます。ラベ
ルのデザインを編集する際は、ラベルレイアウトを編集ボタンをツールバーまたは画
面右側のバーでクリックします。 
各ラベルレイアウトには最低1つのページとテンプレートが必要です。 
ページ 
ページは縦または横のいずれかの設定が選べます。 
初期設定の用紙サイズはオプションで変更することができます。現在のプロジェクト
に使用する用紙のサイズはラベルレイアウトのプロパティパネル（
ラベルレイアウトを編集画面内）で変更することができます。ラベルレイアウト編集
ダイアログではまた、ラベルの印刷を行う市販のラベル用紙を選択することができま
す。ラベル用紙ボタンをクリックし、一覧から希望の用紙を選択します。 
印刷の際は印刷プレビューダイアログで用紙サイズを選択することができます。ラベ
ルレイアウト用に選択した用紙サイズと印刷用に選択したサイズが異なると、正しく
印刷されない場合がありますのでご注意ください。 
テンプレート 
テンプレートは、作成中のプロジェクト用に指定された特定のサイズや形のことを言
います。文字や画像の レイヤーをメイン画面で追加できる他、ディスクラベルの背景
の選択なども行うことができます。詳しくは以下をご覧ください：背景のプロパティ 
ラベルレイアウトの編集機能を使い、必要に応じてテンプレートの配置変換や回転を
行うことができます。 ディスクテンプレートの印刷領域は印刷可能領域を変更 
ダイアログで変更することができます。 
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コンセプト - レイヤー
レイヤーとはプロジェクトのテンプレート上に乗せる画像や文字のことを言います。
レイヤーは配置やサイズの変更および回転が可能です。 
プロジェクト画面内で右クリックすると、レイヤーの各種オプションが表示されます
。 
右クリックで表示されるオプションは、編集メニューと同じく、「切り取り」、「コ
ピー」、「貼り付け」、「削除」の4つです。詳しくはメニュー項目のページをご覧
ください。 
文字レイヤー 

文字の各レイヤーには文字列を入力することができます。 
ラベルに文字を挿入するには、「文字を追加」ボタンを
メイン画面のツールバーでクリックしますです。 
[文字]と黒字で書かれたレイヤーがテンプレート上に表示されます。 
文字レイヤーが編集可能になっていない場合は、文字をクリックします。文字の周
りに黒い囲みが表示されている場合は、文字の編集が可能です。 
編集可能になっていることを確認後、画面右側の文字のプロパティで文字の編集を
開始します。このパネルは文字レイヤーが挿入されている場合のみ表示されます。
詳しくは文字のプロパティをご覧ください。文字の配置やサイズの変更、回転など
の詳細をお読みいただけます。 
普通の文字と円形文字は、文字プロパティの領域内にある「円形文字」の文字ボッ
クスをクリックして切り替えることができます。円形文字を選択した場合は文字の
配置が画面の上部または下部のいずれかに制限されますのでご注意ください。 
画像レイヤー 
各画像はそれぞれ個別のレイヤーとして挿入されます。アルファチャンネルを含む
画像を読み込んだ場合は、透明のレイヤーが表示されます。 
ラベルに画像を挿入するには、画像を追加ボタンをツールバーでクリックし、画像
をレイヤーとして追加をクリックします。 「画像検索」画面が表示されるので 
挿入する画像を検索し選択した後、「開く」ボタンを押します。 
テンプレート上に新しい画像レイヤーが表示されます。詳しくは
画像レイヤーのプロパティをご覧ください。文字の配置やサイズの変更、回転など
の詳細をお読みいただけます。 
背景画像 
ラベルの背景に画像を挿入することができます。 
ラベルの背景に画像を挿入するには、画像を挿入するラベルを選択し、背景のプロ
パティで「画像」にチェックを入れ、背景画像を選択ボタンをクリックします。 
「背景画像を選択」画面が表示されます。 
挿入する画像を検索し選択した後、「開く」ボタンをクリックします。 
テンプレート上に背景画像が表示されます。既存の背景画像がある場合は削除され
ます。縦横比を保ったまま背景画像のサイズを変更する場合は背景オプションダイ
アログで設定することができます。詳しくは画像レイヤーのプロパティをご覧くだ
さい。文字の配置やサイズの変更、回転などの詳細をお読みいただけます。 
クリップアートレイヤー 
クリップアートはNCHクリップアートライブラリからダウンロードします。 
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ラベルにクリップアートを挿入するには、ツールバーの「クリップアート」ボタン
をクリックするか、「レイヤー」メニューから「クリップアートを挿入…」を選択
します。 
クリップアートダイアログが開きます。画面左側のフォルダにクリップアートがカ
テゴリ別に分類されています。希望のカテゴリを選択すると画面中央にカテゴリ内
に保存されているクリップアートの一覧が表示されます。一覧でクリップアートを
クリックすると、画面右側の「画像をプレビュー」欄にクリップアートの画像が表
示されます。 
希望のクリップアートが見つかったらダウンロードボタンをクリックします。クリ
ップアートのダウンロードが完了すると、画像がプロジェクト上に画像レイヤーと
して挿入されます。詳しくは 画像レイヤーのプロパティのページをご覧ください
。クリップアートの配置やサイズの変更、回転などの詳細をお読みいただけます。

