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簡単・多機能・安心サポート

for Windows®

さまざまな業種の帳票に対応!
●申請書や入札書、伝票類の手書きの手間を解消し、きれいに出力。
●あらゆる業種の定型文書をワープロ感覚で作成できます。

①指定伝票を用意して ②スキャナーでパソコンに
　取り込んで

③文字を入力して ④印刷して出来上がり!!
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このカタログの記載内容は、2017年1月現在のものです。

●お問い合せ・ご用命は…

http://businessone.ecgo.jp/page0105.html
以下URLにて動画による機能紹介を行っております。

LANベースでのデータ共有が可能
※インストール台数分のライセンスが必要です。
※P2P環境でのデータ共有となります。

※データ共有の
　イメージです。

フォーム名人ReBo 検　索

フォーム名人ReBo仕様

フォーム名人ReBo 仕様

システム構成
①パソコン+複合機+ドットプリンタ

②パソコン+TWAIN対応スキャナ+プリンタ

WIndows PC

WIndows PC

複合機

ドットプリンタ

イメージスキャナ ドットプリンタ レーザープリンタ カラープリンタ

■印刷可能領域
　最大A3サイズ横置き
■スキャナ読み取り
　最大A3サイズ

■印刷可能領域
　最大A3サイズ横置き
■スキャナ読み取り範囲
　サイズ最大A3サイズ

フォーム名人ReBo+／REALドロー仕様
対 応 O S

ス キ ャ ナ

プ リ ン タ

パソコン本体

文 字 入 力
文字の縦書き入力
表作成機能
マーク機能
図 形 機 能
O C R 機 能
計 算 機 能
他 ア プ リ の
デ ータ 利 用
イメージ貼付け

Windows 7(32bit／64bit)
Windows 8(32bit／64bit)
Windows 10(32bit／64bit)
32bitTWAIN対応スキャナ
読み込みサイズと解像度の上限の目安
・A0-200dpi
・A1-400dpi
・A2-500dpi
・A3-600dpi
・A4-600dpi
・B1-200dpi
・B2-400dpi
・B3-600dpi
・B4-600dpi
Windows対応プリンタ
レーザー・インクジェット・ドットインパクト
※使用する用紙の厚さ・紙質に対応し、安定した給紙ができる機種
CPU:Intel Celeron Processor 400MHz以上を推奨
RAM:256MB以上を推奨
インストールに必要なHD空き領域:100MB
ディスプレイ解像度:1024×768以上を推奨

直接入力・フィールド入力
対応
行数・列数指定可、セルの結合可能、オートフィル可
フィールドに対して取り消し線・斜線・○囲みマーク等を設定可能
あり(罫線の描画に利用する事も可能)、描画の任意回転可能。
スキャニングしたイメージ上の文字・罫線の認識
四則計算・文字の転記・リストからの計算式の選択可能
CSV・TXTファイルの差し込み機能
マスタ参照機能
スキャナ・任意の画像ファイル(JPG・TIF・BMP)を貼り付け可能

基点位置補正
印刷可能データ
連続帳票対応

P D F 出 力

フォーム名人
ReBo

フォーム名人
ReBo+

0.1mm単位　　　　 累積誤差補正　  　　0.1mm単位
背景イメージ・テキスト・図形・貼付けイメージ
プリンタに依存　　    複写伝票対応　　　  プリンタに依存

フォーム、文書単位でPDF出力可能
出力したPDFファイルの使用には別途Adobe Acrobat 5.0以上
またはAdobe Acrobat Reader 5.0以上が必要

フォーム作成／編集／管理機能
文書作成／編集／管理機能　PDF出力機能
イメージ(bmp)／CSVデータ出力機能
作図／QRコード作成機能
表作成／四則演算／串刺し計算機能(串刺し計算:複数の異なる
書式のフィールドを指定して計算する機能)
フォーム名人ReBoデータコンバート機能　リアラインズデータコ
ンバート機能
フォーム作成／編集／管理機能
文書作成／編集／管理機能　PDF出力機能
イメージ(bmp)／CSVデータ出力機能
作図／QRコード作成機能
表作成／四則演算／串刺し計算機能(串刺し計算:複数の異なる)
書式のフィールドを指定して計算する機能)
フォーム名人ReBoデータコンバート機能 リアラインズデータコンバート機能

