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1.DM発送機能概要 

Edition Pribizの商品にDM対象資材として
登録することで 
 
1. DM差込用のデータをアップロードして、

全数プレビュー可能とします。 
 

2. デザインが固定されたもの、支社や代理店
で背景データをアップロード可能なものな
ど、用途に応じて編集箇所をコントロール
します。 
 

3. DMの宛名部のレイアウト変更や印字項目
の追加に対応します。 
 

4. 代理店からの申請に対し承認フローを標準
で利用できます。 
 

5. DM以外の販促資材、社内資料や帳票の受
発注や配布も一括で管理できます。 
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Edition Pribizの商品にDM資材として登録する 



2.DM対象資材の種類 

DM対象資材として以下のような資材を提供
可能です。 
 
1. 媒体の種類は、はがき、大型はがき、圧着

はがき、大型圧着DMや窓空き封筒の内容
物などサイズやページ数に制限はありませ
ん。 
 

2. 背景デザインは、予め固定のものや、ユー
ザに白紙の状態からデータをアップロード
いただくケースに対応します。 
 

3. DM対象資材を選択すると、選択ダイアロ
グボックスに『DM編集』ボタンが表示さ
れます。 
 

4. 『DM編集』ボタンのクリックで編集ウィ
ザード画面に遷移します。 
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DM編集ボタンを押してDM編集に遷移 
編集後に注文手配を行います 
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3.DM編集ウィザードの流れ 

ウィザードはプログラムの知識が無くても、手順の追加や修正が行えます。 
基本的な流れは下図の通りとなっており、画面の指示に従うだけで簡単にDM記載内容を編集できます。 

差出人や料金印デザインなど
の宛先ごとに変更する必要の
ない項目の入力または選択 
 

オリジナル部分のデザイン
データをアップロード 
 
 

STEP １ STEP 2 

宛名レイアウトを選択 
・そのまま使う 
・元にして編集する 
 

STEP 3 

【宛名データ部】 
宛名レイアウトを元に編集 
・レイアウト部品の移動 
・レイアウト部品の取捨選択 
・フォントの大きさ 

元にして編集する 

【共通データ部】 
宛名レイアウトを元に編集 
・レイアウト部品の移動 
・レイアウト部品の取捨選択 
・フォントの大きさ 

 
完成したデザインを 
マイページに保存※ 

 

そのまま使う 

※発注用データとしてマイページに
一時保存されます 
※注文時に宛名データを差込みます 



4.DM編集ウィザード画面① 

ウィザードの流れに沿って、ブラウザだけでDM記載内容を編集できます。 

差出人返還先：みなとインシュランス株式会社 

〒176-0000 

   東京都港区南麻布1-19 

   みなとビル２F 

TEL 03-1234-5678 FAX 01-1234-5679 

1 2 3 

DM（キッズ・フェスティバル） 

料金収納： 

差出人： 

差出人住所１： 

差出人住所2： 

連絡先： 

料金後納 ▼ □ 

差出人返還先：みなとインシュランス株 

式会社 

〒176-0000  東京都港区南麻布1-19 

みなとビル２F 

TEL 03-1234-5678 FAX 01-1234-5679 

□ 

□ 

□ 

□ 

確認 

宛名エリア 

※ご注意： このテンプレートは、表面、裏面は固定デザ
インです。  
中面の２面は次のステップで編集できます。 

前へ 次へ プレビュー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

保存 キャンセル STEP 

以下の項目を選択または入力してください。 
画面のテンプレートが入力内容によって更新されます。 
入力後にプレビューボタンで編集内容を確認してください。 

■ 表面、裏面の編集 
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本ウィザード画面は、ノンプログラミングで追加、修正が可能です。 

プレビュー画面を見ながら差出人情報など固定の 
情報を入力していきます。 



5.DM編集ウィザード画面② 

オリジナルデザインのアップロードに対応できます。 

1 2 3 

DM（キッズ・フェスティバル） 

素材PDF： □ 

確認 

前へ 次へ プレビュー 保存 キャンセル STEP 

PDFのサイズは、幅194mm x 高さ 142mm 以内が最適です。 
赤色の矩形内が印刷範囲で、用紙に対し3mmの余白が必要です。 

PDFをアップロード 

参照 

アップロード 

■ 中面の編集 

中面の一括アップロードや面毎のアップロードはウィザードで任意に設定できます。 
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6.DM編集ウィザード画面③ 【レイアウトデータの選択】 

用意された複数の宛名レイアウトパタンから選択できます。 

1 2 3 

DM（キッズ・フェスティバル） 

前へ 次へ プレビュー 保存 キャンセル STEP 

■ 宛名レイアウトの選択 

■ DM宛名レイアウト 郵便用Aタイプ 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ① 郵便番号 
② 住所1 
③ 住所2 
④ 氏名 
⑤ カスタマバーコード 
⑥ ラベル番号 
 