額縁レイヤー 
額縁レイヤーはNCH額縁ライブラリからダウンロードします。 
ラベルに額縁を挿入するには、ツールバーの「額縁を挿入」ボタンをクリックする
か、「レイヤー」メニューから「額縁を挿入…」を選択します。 
額縁ダイアログが開きます。画面左側のフォルダに額縁がカテゴリ別に分類されて
います。希望のカテゴリを選択すると画面中央にカテゴリ内に保存されている額縁
の一覧が表示されます。一覧でクリップアートをクリックすると、画面右側の「画
像をプレビュー」欄にクリップアートの画像が表示されます。 
希望の額縁が見つかったらダウンロードボタンをクリックします。額縁のダウンロ
ードが完了すると額縁の画像がラベル上に画像レイヤーとして挿入されます。詳し
くは 画像レイヤーのプロパティをご覧ください。文字の配置やサイズの変更、回
転などの詳細をお読みいただけます。 
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コンセプト - ディスクへの直接印刷
お使いいただけるプリンタ： 

比較的新しいモデルのインクジェット式プリンタは、ディスクに直接印刷できる場
合があります。 
サイズや配置設定、ソースなどに国際規格は無く、製造メーカーにより異なります
。 
その為、直接印刷が可能な全てのプリンタに対応することはできないのが現状です
が、今後もアップデート版に適宜新しいモデルの追加を行って参りますのでご了承
ください。 
上記の一覧にないプリンタで印刷が可能だった場合は、是非
Disketchに関するご意見・ご提案から当社までお知らせください。 
お使いのプリンタが一覧に無い場合でも、一般的なCanonプリンタを一覧から選択
することで印刷できる場合があります。まず最初に、CDトレイの角に書かれてい
る文字からディスクトレイの種類を確認します。次に対応するCanonプリンタ（1
0種の標準タイプのトレイに対応）を選択します：A、B、C、D、E、F、G、H、J
およびK。 
方法： 
お使いのプリンタがディスクへの直接印刷に対応している場合はディスクへ直接印
刷オプションを選択して直接印刷プロジェクトの作成を行います。詳しくは
ダイアログ：ラベルレイアウトを選択のページをご覧ください。 
直接印刷プロジェクトにはディスクラベル用のテンプレートのみが含まれ、CDケ
ースやジャケットのテンプレートは含まれません。 
ディスクラベルのデザインが完成したら、「印刷」ボタンを押します。詳しくは
印刷プレビューのページをご覧ください。 
印刷ダイアログからプリンタを選択する際は必ず、出力メディアに「印刷可能ディ
スク」（お使いのプリンタにより名称が異なります）を選択してください。また、
場合によっては「ディスクトレイ」（お使いのプリンタにより名称が異なります）
を給紙方法として選択する必要があります。 
例えばCanonプリンタの場合、メディアの種類として「プリンタブルディスク（推
奨品）」を選択し、給紙方法として「ディスクトレイ」を選択します。各設定項目
の名称はプリンタの製造メーカーごとに異なります。詳しくはお使いのプリンタの
使用マニュアルをお読みください。 
直接印刷に対応しているプリンタ一覧： 