+
フォーム名人REALドロー機能
(各種簡易面図を効率的に編集・作成できるドローイングシステムです)

対 応 O S

パソコン本体

プ リ ン タ

イメージの編集
描 画
オブジェクト
描 画 補 助

記 号
縮 尺
他ファイルの取り込み
ページ設定
印 刷
作業状態の一時保存
画像イメージの保存

Windows 7(32bit／64bit)
Windows 8(32bit／64bit)
Windows 10(32bit／64bit)
CPU:Intel Celeron PRocessor 400MHz以上を推奨
RAM:256MB以上を推奨
インストールに必要なHD空き領域:100MB
ディスプレイ解像度:1024×768以上を推奨
OKI MICROLINE 8480SU2-R/ OKI MICROLINE 6300FBを
含む当社指定のプリンタ及び上記OSで正常に印刷可能なもの
※使用される伝票の種類、使用環境、機種等により印字品質や給
紙精度に差異が生じる場合があります。ご利用になられる前にプ
リンタメーカーにご確認下さい。
傾き修正、変倍(任意倍率)、消去(短形外、短形内)、ノイズ、絹掛け除去
直線、二重線、連続線、円、楕円、四角形、多角形、扇形、円弧、連続
曲線、引出線、寸法線、特殊線(道路・堅線)、文字列(任意、数値入力)
グループ化、回転(90度単位、任意角度)、隠線処理、スナップ、グ
リッド(縦、横、30度・45度)の作成、ユーザー線種(10種類)の設定、
レイヤの設定・複数レイヤの同時編集・複数レイヤの合成、消しゴ
ム、図形塗りつぶしの透過、間取り認識、(簡易)縦断面図作成
新規登録、縮尺連動、回転の基点を認定、記号一覧の印刷
1/1～1/1000まで任意に設定、図形の実寸、原寸表示
DXF(R12形式までの対応)、Windowsメタファイルの取り込み
A1、A2、A3、A4、A5、B2、B3、B4、B5、はがき、ユーザー定義サイズ(10mm～1.682mm)
印刷位置の調整(左・右・上・下)、分割印刷可能
編集中の作業状態を一時保存し復帰可能
フォーム名人REAL形式の他、BMP、JPG、TIFF形式で保存

※Windows／ExcelはMicrosoft corporation米国及びその他の国における登録商標です。
※OKI(6300FB／8480SU2-Rの正式名和尚:MICROLINE6300FB／MICROLINE8480SU2-R)は沖電気工業株式会社の登録商標です。
※PDFはAdobe Systems Incorporatedの登録商標です。
※その他記載の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。
※本カタログの仕様や記載内容は予告なしに変更する場合があります。詳しい性能・機能・仕様・価格・制約条件等については、販売会社もしくは製品開発元へお問い合わせ下さい。弊社はお
　客様に生じた直接又は間接的損害及び第三者からお客様に対してなされる不正行為、債務不屈行、契約責任、不当利益を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承下さい。

フォーム・文書作成機能

印刷機能

PDF出力機能

フォーム名人ReBo製品別主要機能

※

※ドットプリンタでの可能領域は機種によって異なります。
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これまで費やしていた
面倒な手間や書き損じも解消でき、

文書作成の効率が大幅にアップします。

書類の作成書類の作成

素早い操作性能素早い操作性能

定型書類のフォーマットを
呼び出します。

パソコンから複合機へ指定のフォーマットで文書を美しくプリントアウトできます。

記入作業が発生したときは、保存してある定型書類フォー
マットデータを呼び出します。

データを入力します。
カーソルを記入領域に合わせ
て、文字や図形を紙に手書きす
るように入力します。よく使う
データはマスター登録し、参照画
面から選択することも可能です。

印刷します。
指定の用紙をプリンタ(複合機のプリンタ機能)にセットし
印刷を実行すれば、きれいな文字でプリントアウトされま
す。また、白紙に背景フォームごと印刷することも可能です。