他のレイアウトを見る 

▲
 

※ 印刷項目の追加や削除 
移動やサイズ変更も行えます。 

4このレイアウトを元にして編集する 

▲
 

4このレイアウトをそのまま使う 
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7.DM編集ウィザード画面③ ⇒【このレイアウトをそのまま使う】 

選択した宛名レイアウトに対応したエクセルテンプレートを取得できます。 

一旦レイアウトを保存して宛名データを作成します。 
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1 2 3 

DM（キッズ・フェスティバル） 

前へ 次へ プレビュー 保存 キャンセル STEP 

■ 宛名レイアウトの選択 

宛名データ作成用のエクセルをダウンロード 

保存する名前： 

１．レイアウトに名前を付けて、保存してください。 
２．宛名用のエクセルかCSVをダウンロードして、それを編集して宛名データを作成してください。 
３．ご注文時にマイページから、保存したレイアウトを選択して、作成した宛名データをアップロードしてください。 

マイページへ 

宛名データ作成用のCSVをダウンロード 

差出人返還先：みなとインシュランス株式会社 

〒176-0000 

   東京都港区南麻布1-19 

   みなとビル２F 

TEL 03-1234-5678 FAX 01-1234-5679 

10月イベントDM 

P.11 



8.DM編集ウィザード画面③ 【宛名レイアウトを編集する例】 

選択した宛名レイアウトを編集することができます。 

1 2 3 

クルマの保険汎用圧着ハガキV４面  

前へ 次へ プレビュー 保存 キャンセル STEP 

宛名データ 共通データ 

追加 削除 

使用 名称 編集 選択 

郵便番号 a 

住所1 a 

住所2 a 

氏名 a 

管理番号 a 

バーコード a 

アンドゥ リドゥ 

レイアウト画面上で項目を選択して移動したり、フォントの変更ができます。  

詳細設定は、左側の選択した項目の編集アイコンをクリックしてください。 

DM（キッズ・フェスティバル） 

レイアウト上で行える編集は選択と移動のみ 
フォントと文字サイズは変更可 
詳細の設定は左の編集アイコンをクリック 
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9.DM編集ウィザード画面③ 【宛名レイアウトを編集する例】 

宛名部分に固定文言などを記載することもできます。 

1 2 3 前へ 次へ プレビュー 保存 キャンセル STEP 

アンドゥ リドゥ 

レイアウト画面上で項目を選択して移動したり、フォントの変更ができます。  

詳細設定は、左側の選択した項目の編集アイコンをクリックしてください。 

宛名データ 共通データ 

追加 削除 

使用 名称 編集 選択 

問い合わせ先 a 

ナンバリング 

DM（キッズ・フェスティバル） 
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P.11 



10.マイページ 発注データの選択 

完成したデザインの発注データは発注履歴の進捗状況列に「DM一時保存」と表示されています。 
「参照」リンクをクリックすると、宛名のアップロード画面に遷移します。 

宛名アップロード画面へ 
（次ページ） 
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11. 宛名データのアップロード 

「DM一時保存」した発注データを呼び出すと宛名データのアップロードを行う画面に遷移します。 
アップロードした全数のプレビューが可能です。（メールへの一括配信も可能です） 
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DM（キッズ・フェスティバル） 

■ 宛名データのアップロードとプレビュー 

宛名データのアップローﾄﾞ 

宛名データ： 参照 

カートに入れる 

プレビューデータのメール配信 

    プレビュー（ 1/50） ▲
 ▲

 

キャンセル 

差出人返還先：みなとインシュランス株式会社 

〒176-0000 

   東京都港区南麻布1-19 

   みなとビル２F 

TEL 03-1234-5678 FAX 01-1234-5679 

宛名データのアップロードボタンを押すとカート画面に遷移します。 
（次ページ） 
※カート画面で「配送先指定」等の情報を登録します 



12. カート画面（発注申請） 

宛名アップロードするとカートに商品が追加されます 
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DM資材の場合の配送先別数量指定について 
・DM資材の配送先 

1) 局出しにする 
2) 登録済みの配送先（個人管理＆共有管理） 

・ＤＭ資材の数量は宛名件数になります 



13.アップロードする個人情報のセキュリティ対策 

DM発送システムの個人情報フロー 

代理店様 

宛名データ 

東京都 

▼■● 

暗号化してDB格納 

暗号化格納後 
即時廃棄または 
セキュアにアーカイブ 

プログラムが使用時に１件毎に復号化 

ファイルとして存在する時間を最小限に 

暗号化通信による 
アップロード 

出力印刷用データはパスワード保護 
文字データは図形化し抽出不能 

製造管理者 

廃棄チェック 

人為的なファイル参照、DB参照をシステム的に排除します。 
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