


What’s New in Print Portal 
for BarTender 2021



Agenda

▸ Print Portalとは

▸ New Print Portal User Interfaceとカスタマイズ

▸ 参照フォルダの設定

▸ Print Portalでのラベル表示レイアウト:ソート機能

▸ Internet Printing and the Client Print Service

▸ Print Portalへのアクセス権限

▸ Librarian Documents と Print Portalの統合機能



▸ 様々なブラウザを通してWebServer 上に

保存されているラベルを参照し印刷できます

▸ クライアント端末のプリンタに印刷可能

▸ PDFプリンタへの印刷

▸ 堅牢なセキュリティ

▸ ラベルのワークフローの認証

Print Portalとは
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ホーム 画面
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管理設定

▸管理設定をクリックします



管理設定:ルートフォルダ

▸画面左下の＋を押下すると新しい
フォルダを追加できます

▸右画面の詳細で*.btwファイルが保
存されているパス指定します

▸ファイルフィルタは*.btwとしておくと
フォルダ内のすべてのラベルファイルが
表示されます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を
押下してください



管理設定:クライアント印刷

▸クライアントのプリンタへ印刷する際は
こちらにチェックを入れます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を
押下してください



管理設定:詳細

▸クライアントのプリンタへ印刷する際は
こちらにチェックを入れます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を
押下してください



管理設定:ブランディング
▸お客様の会社のロゴ設定

▸お客様の会社のカラーに合わせて
WebSiteのデザインを変更できます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を
押下してください



印刷

▸初回利用時Client Print Serviceを言
インストールする必要があります



Librarianとの統合：リビジョンの比較

▸Librarianフォルダを参照フォルダ
に追加します

▸表示を詳細にします

▸ラベルの右側のアイコンをクリッ
クします

▸リビジョンの履歴を選択します



Librarianとの統合：リビジョンの比較

▸Librarianフォルダを参照フォルダ
に追加します

▸表示を詳細にします

▸ラベルの右側のアイコンをクリッ
クします



Librarianとの統合：リビジョンの比較

▸リビジョンの比較をクリックしま
す

▸今回はバージョン３とバージョン
１を比較します



Librarianとの統合：リビジョンの比較
▸バージョン３とバージョン１の差
分が赤く表示されます



What’s New Librarian for 
BarTender 2021



Agenda
▸ Librarianの概要

▸ 履歴管理

▸ BarTender2021の新しいワークフロー

▸ ビジュアル/プロセスフローベースの設計と制御

▸ 簡単なワークフローマップによりファイルアクセス権を

制御します

▸ カスタマイズ可能なファイルの状態と遷移

▸ ファイル毎にアクセス権の制御

▸ 複数のワークフローを作成しそれぞれを任意のフォルダに指定

▸ ワークフローのステータス変更時にメール通知機能

▸ プリントポータルを通してのステータスの承認機能



ラベルの履歴管理 – 概要
▸ラベルの履歴の管理

▸ラベルファイル、（その他ラベルと
紐づくDBファイルなども）
Librarianを利用して一元管理
可能

▸データはBarTenderのシステム
データベースに保存されます

▸右クリック＞追加
よりファイルを追加できます



ラベルの履歴管理 – 過去の履歴の参照
▸AIAG_B-3.btwを選択する

▸画面下に過去のバージョン履歴
が表示されます

▸選択したバージョンのラベルのイ
メージが右側に表示されます



ラベルの履歴管理 – 過去のバージョンに戻す
▸こちらのラベルの最新バージョンは

３ですが過去のバージョンを選択
し右クリック＞ロールバックすること
により、以前のバージョンに簡単
に戻すことができます



ワークフロー : 概要

▸お客様の環境に合わせてワークフローを作成、設定い
ただけます

▸ドキュメントの作成/変更/仕様を制御

▸複数のドキュメントバージョンの追跡

▸生産前に確認と承認を要求することにより、エラー
ラベルのリリースの制御

▸デザイナーがラベルを作成

▸管理者がラベルをチェックし、問題があれば赤の⇒に従
いデザイナに差し戻しします

▸管理者が承認する

▸Print Station, Print Portal, Integrationで印刷
可能となる

例えば：左の承認ワークフロー



ワークフロー : 電子メール設定

Administration Consoleの電子メールの設定をしておくことにより、ワークフローのステータスが
変更された際に指定したメールアドレスに通知をすることができます



ワークフローの作成

▸ワークフローの新規作成画面表示
されます

▸今回は承認を選択します



ワークフローの作成

▸ワークフローの新規作成画面表示
されます

▸今回は承認を選択します



ワークフローの作成

Design, Review, Production および矢印に各種設定を行います

※今回紹介するワークフローではProducitonの状態のみ運用として設定（公開済み）をチェックありとします



ワークフローの作成

Review, Production および矢印に各種設

※今回紹介するワークフローではProductionの状態のみ運用として設定（公開済み）をチェックありとします

▸ReviewではReview権限に割り
当てられたメンバー全員が承認する
か特定の人数が承認することにより
次のワークフローステータスに遷移で
きるように設定できます



ワークフローの公開
▸ワークフローが未公開となって

いますので公開とします



ワークフロールールの設定
▸ワークフロールールをクリックし

ます

▸ワークフロールールの作成画
面が表示されますので新規を
クリックします



ワークフロールールの設定
▸ワークフローは複数作成でき

Librarian内のフォルダ毎に適した
ワークフローを設定できます

▸今回はLibrarian内のDemo2に
Demo2ワークフローを設定します

▸設定が完了しましたらワークフロー
ルールを公開します



Print Portal とLibrarianの
統合機能

What’s New Librarian for 
BarTender 2021



Print PortalとLibrarianの統合設定
▸Administration

ConsoleのLibrarianのセッ
トアップ内のその他オプション
にPrint PortalのURLを登
録します



リビジョンの比較

▸Librarianフォルダを参照フォルダに追
加します

▸表示を詳細にします

▸ラベルの右側のアイコンをクリックします

▸リビジョンの履歴を選択します



リビジョンの比較

▸Librarianフォルダを参照フォルダに追
加します

▸表示を詳細にします

▸ラベルの右側のアイコンをクリックします



リビジョンの比較

▸Librarianフォルダを参照フォルダに追
加します

▸表示を詳細にします

▸ラベルの右側のアイコンをクリックします



リビジョンの比較

▸リビジョンの比較をクリックします

▸今回はバージョン３とバージョン１を比
較します



リビジョンの比較
▸バージョン３とバージョン１の差分が赤く

表示されます



Printo Portalからのワークフロー承認

▸ワークフローの承認のメール設定
を行います

▸今回はReview状態になった際
に通知するメールの設定を行いま
す



Print Portalからのワークフロー承認

▸挿入タブをクリックします

▸変数ボタンをクリックします

▸今回は下記を利用します

▸ %WorkflowApprovalPortalButton

▸ %WorkflowApprovalActionButtons%



Print Portalからのワークフロー承認

メール内のレビューして[承認]をクリック Approveにチェックを入れ[送信]をクリック



Print Portalからのワークフロー承認

状態がProductionとなります




