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汎用自動レイアウトエンジン
ジェダール マーク2

定評ある自動レイアウトエンジンが更なる進
化を遂げました。
Universal アプリケーションとなった
Adobe InDesign、Adobe Illustrator、
Microsoft Excel に対応し、Intel Mac で
のベストパフォーマンスを発揮。
様々なデータソースを、スタンダードなレイア
ウトアプリケーションに自動組版。
フォーマットレイアウトはもちろん、ページレイ
アウトまでをカバーする高機能。
豊富なコネクションからどれをチョイスするか
はあなた次第。
ジェダールは、多様な制作ワークフローを幅広
くサポートします。
さらに多数の機能強化を実装し、生産性の扉
は . . . 今、次のステージへ。

主な機能強化
・UniversalアプリケーションとなったAdobe InDesign ／ Adobe 
Illustratorに対応。Intel Mac上でのパフォーマンスが飛躍的に向
上しました。
・新たにデータソースとしてMicrosoft Excel とTSV（タブテキス
ト）に対応しました。
・スクリプト実行オプションを実装。自動レイアウト処理中にカス
タムなAppleScriptを実行することが可能になりました。
・UnicodeデータソースからのOpenType異体字流し込みに対応し
ました。
・画像ファイルの検出機能を実装。サブディレクトリ以下の画像
ファイルを自動的に見つけて流し込むことが可能になりました。
・テキスト調整オプションを拡張。変形やサイズ調整を複合的に処
理することが可能になりました。
・画像調整オプションを拡張。%指定、位置合わせ、ボックス変形
が可能になりました。
・テキストのアウトライン化オプションを実装しました。
（QuarkXPressを除く）
・プロジェクトフォルダ外の任意の画像フォルダを指定することが
可能になりました。
・テキスト調整オプションのステップ数を設定することが可能にな
りました。
・ヘッダフッタ文字列にもスタイルを指定することが可能になりま
した。
・ボックスの拡張処理が改善され、他のボックスと連動することが
可能になりました。
・その他、いくつかの新機能を搭載しました。
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機能一覧 

自動レイアウト部
・マスター適用  
・ページヘッダ／フッタ流し込み  
・テンプレート結合／配置  
・データ流し込み（テキスト／画像）  Up!
・データヘッダ／フッタ付加  Up!
・テキスト置換  
・スタイル適用（フィールド／ヘッダ／フッタ）  Up!
・テキスト調整オプション  Up!
　　　（長平体／文字サイズ／複合／ボックス拡張）
・タグ流し込み（InDesignタグ／XPressTag）  
・画像調整オプション  Up!
　　　（倍率／位置／フィット／トリム／ボックス拡張）
・オブジェクト消去  
・ボックス連動  New!

データソース部
・データ読込  Up!
・データ範囲指定  
・データソース設定  Up!
・画像フォルダ指定  New!

テンプレート設計部
・データリンク設定  Up!
・スタイル設定  Up!
・データヘッダ／フッタ設定  Up!
・調整オプション設定  Up!
・タグ流し込み設定（InDesignタグ／XPressTag）  
・オブジェクト消去設定  
・ボックス連動設定  New!
・テンプレート結合／配置設定  Up!
・ページヘッダ／フッタ設定  

その他
・UnicodeベースのOpenType 異体字流し込み  New!
・ページ分割  
・自動保存  Up!
・PDF保存（QuarkXPressを除く）  Up!
・文字のアウトライン化（QuarkXPressを除く）  New!
・画像ファイル自動検出  New!
・HTML書き出し  
・AppleScript 実行  New!
・AppleEvent 稼働  
・ログレポート  

New!：新機能　Up!：機能強化

※機能、仕様等は予告なく変更される場合があります。

販売価格 対応OS／アプリケーション 

OS
・MacOSX 10.3.9～

レイアウトアプリケーション
・Adobe InDesign CS2～
・Adobe Illustrator CS2～
・QuarkXPress 6.5

データソース
・CSV
・TSV（タブテキスト）
・FileMaker Pro 5.5～
・Microsoft Excel 2004～
・MySQL
・PostgreSQL

オープンプライス

製品概要 

豊富なコネクションサポート
データソースとして CSV／ TSV／ FileMaker Pro ／
Microsoft Excel ／ MySQL／ PostgreSQL を利用す
ることが可能です。レイアウトターゲットは Adobe 
InDesign ／ Adobe Illustrator ／ QuarkXPress のスタ
ンダードなアプリケーションに対応しています。さらに
HTML書き出しもサポートします。

Intel Macでのベストパフォーマンス
Universal アプリケーションとなった Adobe InDesign ／
Adobe Illustrator に対応し、Intel Mac 上でのパフォー
マンスが飛躍的に向上しました。

自動レイアウトをカスタマイズ
AppleScript や AppleEvent をサポート。レイアウト中の
様々な場面でスクリプトを実行したり、他のア
プリケーションからイベントを受けてレイアウ
トを実行することが可能です。アイディア次第
でカスタマイズの幅は無限に広がります。

テンプレート群を駆使した
バリエーションレイアウト
台紙と小組等で構成される複数のテンプレートを結合／配
置しながらのレイアウトが可能です。さらにページヘッダ／
フッタ、オブジェクト調整機能をあわせて利用することで、
連続／変動性のあるページ処理を実現します。

定評ある使いやすさと充実の支援機能
データソースやレイアウトターゲットの組み合わせが変わっ
ても、その使い勝手は変わりません。
使い慣れたレイアウトツールの延長として、目的／用途／
媒体に応じて最適なワークフローと作業性を提供します。
また、タグ流し込み、テキスト置換、ページ分割、自動保存、
PDF保存、文字のアウトライン化、画像ファイル自動検出、
ログレポート等、支援機能も充実しています。
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▲ Intel Mac 上でのパフォーマンス比較
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