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動作環境（推奨環境）については、次のとおりです。

〔対象OS〕
・Windows 10 以降
・MacOS 10.11以降 (El Capitan |Sierra| High Sierra)

〔対象ブラウザ〕
（Windows）・Chrome
（Mac）・Chrome・Safari
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①商品番号/キーワードから選ぶ
１、商品番号を空欄に入力して「絞り込む」クリックしてください。
２、該当商品が一覧で表示されますので、使用される商品を選択してください。
長方形のシールなどは、縦・横それぞれのテンプレートがありますので、複数表示されます。

1-1 用紙を選択する

1 操作手順
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②カテゴリから選ぶ
１、「カテゴリから用紙を探す」からカテゴリを選択してください。

２、「小分類から用紙を探す」から小カテゴリを選び、使用する商品を中央の一覧から選びます。
※シールは、使い方や使用する向き・形状によって、
一括表示入力例・シール<縦型>・シール<横型>・シール<その他>の４つの小カテゴリに分かれています。

③保存したファイルから選ぶ
１、「ファイルを選択」をクリックすることで、ファイルを開くウィンドウが表示されます。
２、ファイルを選択し、開くボタンをクリックすることで、保存したファイルを開くことができます。
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④パッケージ通販でサンプルから選ぶ
１、「パッケージデザインnet」をクリックし、パッケージデザインnetサイトに遷移します。
２、パッケージデザインnetに掲載しているパッケージデザインからテンプレートを開くことができます。
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①メニューバー
メニューバーは4つのメニューに分けられています。
各メニューの機能について説明します。

・ファイルメニューについて

番号 名称 機能説明

① 新規作成 新しく作成を始めるボタンです。
保存していない場合、データが消えますのでご注意ください。

② 開く 保存されたotd, otdwファイルを開くことができます。

③ 保存 作業内容を保存することができます。
出力ファイルはotdw形式です。
詳しくは「1-8.データを保存する」を参照ください。

④ 画像に変換 作成したシールやラベルの内容を、
画像に変換する機能です。
詳しくは「1-10.画像に変換」を参照ください。

⑤ 印刷 印刷をすることができます。
詳しくは「1-9 印刷する」を参照ください。
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1-2 メニューバー、ツールバー、プロパティバーについて

ツールバー、メニューバーは編集エリアの上部に表示されています。
すべての編集機能に対しても使用することができます。
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番号 名称 機能説明

① 戻る 作業を戻すことができます。
色に関しては履歴を保存していない為、
カラーピッカーの履歴をご使用ください。
詳しくは「1-3 文字を追加する」のカラーピッカーの説明を参照ください。

② 切り取り 選択したオブジェクトを切り取ることができます。

③ コピー 選択したオブジェクトをコピーすることができます。

④ 貼り付け 切り取りまたは、コピーしたオブジェクトを貼り付けることができます。

⑤ 削除 選択オブジェクトを削除します。

⑥ 拡大 編集エリアの拡大を行います。
詳しくは「1-11 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。

⑦ 縮小 編集エリアの縮小を行います。
詳しくは「1-11 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。

⑧ 全体表示 編集エリアの全体表示を行います。
詳しくは「1-11 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。

⑨ 用紙変更 現在の用紙から他の用紙に変更ができます。
詳しくは「1-12  用紙の変更する」を参照ください。

・編集について
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番号 名称 機能説明

① グリッド表示 グリッドを表示します。

② グリッドに合わせる オブジェクトの位置をグリッドに合わせます。

・グリッドについて

2

1

・ヘルプについて

2

1

番号 名称 機能説明

① 使い方ガイド 使い方ガイドを表示します。

② よくある質問 よくあるご質問とその回答をまとめています。

③ バージョン情報 現在のバージョンを表示します。

3
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②ツールバー

番号 名称 機能説明

① 新規作成 新しく作成を始めるボタンです。
保存していない場合、データが消えますのでご注意ください。

② 開く 保存されたファイルを開くことができます。

③ 保存 作業内容を保存することができます。
出力ファイルはotdw形式です。
詳しくは「1-8.データを保存する」を参照ください。

④ 画像に変換 作成したシールやラベルの内容を、
画像に変換する機能です。
詳しくは「1-10.画像に変換」を参照ください。

⑤ 切り取り 選択したオブジェクトを切り取ることができます。

⑥ コピー 選択したオブジェクトをコピーすることができます。

⑦ 貼り付け 切り取りまたは、コピーしたオブジェクトを貼り付けることができます。

⑧ 戻る 作業を戻すことができます。
色に関しては履歴を保存していない為、
カラーピッカーの履歴をご使用ください。
詳しくは「1-3 文字を追加する」のカラーピッカーの説明を参照ください。

