
昇華染色ソフトウェアは 
色彩の鮮明度を最大化、 
製作ワークフローを単純化。

エントリーレベルの小型店から製作量の多い大型店まで、製作ワークフロー 

管理の改良を望むあらゆる規模の店に理想的。簡単に使えるプロ仕様のカラー 

マネジメントソフトウェアには、ほとんどの昇華ソフトウェアソリューションにはない 

印刷製作ツールが含まれています。Digital Factory  

昇華エディションは、お客様の印刷要件に合わせてデザイン
されており、迅速に簡単にジョブを済ませることが 

可能になります！

ご使用の機器の能力を高める。



全機能をお使いいただける「無償の」試用版を 
CADLINK.COMからダウンロードしてください

業界最先端の 
カラーマネージメントと 
製作ワークフローテクノロジー

完全に目視可能な印刷管理を実現するユーザーエクスペリエンス
設定の簡単な印刷待ち行列ワークフロー。 単純化された単一の待ち行列インターフェースでは即時に数分で印刷が可能。
製作量が増えれば、簡単なカスタムキューステップで待ち行列を付加できます。

カラープロファイルなど 
よく使用されるジョブ 
編集ツールへ直接 
アクセス

中央化された単一の 
ウィンドウディスプ 
レイで、全製作、 
ジョブオーガナイゼー
ションやカラーマネジ 
メントツールに容易に 
アクセスが可能

ジョブの送信には自由に
選択可能なオプションが 
あり、一般使用のデザイ
ンアプリケーション、ドラッ
グ＆ドロップ、インポート
から送るなど、迅速で容易
に付加することが可能。

そして .pdf ファイルイン
ポートもシームレス

印刷待ち行列にある 
全てのジョブが完全に
目視可能なプレ 
ビューで、費用のか 
かる印刷エラーを 
避けることができ、 
高品質な製作が実現

デザインアプリケーションでステップと
繰り返し機能を使用し、複雑なファ 
イルを準備する必要なく、迅速で簡単な
パターンの作成が可能。繰り返し可能で、
繋ぎ目のないパターンが自動的に瞬時に
作成されます！

定期的にオーダーされる製品にはデザ 

インテンプレートを作成し毎週レイアウトに

かかる時間を節約。カスタムテン 
プレート作成ツールで製品サイズ、
印刷可能なデザインやテキストの位置を 

指定。

複雑なサードパーティのデザインアプリを使用する印刷
用ファイルの準備が必要なくなるか、準備の必要性を 

軽減。Digital Factoryは一般的に使用される画像
編集ツールを豊富に搭載。

印刷機を次元に導く。印刷機のパフォーマンスと印刷物
製作を、多くの一般的な印刷機で使用可能なカスタム
ダイレクトドライバーで最適化。お客様の印刷 
機がサポートされていませんか？その場合も標準的な
Windows®ドライバーを使用し、Digital Factoryから
直接印刷、ソフトウェア中の全ての製作ワークフローを
利用することが可能です。

DIGITAL FACTORY昇華エディション、 
機能を限定することなく単純化を可能にしたデザイン

https://www.cadlink.com/product/digital-factory-sublimation-edition/


柔らかい表面にも 
硬質表面にも対応、 
傑出した鮮明な色彩の 
精確な印刷
Digital Factory 昇華エディションは印刷の質を 

最大限に高めるため、高忠実度のカラーマネ
ジメントエンジンと専門家が作成したカラー 

プロファイルを備えています。簡単なカラー
マネジメントで、カラープロファイルの
迅速な変更が容易になり、多様な
インクセットや紙媒体の使用
できる柔軟性を提供し、
全てのマテリアルで 

高品質の印刷を 

可能にしています。

ジョブはホットフォルダーインテ
グレーションを使用して、様々な
印刷待ち行列に分配可能

または、より一層効率的に 
ジョブをソートできる単一 
ルールベースの「スーパー 
ホットフォルダー」を設定

ワークフロー対応の強化と自動化
オンラインで提出されたファイルや、またはローカルネットワーク上で受信されるファイルは自動管理。ジョブは自動にソートされホット 

フォルダーインテグレーションを使用し、様々な印刷待ち行列へ分配されます。自動ジョブソーター (AJS)モジュールを付加し、単一の
ルールベースの「スーパーホットフォルダー」を設定すればジョブをより効率的にソートでき、さらなる自動化ができます。

最適化された 
印刷速度と 
最高質の印刷 

COMPASS を提供 !
究極的なオールインワン学習資料。ヘルプ資料、
ハウツー資料、ビデオなど全てが一か所にアク
セスしやすくまとめられている。

多言語に対応。 
ソフトウェアと学習リソースは８言語対応！



DIGITAL FACTORY昇華エディションは 
必要な機能を全完備

www.cadlink.com

Digital Factoryは、CADlink 
Technology Corporationの 
登録商標です。 

その他すべての商標はそれぞれの
所有者に帰属します。

CADLINKソフトウェア製品シリーズ

一般的な RIPの特徴

• Windows® 10, 8 そして 7 に対応 
(32 & 64 ビット )