製造メーカー モデル 
キャノン  キャノン 

● PIXMA 
i865、i965、i9950、iP3000、iP4000
、iP4000R、iP4840、iP4200、iP4300
、iP4500、iP4600、iP4700、iP4800、
iP4920、iP5000、iP5200R、iP5300、i
P6000、iP6000D、iP6600D、iP6700D
、iP7220、iP7240、iP7250、iP7260、
iP7420、iP8500

●
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PIXMA 
MG5140、MG5240、MG5250、MG53
50、MG6120、MG6140、MG6150、M
G8120、MG8140、MG8150、MP500
、MP530、MP600、MP610、MP630、
MP640、MP750、MP760、MP780、M
P790、MP800、MP810、MP830、MP
950、MP960、MP970、MP980、MP9
90、MX850

● PRO-1, PRO-10, PRO-100; Pro 9000, 
9000 Mark II, 9500, 9500 Mark II

● A、B、C、D、E、F、G、H、JおよびK
のトレイがある他のキャノン製プリンタ

セイコーエプソン  Epson 
● Artisan 50, 700, 710, 720, 725, 800, 

810
● EP-301, EP-801A, EP-901A, EP-901F
● PM-870C, PM-890C, PM-900C, 

PM-920C, PM-A820, PM-A840, 
PM-A840S, PM-A890, PM-A900, 
PM-A920, PM-A940, PM-A950, 
PM-A970, PM-930C, PM-950C, 
PM-970C, PM-980C, PM-4000PX, 
PM-D750, PM-D770, PM-D800, 
PM-D870, PM-D1000, PM-G700, 
PM-G720, PM-G730, PM-G800, 
PM-G820, PM-G860, PM-G900, 
PM-G4500, PM-T960, PM-T990

● PX700W, PX800FW; PX-5600, 
PX-G930, PX-G920, PX-G5100, 
PX-G5300

● RX580, RX585, RX610, RX680, 
RX685, RX690, 

● TX700W, TX800FW
●
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Stylus C60, C86; Stylus Photo 890, 
900, 920, 950, 960, 970, 1390, 1400, 
1410, 2100, 4000PX, P50, PX660, 
PX720WD, PX820FWD, R200, R210, 
R220, R230, R260, R265, R270, R280, 
R285, R290, R295, R300, R300M, 
R310, R320, R340, R350, R360, R380, 
R390, R800, R1800, R1900, R2000, 
R2100, R2880, R3000, RX560, RX580, 
RX590, RX595, RX615, RX640, 
RX650, RX700, T50, T59, TX650, 
TX659, TX710W, 