⑨ 印刷 印刷をすることができます。
詳しくは「1-9 印刷する」を参照ください。

⑩ 用紙変更 現在の用紙から他の用紙に変更ができます。
詳しくは「1-12  用紙を変更する」を参照ください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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③プロパティバー

番号 名称 機能説明

① 文字 文字を挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。

詳しくは「1-3 文字を入力する」を参照ください。

② 図形 図形の挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。

詳しくは「1-4 線・図形を入れる」を参照ください。

③ 画像 画像の挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。
詳しくは「1-5 画像を入れる」を参照ください。

④ バーコード バーコードの挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開き
ます。

詳しくは「1-6 バーコードを入れる」を参照ください。

⑤ QRコード QRコードの挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きま

す。詳しくは「1-7 ＱＲコードを入れる」を参照ください。

⑥ 全体表示 テンプレート読み込み時の初期位置を表示します。

詳しくは「1-11 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。

⑦ 拡大 編集エリアが拡大されます。

詳しくは「1-11 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。

⑧ 縮小 編集エリアが縮小されます。

詳しくは「1-11 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

プロパティバーは文字や図形などを挿入する際に使用します。
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1-3 文字を入力する

①文字を入力したい時は、[文字]タブを
押して下記の画面を表示させてください。

②文字を[横書き]に
入力するか
[縦書き]に入力する
かを選択します。

④文字を入力します。

文字を挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。
①文字タブを押し、プロパティを開きます。
②文字の向きを選択します。
③オブジェクトを選択します。
④文面フィールドより文字を変更します。

③オブジェクト
を選択します。

10

※ホームページからコピーペーストした文字は
印刷エラーとなりますのでご注意ください。



編集の機能を説明します。
編集はオブジェクトを選択することで編集できます。

編集中の
文字方向を

変更すること
ができます。

文字の種類を変更する
ことができます。

文字ポイントが変更できます。

文字の色を変更することができます。

①オブジェクト
を選択します。

11

カラーピッカーで使用した
履歴が表示されます。

履歴は最大55色保存する
ことができます。



チェックボックスを付けるこ
とによって書式に太字、斜
体、下線を付けることがで
きます。

入力された回転角度によって、
文字が回転します。

同じ文面を複数作成したい場合は、
作成したい文面を選択して
[コピーを作成]ボタンを押してください。

文面を削除することができます。
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1-4 線・図形を入れる

①線・図形を作成したい時は、[線・図形]タ
ブを押して下記の画面を表示させてください。

②[直線][四角形][円・楕円]
を選択します。

入力された回転角度によって、
線・図形が回転します。

線・図形を挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。
①線・図形タブを押し、プロパティを開きます。
②挿入する図形を選択します。

直線について、shiftキーを押しながらドラッグすると、水平/垂直な
直線を描くことができます。
四角形、円については、shiftキーを押しながらドラッグすると、リサ
イズを始めた時点の比率を保ったまま拡大、縮小ができます。

①オブジェクトを選択します。

編集の機能を説明します。
編集はオブジェクトを選択することで編集できます。

リサイズボックスをドラッグ
することで、図形のサイズ
を変更することができます。
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[塗りつぶしオプション]では、図形の中を単色で色をつけることが
できます。
塗りつぶしオプションで、[塗り(単色)」をクリックしてパレットで色
を選択してください。
色をつけない場合は、[塗りつぶしなし]を選択してください。

[グラデーション]では、図形の中をグラデーションで色をつけ
ることができます。
[グラデーション]を選択し、パターンと色を２色選んでください。
選択した内容をプレビューで確認し、[適用]ボタンを押して
図形にグラデーションを反映させます。
取り消したい場合は、[塗りつぶしなし]を選択してください。

※一つの図形で、[塗りつぶし]と[グラデーション]を同時に選択することはできません

図形を削除することができます。

同じ直線・四角形・円・楕円を複数
作成したい場合は、作成したい直
線・四角形・円・楕円を選択して[コ
ピーを作成]ボタンを押してください。

選択している図形の線の種類を
変更することができます。

選択している図形の線の色を
変更することができます。
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1-5 画像を入れる