• 最適化された印刷パフォーマンス。 
幅広く使用される昇華印刷機に対応のプリン
タードライバーに直接カスタム可能

• Windows プリンタードライバー (GDI)経由で
実質上無制限のプリンターサポート

• 最適化された RIP処理速度 

• 起動から停止までの .pdf ワークフロー 
ファイルに対応 

• デザインアプリケーション (PhotoShop®、
Core®、Illustrator®)からジョブを直接的に 
待ち行列へ送信

• RIPを一度行えば、それ以降は多数を印刷 

• 軟質・硬質マテリアルに合わせたプロ仕様の
カラープロファイルを含む 

• 単純化された印刷レイアウトやデザイン用の 
テンプレーション作成サポート 

• 「Knock out」カラーツール。デザインより、
ホワイト、ブラックの単純化された除去、また
その他のカラー除去

• 待ち行列における自動捕捉
• 品質劣化がない高速印刷モード
• 複数インク/紙媒体のオプション対応
• きわめて迅速な 64-ビットアーキテクチャ
• 最適化された複数のジョブ処理 (RIP スレッ
ディング )

• 簡易化されたナビゲーション； 簡単に使用 
できる待ち行列メニュータブ、ページビュー 
そしてジョブプロパティ

• ジョブプレビューウィンドウ内で選択可能な 
グリッドオプション

• 「画像上へのマウス移動」を用いたジョブへの
瞬時アクセス

• ネットワーク印刷設定をより簡易化するのに 
自動化された TCPIPポート検索

• ジョブのバックアップコピー (.jbkファイル )  
オプションによりジョブを迅速に再印刷可能

• 待ち行列とプリンタパッケージのエキスポート
• ユニコードを用いて全世界の言語に対応
• 4K解像度表示をサポート

カラーマネージメント用ツール類

• 高忠実度、ICCに準拠したカラーマネージ 
メントエンジン (ColorLogic) 

• インク消費量の制御を簡易化
• 画像の緻密な部分 (陰影部、中間諧調部、 
強調表示部 ) 別に完全な色彩曲線制御を実現

• 高度な色補正ツール類インターフェイス
• 色彩調整が簡単
• ICCに準拠したレンダリングマージ用色彩 
調整ウィザード

• 複数の印刷モードと印刷モード無効化へ 
容易にアクセス可能

製作準備用ツール類

• ステップと繰り返し。自動化された繰り返し 
可能なパターンツールで、サードパーティの 
デザインアプリケーションでファイルを準備 
する必要が無くなります

• 目視可能な印刷プレビュー
• 生データプレビュー
• 間隔制御による複数の複写 

 (In-Queue機能 )

• 画像とジョブのトリミング制御 
(In-Queue機能 )

• 画像とジョブの回転制御 
(In-Queue機能 )

• 画像とジョブの模写と反転  
(In-Queue機能 )

• 画像とジョブの任意のサイズへの縮小拡大 
(In-Queue機能 )

• ソフトウェアによる補強処理
• 特殊効果/フィルタ機能 (ディストレス効果、
枠部のディストレス効果、鮮明化をもたらす ) を
内蔵

• 改善された画像解像度向けに更新された
Supersizeフィルタ機能

• ジョブのカラー置換 

• チョークのホワイトアンダーベースへの容易な
適用

• 改善されたテンプレートユーザーインターフェ
イスを用いたテンプレートレイアウトのエキス
ポート

• 画像複写インターフェイス

ジョブの管理とスケジュール調整ツール類

• 独特で単一の目視可能なウィンドウインター
フェイス。ジョブすべてを簡単に管理する中央
ハブ

• 単一の待ち行列で単純化されたインターフェ
イスには、必要に応じて待ち行列の追加が 
可能な待ち行列コピー機能搭載

• 簡単に取り扱える待ち行列設定ウィザード。 
製作用待ち行列の設定が迅速かつ簡単

• ジョブの自動もしくは手動スケジュール調整
• ドラッグ＆ドロップだけでジョブの優先度を 
瞬時に設定可能 

• ジョブの記録保管、履歴、印刷状況および 
ジョブログ

• ジョブの注記
• ホットフォルダーに対応
• Gmailに対応。Gmailを介したモバイルデバ
イスを用いてジョブを直接待ち行列に送信

• 自動製作用のバーコードサポート
• 作成された自動化ホワイトアンダーベースを
伴って印刷ジョブを製作待ち行列に直接 
送信する、Core®、Illustrator®および
Photoshop®向けに機能強化された 
プラグイン。面倒なジョブの準備が不要

• 大量製作オプションを利用可能 (RIP サーバー 
+ 複数の機器に対応、ただし付加費用が加わ
ります )

CADLINK CANADA：
2150 Thurston Drive, 
Suite 101, Ottawa, ON 
K1G 5T9, Canada

電話番号：(613) 247-0850 
販売ホットライン： 
1-800-545-9581

sales@cadlink.com

CADLINK USA：
500 Main Street,  
Clinton, MA  
01510, USA

電話番号：1-800-
545-9581 
販売ホットライン： 
1-800-545-9581

sales@cadlink.com

CADLINK EUROPE：
Intech House,  
Wilbury Way, Hitchin, 
Herts, U.K. SG4 OTW

電話：+44 (0) 1462- 
420222

sales@cadlink.com

システム要件：

CPU  Intel i5-i7  
 2.6-3.0GHz

記憶装置  500 GB SSD 
 または HDD 
 (SSD 推奨 )

RAM  8-12GB

互換 OS：

Windows® 10、8そして 7

SNSでつながりましょう :

デザインと製作のあらゆる
ニーズに応えるシングル 
パッケージ・ソリューション

https://www.cadlink.com
https://www.cadlink.com