〈異なる複数書式間の計算も簡単に行えます〉
複数ページの任意の数値領域について、合計や平均を算出できます。各
ページの小計をすべて計算するときなどに便利です。

複合機からパソコンへ定型書類の書式をそのまま画像データに変換します。

官公庁向けの提出書類、申請書、請求書…。
手書きが必要なこれらの文書も「フォーム名人ReBo」なら、

パソコンを使ってラクラク作成することが可能です。

定型フォームの登録定型フォームの登録

定型書類のフォーマットの保存定型書類のフォーマットの保存

定型書類のフォーマットを
複合機スキャナで読み込みます。
書類読み込み時に発生する「傾き」や「ごみ」についても、自
動的に(手動でも可能)補正と除去を行います。

文字の入力位置など
各種の設定を行います。
記入領域が自動的に判断されます。文字入力位置、フォント、
大きさ、計算式等の設定を行います。設定はすべて記憶され
るので、次回以降は改めて設定を行う必要がありません。

読み込んだ定型書類の
フォーマットを保存します。
複数のフォームをひとつの文書として保存・管理すること
が可能です。文字入力を行えば、登録したフォーマットの書
類を作成することができます。
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あらゆる定型文書をパソコンでラクラク作成。
「フォーム名人ReBo」で

文書業務が大きく変わります。

書類に合わせてきめ細かく設定書類に合わせてきめ細かく設定

設定と操作設定と操作

文字の設定が自由自在
入力フィールドごとにフォントやサイズの設定を簡単に行う事が
できます。入力する欄に合わせて文字間隔・行間隔も設定する事
ができるので手書き用書類にきれいなパソコンの文字での印刷
が可能です。（文字間・行間は1ドット単位で設定できます。）

作画･罫線・表作成機能を搭載
背景データの罫線や、簡単な作画を行う事ができます。表作成
機能では行数・列数を指定し簡単に表作成が行えます。セルの
結合も可能ですから複雑な帳票フォームの作成に効果を発揮
します。後から行や列を挿入する事も簡単にできます。

オンライン認証機能
ＰＣの普及に伴いライセンスの概念を従来のインストール制
から同時起動数制へ変更致しました。

PDF取込機能
PDFデータを背景として一括して取り込む事が可能となり
ました。〔モノクロ〕で柄が無いPDFでしたら、一部修正も可
能！表機能と組み合わせてPDFデータへの追加書き込みと
して活用も可能です。

データベースファイル参照機能
Microsoft Excelなどで作成した顧客住所一覧や商品一覧などの
データをCSVファイルで保存し、フォーム名人ReBoで作成した伝票
への入力時にマスタデータとして使用する事ができます。設定した
フィールドをクリックするだけで参照画面が開きますので、入力した
い情報を指定するだけで入力できます。

CSV・テキストファイル読み込み機能
フォーム名人ReBoで作成したはがき、送り状などのフォー
ムデータに、他のアプリケーションで作成したCSV・TXT形
式のファイルを読み込んで、連続印刷する事ができます。他
ソフトのデータを有効活用でき、効率をアップします。

スキャンtoフォルダ機能
使い慣れている複合機で設定してある、スキャナデータの格納先
フォルダを指定する事で、そのフォルダ内に新たなデータが追加さ
れたら、背景として取り込む機能が起動します。

細かい印刷調整とプリンタ設定の記憶が可能
作成したフォームデータを指定書類へ正確にあて打ち印刷
するために、0.1mm単位の印字位置の調整が可能です。ス
キャナとプリンタとの誤差による微妙な拡大・縮小の設定も
可能です。スキャナから読み込んだ背景イメージと入力した
データを合わせて、白紙の用紙へ印刷する事もできます。

※フォームごとにプリンター名・
用紙サイズ・給紙方法を記憶
する事ができます。

＜最新製品＞1ライセンスの場合
《条件》
※1：インターネット接続環境が

必須となります。
※2：同時起動は保有ライセンス

数になります。

＜従来＞1ライセンスの場合

文字の直接入力が可能
入力フィールドを作成していなくても、任意の位置をマウスでク
リックするだけで文字の入力を行う事が可能なため、スピー
ディーに帳票作成が行えます。