● XP-600、XP-605、XP-610、XP-615、X
P-700、XP-750、XP-800、XP-810、XP
-850、XP-950

● トレイタイプ1または2の他のEpsonプリ
ンタ

ヒューレットパッカード  HP 
● C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, 

C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, 
C5380, C5550, C5580

● D5145, D5155, D5160, D5168, 
D5360, D5363, D5368, D5400, 
D5460, D5500, D7500, D7560

ブラザー  ブラザー 
● MFC-j825DW, MFC-j835DW, 

MFC-j925DW

プリメーラ  ブラボー SE 
● オートプリンタ
● ディスクパブリッシャー
● Blu ディスクパブリッシャー

イメーション  イメーション 
● D20ディスクパブリッシャー

Microboards  Microboards 
● G3、GX、MXディスクパブリッシャー

お使いのプリンタが上記の一覧内に無い場合でも、Disketchを使ってディスクへの直
接印刷ができる場合があります。 
上記の一覧にないプリンタで印刷が可能だった場合は、是非
Disketchへのご意見・ご提案までお知らせください。 
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コンセプト - 市販のラベルに印刷
ラベル用紙などは様々なものが市販されています。ディスクへの直接印刷ができない
場合は、市販のディスクラベル用ステッカーや、ジャケット用紙をお使いいただくこ
とでラベルを作成することができます。 
お使いになる市販のラベル用紙等の製造モデルをラベルレイアウトを選択ダイアログ
で選択します。このダイアログは新規プロジェクトの作成時に表示されますが、画面
右側の「ラベルレイアウトを選択」ボタンを押すことでも表示することができます。
「ラベルレイアルトを選択」からラベル用紙を選択オプションを選択し「ラベル用紙
を選択」ダイアログを開きます。 
お使いのラベル用紙に適したレイアウトを選択後、背景色や背景画像の選択やレイヤ
ーの追加など、必要な変更をプロジェクトの各テンプレートデザインに行ってくださ
い。 
デザインが完成したら「ホーム」タブのツールバーで「印刷」ボタンをクリックしま
す。詳しくはメイン画面のページをご覧ください。 
1枚の用紙に複数ページが含まれている場合は、ラベルレイアウトのプロパティパネ
ルで正しい印刷ページが指定されていることを確認してください。 
お使いの用紙が「ラベルレイアウトを選択」ダイアログの一覧に無い場合は、
ラベルレイアウトを編集ダイアログを使って独自のレイアウトを作成することができ
ます。よくお使いになる用紙の製造メーカーや製品名、用紙にマッチさせるために使
う設定値などを、是非Disketchへのご意見・ご提案までお知らせください。ご指定の
レイアウトを一覧に追加させていただきます。 
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コンセプト - 
ラベルの印刷位置やサイズに関する問題
プリンタの機械的な問題により、印刷位置が微妙にずれていたり、ラベル全体に画像
が印刷されなかったりといった問題が発生する場合があります。 
こうした問題が発生した場合は、ラベルの中央の位置をずらすか、ディスクの印刷領
域を変更してみてください。ずれは通常かなり微細なものですので、印刷位置等の変
更を行う際はあまり大きく変更しすぎないようご注意ください。詳しくは 
テンプレートプロパティー画面のページをご覧ください。 
Disketchではこうしたパラメータの変更をテンプレートプロパティー画面 （
ラベルレイアウトを編集ダイアログ内、または印刷プレビューダイアログ内）で行い
ます。 
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ダイアログ - テンプレートの追加
このダイアログには 「ラベルレイアウトを編集」 
ダイアログを使ってプロジェクトに追加できるテンプレートの一覧があります。Disk
etch内に無いラベル用紙のテンプレートをカスタム化することができます。このダイ
アログを開くには テンプレートの追加 
ボタンを「ラベルレイアウトを編集」ダイアログのツールバーでクリックします（ラ
ベルレイアウトを編集へアクセスするにはメイン画面の右側で「ラベルレイアウトを
編集」ボタンをクリックします）。 
現在選択されているページに追加するテンプレートを選択し、追加ボタンをクリック
します。 
現在選択されているページの中央に新しいテンプレートが追加されます。追加された
テンプレートは位置の移動や回転などを自在に行うことができます。 
ディスクのテンプレートの印刷領域は印刷可能領域を変更ダイアログで変更すること
ができます（詳しくはラベルレイアウト編集パネルのページをご覧ください）。印刷
可能領域を変更ダイアログへはテンプレートが選択されている状態で印刷可能領域を
変更ボタンをクリックするとアクセスすることができます。 
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ダイアログ - 印刷可能領域を変更
このダイアログを使って、印刷を行うディスクのサイズを指定することができます。
デフォルトの印刷領域とは異なる大きさのの印刷領域を使ってディスク印刷を行いた
い場合に便利な機能です。印刷可能ディスクは製造メーカーにより印刷領域が異なり
ます。例えば、全面（ワイド）タイプのディスクの場合ですと、中心の穴ギリギリま
での印刷が可能になります。 
Disketch上に表示はされますが、実際の印刷時は中心の穴には印刷は行われません。
内径のサイズは中心円のサイズより大きく、外径のサイズが内径のサイズより大きく
なければなりません。 

1.外径 
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印刷可能な最大外径は、ディスク上の印刷可能領域の一番外側の外径です。 
2番目のディスク枠 
「2番目のディスク枠」にチェックを入れた場合、値2と値3を元に印刷不可領域が
作られます。 
● 2.外枠 