①[フォルダから画像を選ぶ]
ボタンを押して、

使用する画像をフォルダから
選択します。

お手軽プリントWEB版で使用でき
る画像はJPG,PNG,GIF形式です。

※任意のフォルダから画像を選択すると、次回よりそのフォルダが開きます。

②挿入したい画像をクリック
します。

④[開く]を押すことで画像が挿入
されます。

画像を挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。
①画像タブを押し、プロパティを開きます。
②[フォルダから画像を選ぶ]を押します。
③画像選択画面が表示されるので、画像を選択します。
④[開く]を押すことで画像が挿入されます。

無料のイラストや画像素材を
配布しております。ダウン
ロードしてご利用ください。
https://label-print.net/illust/

※ファイルサイズが1MB以上の画像は挿入できません。画像編集ソフトで画像を小さくし
ファイルサイズを縮小させて、再度お試しください。

15



画像はいくつでも追加できます。

同じ画像を複数作成したい場合は、
作成したい画像を選択して
[コピーを作成]ボタンを押してください。

画像や図形を重ねて、上の画像を選択した状態で
[選択した画像を透過する]ボタンにチェックを入れると、

上においた画像の白色部分は透過されて、下の画像が
見えるようになります。
（画像を透過するボタンにチェックを入れない場合）

↓ 

↑ 
（画像を透過するボタンにチェックを入れた場合）

入力された回転角度によって、
画像が回転します。

[大きさ・回転角度・透過を初期に戻す]
で一番はじめ（画面に表示された時の
状態）に戻すことができます。

画像を削除することができます。

画像編集の機能を説明します。
編集はオブジェクトを選択することで編集できます。

①オブジェクトを選択します。

リサイズボックスをドラッグすることで、画像の
サイズを変更することができます。shiftキーを

押しながらドラッグすると、リサイズを始めた時
点の比率を保ったまま拡大、縮小ができます。
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1-6 バーコードを入れる

①バーコードを入れたい時は、
[バーコード]タブを押して下記の
画面を表示させてください。

バーコードの倍率（線の太さ）と
バーの高さを一定の範囲内で
変えることができます。

シールの大きさや用途に応じて
設定してください。

※「お手軽プリントWEB版」は、（一部のレーザー対応用紙を除く）インクジェットプリンタ対応です。
※バーコードを印刷する場合、読み取り精度をより向上させるため、
印刷前にプリンタのヘッドクリーニングをすることをおすすめします。

※また、用紙の素材によって読み取りができない場合がありますので、
バーコードは白無地シールをご利用ください。

※プリンタの印刷状況によっても読み取り結果が異なる場合があります。
ご利用に際しては必ず読み取りテストを行ってください。

②12桁のコードを入力してください。
13桁目のチェックデジットは
[チェックデジットを自動計算する]を
選択することで自動計算できます。
入力できたら[バーコード生成]ボタ
ンを押してください。

シール画面上にバーコードが表示
されます。

同じバーコードを複数作成したい場合は、
作成したいバーコードを選択して
[コピーを作成]ボタンを押してください。

バーコードを削除することができます。

入力された回転角度によって、
バーコードが回転します。

バーコードを挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。
①バーコードタブを押し、プロパティを開きます。
②[JANコード入力]フィールドにJANコードを入力し、[バーコードの生成]を押します。

編集の機能を説明します。
編集はオブジェクトを選択することで編集できます。
[バーコードの更新]を押すことで編集が反映されます。

①オブジェクトを選択します。

②更新を押すことで編集を
反映させます。

※読み取り精度を考慮し、
バーコードのリサイズについ
ては、制限しています。
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1-7 ＱＲコード※を入れる

ＱＲコードを挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。
① QRコードタブを押し、プロパティを開きます。
②[QRコードに埋め込む情報]フィールドに情報を入力します。
③[QRコード生成]ボタンを押します。

① QRコードを入れたい時は、
[QRコード]タブを押して下記の画面を表
示させてください。

②コードに埋め込む情報を入力してください。
漢字 14.0文字程度
数字 510文字程度
英字 310文字程度
(大文字のみ入力した場合) 
■画像は登録できません。

③入力が終わったら
[QRコード生成]ボタン
を押してください。
シール画面上にＱＲ
コードが表示されます。
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※「お手軽プリントWEB版」は、（一部のレーザー対応用紙を除く）インクジェットプリンタ対応です。
※ＱＲコードを印刷する場合、読み取り精度をより向上させるため、
印刷前にプリンタのヘッドクリーニングをすることをおすすめします。