四則計算・文字の転記機能
相手先指定の見積書や請求書などの場合、フィールドに入力され
た数値データを元に自動計算を行わせる事ができます。（桁指定
の切り上げ／切り捨て／四捨五入可）複数のページにまたがる計
算も可能です。また、あるフィールドに入力された文字を別のフィー
ルドへもコピーする転記機能により入力作業を効率アップします。

書類A 書類B

入力文字の
自動転記

PDF

：インストールOK
：インストールNG

：インストールOK
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※2：同時起動は保有ライセンス
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＜従来＞1ライセンスの場合
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入力フィールドを作成していなくても、任意の位置をマウスでク
リックするだけで文字の入力を行う事が可能なため、スピー
ディーに帳票作成が行えます。

四則計算・文字の転記機能
相手先指定の見積書や請求書などの場合、フィールドに入力され
た数値データを元に自動計算を行わせる事ができます。（桁指定
の切り上げ／切り捨て／四捨五入可）複数のページにまたがる計
算も可能です。また、あるフィールドに入力された文字を別のフィー
ルドへもコピーする転記機能により入力作業を効率アップします。
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入力文字の
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：インストールNG

：インストールOK



〔チェーンストア伝票〕

〔送り状〕

〔ラベル〕 〔封筒〕 〔見積書〕

さまざまな帳票に対応し、
美しい書類作成を実現します。

フォーム名人ReBo操作はカンタン、そして、スピーディー。
さまざまな充実機能が
多彩な活用を実現。

充実機能でカンタン操作充実機能でカンタン操作 色々な業種の書類へ対応色々な業種の書類へ対応

設定と操作設定と操作 建設業・不動産業等建設業・不動産業等

一般企業・個人事業者一般企業・個人事業者

PDFファイル出力機能
作成したフォーム、文書データをPDF形式での保存が可能とな
りました。Webやメールでの配信において標準のフォーマット
であるPDF形式で出力する事で、取引先がフォーム名人ReBo
を未導入の場合でもデータの閲覧、印刷が可能となります。

■伝票から届け出用紙まで
各種届け出用紙、申請書、取引先の専用伝票に美しい文字で、正しい位置
に印刷することができます。

■複写伝票にも対応
インパクト式のプリンタに接続すれば、複写式の伝票でも同様にプリントア
ウトすることができます。

■専用用紙は不要
スキャナで読み込んだ定型用紙の書式を保存することができるので、用紙
を保管したり使用時にコピーする必要もありません。

■大量出力もスピーディー
CSV形式ファイルでデータを転送すれば、大量の印刷もすばやく行えます。

画像ファイルの貼り付け機能
BMP、TIFF、WMF、JPEGのデータを任意のフィールドへ貼り
付ける事ができます。他のアプリケーションからドラッグ&ドロッ
プでフォーム名人ReBoのフィールドへ貼り付けも可能です。

チェックマーク機能
文字の入力だけでなく、チェックマーク（丸囲み／取り消し線／
網掛け）をフィールドに対して入力する事ができます。マークは
あらかじめ用意されており、マウスでカンタンに選択するだけで
フィールドへ入力されます。マーク入力の多い書類に便利です。

登録フォーム・文書の管理
作成したフォーム・文書は指定したフォルダに保存されます。
フォームや文書を使用用途や、種類別に細かく分類して保
存する事が出来ます。また、必要なデータを名前・情報・テキ
スト・日付で検索頂けます。

図面作成・描画機能（オプション機能）
ドロー機能を使うと、文字だけでなく図形を描きたい所に描
画する事が可能です。

罫線トレース・活字OCR機能
スキャナで読み込んだ罫線や文字をOCR処理し、きれいな
パソコンの文字と線に置き換える事ができます。白紙の用
紙へ背景ごと印刷する場合に非常に便利な機能です。

※出力したPDFファイルをパソコンの画面に表示するためには、別途Adobe 
Acrobat5.0以上またはAcrobat Reader5.0以上が必要です。

傾き・画像の乱れ きれいに修正

フォーム
名人ReBo

PDF
ファイル
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配信

Eメールで
配信

〔建設用
 マニフェスト〕

〔直行用
 マニフェスト〕

〔納品書〕 〔工事経歴書〕

〔得意先
 請求書〕

〔代価表〕

〔協力会社編成表〕

〔土地報酬
 計算書〕

〔重要事項
  説明書〕
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