印刷不可領域の外径の大きさです 
● 3.内枠 

印刷不可領域の内径の大きさです 
4.内径 
印刷可能な最小内径は、ディスク上の印刷可能領域の一番内側の内径です。 
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ダイアログ - ラベルレイアウトを編集
「ラベルレイアウトを編集」ダイアログはラベルレイアウトの変更や独自のレイアウ
ト作成、またテンプレートがページのどこに配置されるかを指定するために使われま
す。市販のラベル用ステッカーのレイアウトに合わせたデザインから、オリジナルデ
ザインのラベルまで、様々なデザインの作成が可能です。詳しくは
市販のラベルに印刷のページをご覧ください。 
「ラベルレイアウトを編集」ツールバー 

新規 
現在のラベルのレイアウトをテンプレートなしの状態にリセットします。このラベ
ルのレイアウトを適用するには最低1ページのテンプレートを追加する必要があり
ます。 
ラベル用紙 
ラベル用紙を選択ダイアログを起動し、お使いのラベルステッカー用テンプレート
を使ってレイアウトを作成します。 
インポート 
前回保存したDisketchのラベルレイアウトファイル（.delayoutのファイル）を選
択することができるダイアログが表示されます。 
エクスポート 
作成したラベルレイアウトをDisketchのラベルレイアウトファイル（.delayoutの
ファイル）として保存するためのダイアログが表示されます。 
ページを追加 
作成中のラベル用レイアウトにページを追加します。追加ページは例えばラベルと
カバーを1つのプロジェクト内にキープする際などに使うことができます。 
ページ削除 
選択したページを作成中のラベル用レイアウトから削除します。 
テンプレートの追加 
ダイアログを開き、ページに追加するラベルやカバーのテンプレートを選択するこ
とができます。 
テンプレートの削除 
選択したテンプレートを作成中のラベル用レイアウトから削除します。また、テン
プレートを右クリックすることでページプレビューから削除することができます。

ページタブ 
それぞれのページのプレビューが各タブに表示されます。 
各タブの小さな「x」をクリックすると、ラベル用レイアウトからそのページが削
除されます。 
ラベル用レイアウトには最低1ページ必要なため、1ページしかない場合は「x」は
表示されません。 
ページプレビュー 
ページプレビューで、ラベルレイアウトのデザインを確認することができます。プ
ロジェクトに追加したテンプレートはクリックしてドラッグするか、テンプレート
のプロパティ画面内の配置用コントロールボタンや矢印キーを使って動かすことが
できます。 
テンプレートはプレビュー上で表面に大きく矢印が描かれた状態で表示されます。
この矢印は常にテンプレートの上を指しており、テンプレートのプロパティ画面で
テンプレート回転させた場合でも方向を間違えないようになっています。 
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余白の設定を行った場合、各ページに余白部分が表示されます。この余白部分は印
刷やテンプレートの割り付けには影響しません。用紙の余白の設定方法については
オプションのページをご覧ください。 
パネル 
ページプレビュー画面の右側には、ラベルのデザインを編集するためのパネルがい
くつか並んでいます。詳しくはラベルレイアウト編集パネルのページをご覧くださ
い。 

● ラベルレイアウトのプロパティ 
● ページのプロパティ 
● テンプレートのプロパティ 

28

options_general.html
panels_labellayouteditor.html


ダイアログ - 印刷プレビュー
印刷プレビューダイアログにはプロジェクトの完成図が表示されます。プレビュー画
面には実際のディスクの形でデザインが表示されます。印刷プレビューはホームタブ
のツールバーから「印刷」をクリックするか、ファイルタブから「印刷」を選択して
表示します。 
印刷プレビュー 

印刷プレビューではプロジェクトを実際に印刷した際のイメージを確認することが
できます。 
ラベルレイアウトから複数のページを印刷する場合、「ラベルレイアウトのプロパ
ティ」画面で現在選択されているページのみがプレビュー画面に表示されます。 
詳しくは「メイン画面パネル」をご覧ください。 
印刷プロパティパネル 

印刷プレビュー画面のサイドバーです。レイアウトに関する情報が書かれています。 
プロジェクトにラベルレイアウトが含まれている場合、印刷プロパティ画面に以下
のような情報が表示されます： 