※また、シールの素材によって読み取りができない場合がありますので、
ＱＲコードは白無地シールをご利用ください。

※プリンタの印刷状況によっても読み取り結果が異なる場合があります。
ご利用に際しては必ず読み取りテストを行ってください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

同じＱＲコードを複数作成したい場合は、
作成したいＱＲコードを選択して
[コピーを作成]ボタンを押してください。

ＱＲコードを削除することができます。

入力された回転角度によって、
ＱＲコードが回転します。

編集の機能を説明します。
編集はオブジェクトを選択することで編集できます。
[ＱＲコードの更新]を押すことで編集が反映されます。

①オブジェクトを選択します。

リサイズボックスをドラッグす
ることで、ＱＲコードのサイズ
を変更することができます。

②更新を押すことで
編集を反映させます。

19



1-8 データを保存する

[ファイル]メニューから
[保存]を選んでください。

保存する場所はブラウザを設定していない場合は「ダウンロード」フォルダに保存されます。
お使いのブラウザによって変わりますので、
ブラウザに従って保存場所の設定をお願いします。

作業途中のデータを保存することができます。
保存データはotdw形式で保存されます。

20

このボタンからも保存できます。



1-9 印刷する

[ファイル]メニューから
[印刷]を選んでください。

印刷方法は２種類。１シート全部をそのまま印刷する方法と、
１シートのうちの必要な部分だけを印刷する部分印刷の方法があります。

＜シート印刷＞

部分印刷をする場合はこちらへ。
（次ページの画面が開きます。）
※１シート1面の商品については
表示されません。

パソコンのモニタで表示され
ているレイアウトと、実際に
印刷したもののレイアウトに
ずれが生じた場合は、印刷
位置を調整してください。

縦方向に上下、横方向に左
右 0.05ｍｍずつ印刷位置を
調整することができます。

こちらの青いボタンは、印刷用のデータをパソ
コンに保存し、それを印刷用の専用アプリにて
印刷します。

こちらの赤いボタンは、PDFファイ
ルを生成し、Webブラウザにて印
刷を行います。（※）A4、B5用紙

サイズ以外の場合には表示され
ません。
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シート印刷

このボタンを押しても印刷できます。



＜部分印刷＞

シート印刷と同様
に、印刷開始位置
のずれを調整する
ことができます。

部分印刷

用紙（１シート）のうち、必要な部分の
シールだけを必要枚数で印刷できます。

※のし紙・三方袋・巻紙・掛紙などの１シートにつき１面のテンプレートについては表示されません。

印刷するシールの
枚数を指定します。

シート印刷画面に戻ります。こちらの赤いボタンは、PDFファイ
ルを生成し、Webブラウザにて印
刷を行います。（※）A4、B5用紙

サイズ以外の場合は表示されま
せん。

こちらの青いボタンは、印刷用のデータをパソ
コンに保存し、それを印刷用の専用アプリにて
印刷します。

※「プリンターの用紙サイズを設定してPDFを印刷」の赤いボタンはA4/B5サイズ以外
（三方袋、封筒袋、熨斗紙など）のテンプレートは表示されません。
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部分印刷

0
印刷を開始する

シールの場所を
指定してください。



＜印刷について＞

２つの印刷方法について、説明します。

＜プリンターの用紙サイズを設定してPDFを印刷＞

※但し、A4,B5用紙サイズ以外のテンプレートの場合
はご利用できません（ボタンが表示されません）

＜印刷データをダウンロードし印刷アプリから印刷＞
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＜プリンターの用紙サイズを設定してPDFを印刷＞

①「印刷」ボタンを押すと、次の画面が表示されるので、「プリンターの用紙サイズを設定してPDFを印刷」
ボタンをクリックする。

②WebブラウザのPDFビューアでPDFが表示されるので、表示を確認して、右上の印刷ボタンをクリックする。
※下図ブラウザはGoogle Chromeです。ブラウザによって操作方法が異なります。

赤い方のボタンをクリック

プレビューで内容を確認し、
問題なければ、印刷ボタンを
クリック

※但し、A4,B5用紙サイズ以外のテンプレートの場合はご利用できません（ボタンが表示されません）
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③印刷設定画面が開くので、詳細設定にて用紙サイズと倍率を確認する。