用紙サイズ 
作成したラベル用デザインが印刷される用紙のサイズが表示されます。 
詳しくは「市販のラベルに印刷」をご覧ください。 
方向 
方向ラベルにはラベルレイアウトの印刷が行われる、現在選択されているページ
の方向が表示されます。 
印刷時の用紙方向は、印刷ボタンを押した後で変更できます。ページが印刷され
るべき方向とは異なる用紙方向を選択すると、正しく印刷されない可能性があり
ますのでご注意ください。 
印刷テンプレート枠線 

このチェックボックスを使い、テンプレートの枠線を印刷するかどうかを指定しま
す。枠線を印刷するよう指定した場合は、印刷プレビューにも枠線が表示されます
。
注:このプロパティはテンプレートのプロパティではありません。
テンプレートプロパティ画面 

印刷前に印刷位置を微調整する必要がある場合はここで行います。中央位置や
印刷可能領域を微調整することで、お使いのプリンタやディスクに正確にマッチした
印刷を行うことができるようになるはずです。 
値を変更する前にまず変更するテンプレートを選択します（特に特定の用紙を指定し
ている場合）。選択したテンプレート上で、マウスのポインタが手のひらツールに変
わります。 
印刷 

印刷ボタンを押すと印刷ダイアログが表示され、印刷を行うプリンタや、その他の
印刷設定を行うことができます。 
ラベルレイアウトまたはディスクへの直接印刷に適したプロパティを選択しなかっ
た場合、正しく印刷が行われないことがありますのでご注意ください。 
デフォルト 
「デフォルト」ボタンを使うと"テンプレートのプロパティ"内のラベルテンプレー
トの設定を元の設定に戻すことができます。 
設定を変え過ぎたため、一度元に戻したい場合便利な機能です。オリジナルの設定
には中央位置や印刷可能領域などが含まれます。 
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ダイアログ - ラベルレイアウトを選択
「ラベルレイアウトを選択」ダイアログで、新しいプロジェクトの選択や、現在のプ
ロジェクトのレベルレイアウト変更を行います。現在作業中のラベルレイアウト内の
テンプレートとよく似たテンプレートがあるラベルレイアウトを選択した場合、Disk
etchはこのレイアウトの保存を試みますが、一部保存されない場合があります。 
ラベルレイアウトのオプションは以下の通りです： 
CDとジャケットを普通紙で印刷*  

以下の各テンプレートが中央に配置された3つのページ：
● 標準的なディスク
● 標準CDケース – 表
● 標準CDケース – 裏
*普通紙はオプションダイアログで選択した用紙サイズをデフォルトとします。 

DVDとジャケットを普通紙で印刷* 
以下の各テンプレートが中央に配置された2つのページ：

● 標準的なディスク
● 標準DVDケース
*普通紙はオプションダイアログで選択した用紙サイズをデフォルトとします。 

ブルーレイディスクとジャケットをを普通紙で印刷* 
以下の各テンプレートが中央に配置された2つのページ：

● 標準的なディスク
● 標準ブルーレイケース
*普通紙はオプションダイアログで選択した用紙サイズをデフォルトとします。 

ディスクへ直接印刷 
標準ディスク。 
詳しくはディスクへの直接印刷をご覧ください。c 
ラベル用紙を選択 
ラベル用紙を選択ダイアログが開き、市販のラベル用ステッカーを選択することが
できます。 
カスタム設定を読み込む 
前回保存したDisketchのラベルレイアウトファイル（.delayoutのファイル）を選
択することができるダイアログが表示されます。 
詳しくは「ラベル用レイアウト編集、エクスポート」をご覧ください。 

30

options_general.html
options_general.html
options_general.html
concepts_directtodisc.html
dialogs_selectstationery.html
dialogs_labellayoutedit.html


ダイアログ - ラベル用紙を選択
「用紙を選択」ダイアログにはDisketchに事前登録されているラベルレイアウトのデ
ザイン一覧が表示されます。 
用紙名 
Disketchでお使いいただけるラベルレイアウトの一覧です。市販のラベルにマッチし
たレイアウトや使いやすいレイアウトをここから選んでください。 
;詳しくは「市販のラベルに印刷」をご覧ください。 
プレビュー 
このプレビューでは用紙名 
一覧から選択したラベルレイアウトのデザインを確認することができます。選択した
ラベル用紙に複数のページが含まれている場合、ページプレビューのタブを使い必要
なページのプレビューを行うことができます。 
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パネル - メイン画面パネル
ラベルレイアウトのプロパティ 
この画面では、プロジェクト用のラベルレイアウトの選択や、印刷プレビューダイア
ログを開いた際に表示されるページの選択などを行うことができます。 
この画面上部に表示されているボタンを使い、ラベルレイアウトを選択ダイアログや
、ラベルレイアウトを編集ダイアログを開きます。 
これらのボタンの下に、作成中のプロジェクトのラベルレイアウト全体像が表示され
ます。選択したラベルレイアウトに合わせてがプレビュー画面の表示が切り替わりま
す。テンプレートをクリックするとプレビューが表示され、複数のページがある場合
は矢印ボタンをクリックするとプロジェクト内の各ページに表示が切り替わります。 
同一のテンプレートタイプには同じデザインを使うのオプションにチェックを入れる
と、プロジェクト内にある同じタイプのテンプレートの印刷時に同じデザインが使わ
れるようテンプレートの置き換えが行われます。各タイプの最初に検出されたテンプ
レートが他の全てのテンプレートのデザインを決定します。置き換えを行うものと同
じタイプのラベルレイアウトを表示している場合、このデザインが全体に使われます
。各レイヤーや印刷領域（ラベルレイアウトページの「ディスク」の項目を参照）、
または背景色などが他のテンプレート用に設定されている場合、ここにチェックを入
れるとこうした設定が無効になります。 
背景プロパティー画面 
この画面では、現在選択されているテンプレートで使用する背景色や背景画像の選択
を行うことができます。
選択したテンプレートの背景には単色やグラデーションのかかった色および画像を挿
入することができます。背景に色を入れない場合は「塗りつぶしなし」にチェックを
入れます。
グラデーションは以下の2つの選択肢があります：線形または放射。プルダウンメニ
ューから希望のタイプを選択してください。グラデーションを使う場合は、「配色」
の下にあるバーを使って複数の色を選択する必要があります。また、「方向」と書か
れた四角い画面を使ってグラデーションの方向を指定します。色を追加すると「配色
」バーに小さな三角形が追加され、選択されている色の矢印が黄色で表示されます。
「配色」バーの小さな三角形を上下に移動すると各色の幅を調整することができます
。「配色」バーを使って色の追加や削除を簡単に行うことができます。バーをクリッ
クすると新しい色が追加されます。追加する色は「各地点の色」をクリックすると選
択できます。追加した色を削除する場合は、「各地点の色」の横にあるバツ印をクリ
ックするか「配色」バーの三角形を右クリックします。
文字プロパティー画面 
詳しくはテキストレイヤーのプロパティをご覧ください 
画像プロパティー画面 
詳しくは画像れいあーのプロパティをご覧ください 
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パネル - 文字のプロパティ
文字のプロパティ画面 
文字のプロパティ画面ではテンプレートの文字の選択や変更を行うことができます。 

フォント 
このプルダウンメニューには文字レイヤーに使うことができるフォントの一覧が表
示されます。 
太字、斜字、下線 
これらのボタンをクリックすると選択した文字レイヤーに太字や斜字、下線などの
スタイルがそれぞれ適用されます。 
文字色 
画面右側の色指定用のボックスをクリックすると、文字の色を選択することができ
ます。 
背景色 
画面右側の色調節をクリックすると、文字の背景色を選択することができます。背
景色はテキストレイヤーの枠線内に使われます。 
「背景色」ラベル横のボックスにチェックが入っている場合にのみ、背景色を使う
ことができます。 
文字配置ボタン 
Clicking any of these buttons will shift the alignment of the text within the 
overlay to align to the corner/side of the overlay's draggable border, 
corresponding to the direction of the arrow on the button. Similarly, clicking 
the center button will align the text to the center of the text overlay. 
Note that rotating the overlay will not have any effect on how these alignment 
buttons work. Clicking the top alignment button will always align the text to 
the visual top of the draggable border, etc. Note that curved text supports top 
and bottom alignments only. 
文字編集領域 
この領域に文字を入力します。文字は選択、切り取り、コピー、貼り付けが可能で
す。ここに入力した文字は、テンプレートの文字レイヤーの枠線内に表示されます
。 
円形文字 
「円形文字」にチェックを入れると文字が円形になり、チェックを外すと普通の文
字になります。メモ：この機能は「標準ディスク」でのみ使えます。 
回転、上に表示または下に表示 
左に回転、右に回転、上へ移動、下へ移動ボタンは、レイヤーメニュー内のボタン
と同様に機能します。 
詳しくは「メニュー項目」をご覧ください 
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パネル - 画像のプロパティ
画像プロパティ画面 
ここには現在選択している画像ファイル名が表示されます。 