④適切な用紙サイズと倍率が100％になっていることを確認して、印刷ボタンをクリックする。

プレビューで内容を確認し、
問題なければ、印刷ボタンを
クリック

詳細設定を開く

問題なければ印刷してください。

※各プリンタドライバによって、画面は異なりますが、用紙サイズと倍率の設定の確認をお願いします。
※ブラウザによって若干設定の確認方法が異なりますが、次のページに整理をしています。
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適切な用紙サイズになっているか、
倍率が100％になっているか、

ページサイズに合わせるにチェック
がないかを確認します。



■PDF印刷機能について、各ブラウザによる、定型サイズテンプレートの印刷画面での設定・確認方法

OS ブラウザ 印刷画面での設定・確認方法

Windows Chrome

PDFビューアから印刷。「ページに合わせる」のチェックをは
ずす。詳細設定をクリックし用紙サイズを指定。倍率が
100％になっていることを確認し、出力。（100％でなければ、
100％にする）

Mac safari

ブラウザの印刷メニューから、用紙サイズを選択し、プリン
タの機能メニューから印刷品質、用紙の種類などを指定し、
拡大縮小を100％に設定し印刷。
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①まずは印刷アプリをインストールします。
印刷時に表示された「印刷アプリダウンロード」をクリックし、Windows,Mac 各々の手順でインストール。

＜印刷データをダウンロードし印刷アプリから印刷＞

27

印刷アプリダウンロードボタンをクリック



②インストールを完了し、操作画面の「印刷」ボタンをクリックすると、次の画面が表示されるので、
「印刷データをダウンロードし印刷アプリから印刷」 ボタンをクリックします。

③印刷データがダウンロードされるので、保存します。

青い方のボタンをクリック

必要に応じて、名前を変更し、
保存してください。
ファイル形式は「.otdp」です。
このファイルの編集はできません。
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＜お手軽プリント作成データを任意のフォルダ、ファイル名に保存したい場合＞
お手軽プリントWeb版の推奨環境である「Google Chromeブラウザ」での初期設定は

「ダウンロード」フォルダに保存されます。保存先や保存ファイル名を指定する場合は
ブラウザ設定を変更する必要があります。設定方法はこちら

https://www.seiwa-p.co.jp/shop/ote/guide_web.aspx#blowzer
https://www.seiwa-p.co.jp/shop/ote/guide_web.aspx#blowzer


④保存したファイルをダブルクリックして、印刷用アプリを起動します。

⑤印刷専用アプリが起動しますので、プレビューで内容を確認し、問題なければ、印刷ボタンをクリックします。

保存したファイルを
ダブルクリックします。

150×150mm

必要に応じて、プロパティから
設定変更を行ってください。

問題なければ印刷してください。
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1-10 画像に変換する

このボタンを押しても画像に変換できます。

[ファイル]メニューから
[画像に変換]を選んでください。

お手軽プリントで作成したシールやラベルの内容を、画像に変換する機能です。

保存をするボタンを押すと
画像ファイルが出力されます。

出力するファイル形式を指定します。
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1-11 編集エリアの表示を変更する

[全体表示]を押すと、
テンプレート読み込み時の
初期位置を表示します。

編集エリアの全体表示、拡大、縮小を行うことができます。
拡大、縮小は25%単位で行われます。

[拡大]を押すと、
編集エリアが拡大されます。
800%まで拡大できます。

[縮小]を押すと、
編集エリアが縮小されます。
25%まで縮小できます。

編集メニューからも全体表示、拡大、
縮小ができます。
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1-12 用紙を変更する

現在のテンプレートから他のテンプレートに変更を行うことができます。
※保存していない場合、変更が削除されますので、ご注意ください。

[用紙変更]を押すと、

テンプレート変更メニューが
表示されます。

編集メニューからも
用紙変更ができます。

用紙変更時は、
商品番号・キーワードまたは、
カテゴリから選択できます。

[この用紙に変更する]をクリックすると、
用紙が変更されます。
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テンプレート枠表示機能とは、オブジェクトの塗りつぶしや画像の貼りつけによりテンプレートの枠が隠れて
しまった時、確認するのに便利な機能です。テンプレートの枠線を確認したい場合は、テンプレート枠表示
ボタンをクリックしてください。

テンプレート枠表示ボタンを
クリックします。

テンプレートの枠を確認することができます。

1-13 テンプレート枠線を確認する。
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