このラベルは通常、読み込まれた画像と同じファイル名に設定されていますが、ク
リップボードから貼り付けを行った場合など、オリジナルとは異なるファイル名で
表示される場合もあります。 
「アスペクト比を保持」のチェックボックスは、画像のサイズの変更方法をコント

ロールします。 
このオプションにチェックが入っていない場合、画像レイヤーは縦横を自在にドラ
ッグして拡大・縮小できます。チェックが入っている場合は、拡大・縮小時にオリ
ジナルの縦横比が変更されません。 
回転、反転、上または下へ移動 

左に回転、右に回転、上へ移動、下へ移動ボタンは、レイヤーメニュー内のボタンと
同様に機能します。左右に反転、上下に反転ボタンを使うと画像レイヤーをそれぞれ
の方向に反転させることができます。 
詳しくは「メニュー項目」をご覧ください 

34

menu.html


パネル - ラベルレイアウト編集パネル
ラベルレイアウトのプロパティ 
この画面には現在のラベルレイアウト名のラベルが表示され、ラベルレイアウトに使
用される用紙サイズの変更などを行うことができます。デザインを別の名前でエクス
ポートまたはインポートした場合はラベルレイアウト名が変わります。作成したラベ
ルレイアウトで使用するデフォルトの用紙サイズの変更については、
オプション - 全般のページをご覧ください。 
ページのプロパティ 
この画面には、現在選択されているページの方向を選択するためのボタンが2つあり
ます。ページは縦または横のいずれかに設定することができます。 
テンプレートのプロパティ 

テンプレートのプロパティを使い、ラベルレイアウトの各ページを正確に配置する
ことができます。 
各ラベルには現在選択されているテンプレートのタイプが表示されます。このラベ
ルの下にあるボタンを押すと、印刷可能領域を変更ダイアログが表示されます（C
D/DVDを選択した場合）。 
テンプレートのプロパティで指定した項目が、どのようにテンプレートに影響する
かについては下図をご覧ください。 

ページの縦横などを変更した場合でも、これ
らの値の算出方法には影響ありません。「上」は常に現在表示されている画面の「
上」を意味します。 
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中央X / Y
中央XおよびYは、現在選択されているテンプレートのページ左上からページ中
央までの距離を指定します。 
ページ上部から1までの距離が中央x、ページ左から1までの距離が中央yです。 
端位置 
端位置はテンプレートをページの端に合わせて配置するために使用します。 

● 上 
ページの最上部からテンプレートの最上部までの長さです。 距離は以下
のラインに表示されます：2 

● 左 
ページの左からテンプレートの左端までの長さです。 距離は以下のライ
ンに表示されます：3 

● 右 
ページの右端からテンプレートの右端までの長さです。 距離は以下のラ
インに表示されます：4 

● 下 
ページの最下部からテンプレートの最下部までの長さです。 距離は以下
のラインに表示されます：5 

配置ボタン 
配置ボタンを使い、選択したテンプレートの移動を行います。例えば、右上矢印の
描かれたボタンを押すと画面右上に、中央ボタンを押すと画面中央にテンプレート
が配置されます。 
回転、上に表示または下に表示 
左に回転、右に回転、上へ移動、下へ移動ボタンは、レイヤーメニュー内のボタン
と同様に機能します。左右に反転、上下に反転ボタンを使うと画像レイヤーをそれ
ぞれの方向に反転させることができます。 
詳しくは「メニュー項目」をご覧ください 
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