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OPROARTS Liveデザイナが提供する機能

OPROARTS Live

OPROARTS Connector for kintone

OPROARTS Liveデザイナでは、下記のデザイン・出力機能を提供しています。ご購入のライセンス内容によって、ご利用可能な機
能が決定されます。

Webブラウザ上で動作するデザイナで帳票
レイアウトを設計し、CSV連携で様々なアプ
リケーションから帳票クラウドを利用できる
サービスです。

Webブラウザ上で動作するデザイナで帳票
レイアウトを設計し、サイボウズ社が提供する
「kintone」と連携した帳票クラウドを利用で
きるサービスです。

デザイン
(帳票レイアウト作

成)

マッピング
（CSV定義・
マッピング）

テンプレート管理
コンソール

配備
（サーバへのテンプ
レート配備）

マッピング
（kintone連携
マッピング）

OPROARTS
ID管理

配信方法設定

帳票連携
コード生成
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ご利用イメージ（OPROARTS Live）

OPROARTS

Liveデザイナ TP

TP

配備

テンプレート

Webブラウザでデザイナにアクセス帳票デザイン・
マッピング

HTTP(S) I/F
運用 呼び出しアプリ

・各種クラウドサービス
・社内システム etc.

リクエスト

CSV

CSV

帳票エンジン 帳票出力

利用
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ご利用イメージ（OPROARTS Connector for kintone）
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OPROARTS
デザイナ TP

TP

配備

テンプレート

Webブラウザでデザイナにアクセス帳票デザイン・
項目定義

HTTP(S) I/F
運用

リクエスト

CSV

CSV

帳票出力帳票エンジン

利用

マッピング・
アプリ設定

Connector 
for kintone

利用

Connector 
for kintone

呼出
コード

呼出
コード
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帳票テンプレート デザイン



OPROARTS Liveへのアクセス

kintoneにインストールされた[OPROARTS Connector for kintone]
アプリを開きます。

6

「LAD」レコードを開きます。

アプリ画面中の「スタート」をクリックします。

1

2
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テンプレート管理コンソール

・ヘルプ
・設定
・ログアウト

・新規作成
・名前変更
・削除
・コピー

・マイフォルダ：現在ログインしているUIDで作成したテ
ンプレートが表示されます。

・ユーザフォルダ：同じCIDの、別のUIDで作成したテンプ
レートが表示されます。 CIDが同一の場合、他のUID配下
のテンプレートは全て参照可能となります（参照できない
ようにはできません）。
また、作成元で「共有」の設定がされているテンプレート
については、コピーが可能となります。

・購入済みフォルダ：将来的に、例えば当社で作成したテ
ンプレートをダイレクトにご提供できるようにするといっ
た仕組みを想定したフォルダですが、現在はお使いいただ
けません。
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新規作成

[新規作成] をクリックすると、各タブが表示されます。

[ブランク] タブ
用紙サイズを選択し、白紙の状態のテンプレートを作成します。

[ビジネス] タブ
いくつかのサンプル帳票から選択し、変更して使用することができます。

[サンプル] タブ
フォントやバーコードなどの機能紹介サンプルです。
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[フォーム] タブ
Live for Visualforceのフォームページ用サンプルです。(Salesforce
連携向け)

[メール] タブ
メールテンプレートを作成します。

[エクセル] タブ
エクセルをアップロードして、Live XLS を使用することができます。
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A4縦のブランクテンプレートを作成

ここでは、[ブランク] タブでA4縦を選択します。
連携方法「Connector for kintone」、 出力形式「PDF/OPR」を選択してください。

以下のルールに従って任意のテンプレート名を入力し、[作成] をクリックしてください。
・使用できる文字は、英数字とアンダーバー
・先頭の文字はアルファベットである
・最後の文字がアンダースコアでない
・アンダースコアが2個以上連続していない

[編集] をクリックして、デザイ
ン画面を開きます。
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画面構成

メ
ニュー

コンポーネント
機能ごとのコンポーネン
トのアイコンが表示され
ます。

操作
よく使う操作のアイコン
が一覧表示されます。

プロパティ
「レイアウト」や「選択
中のコンポーネント」の
設定を、確認・編集する
ウィンドウです。

レイアウト
テンプレートのレイアウ
トを作成するウィンドウ
です。

エクスプローラー
レイアウトに配置さ
れたコンポーネント
がツリーで一覧表示
されます。

デザインビュー
ドキュメントデザイ
ンを縮小表示して全
体確認が行えるウィ
ンドウです。
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基本的な操作

機能ごとのコンポーネントを選択、配置し、プロパティを設定するという流れが基本になります。

コンポーネントを選択 配置 プロパティを設定

グリッドスナップについて
レイアウトのプロパティに、[グリッドスナップ] の設定があります。チェックを入れると、コンポーネントのマウス操作時、背景グリッドに位置
がスナップされる機能ですが、「表示」メニューで「補助線」のチェックがついている場合、グリッドスナップは無効になります。
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動的項目とテーブルについて

動的項目
Label、Image、Barcodeでは、データのタイプを「動的」に設定できます。これは、データをkintoneから取得することを意
味します。コンポーネントと、kintone上の項目とのマッピングは、マッピング画面で指定します。

テーブル
1ページ内で、kintoneのテーブルまたは関連レコードを表示したい場合、Dataset Tableを使用します。Dataset 
Tableは、内部に Band（明細行）を持ち、これがレコードの数だけ繰り返して表示されます。
Dataset Tableには、Bandの他に「レポートヘッダ/フッタ」「カラムヘッダ」「グループヘッダ/フッタ」を付加することができます。



1 一度マッピングの設定を行ったテンプレートは、「マッピングの復元」が
可能です。サンプルテンプレートは予め設定がされているため、[はい]
を選択し、マッピングを復元します。
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サンプルテンプレート(見積書2)のマッピング設定概要

テンプレートのマッピングは、5段階に分かれています。

ここでは、サンプルテンプレートの各ステップごとのマッピング

設定をご紹介します。

・1.ページ向けCSV

フィールドを定義

マッピング

・2.DTm向けCSV

フィールドを定義

マッピング

・保存、配備
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「1.ページ向けCSV」の「フィールドの定義」で使用するCSVの定義を指定しています。[追加]や[削除]でフィールドの増減を行うことがで
きます。

2

「1.ページ向けCSV」の「マッピング」で、配置された動的コンポーネントとCSVのマッピングを行います。[データ]に対して、[CSVフィールド]
をドラッグ＆ドロップして指定します。

3

kintoneから取得するデータ
を定義します。

Kintoneのフィールドコード
と同じ名前にしてください。

CSVで一括登録もできます。
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「2.DTm向けCSV」の「フィールドの定義」で、使用するCSVの定義を決定しています。[追加]や[削除]でフィールドの増減を行うことがで
きます。

4

「2.DTm向けCSV」の「マッピング」で、配置された動的コンポーネントとCSVのマッピングを行います。[データ]に対して、[CSVフィールド]
をドラッグ＆ドロップして指定します。

5

「2」と同様です。
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マッピングを完了し、「保存」⇒「配備」を行います。6
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カスタマイズ例

ここでは、画像の表示・条件分岐を付けてフォントプロパティ

情報を変更するなど、カスタマイズの一部を紹介します。

・画像を表示する

・条件によって文字の色を変更する

・用紙サイズの変更やPDFにパスワードを付与する



1画像の表示
画像の表示方法を用途に合わせて指定します。

画像を表示させたい場所に、Imageコンポーネントを配置します。
配置の際に画像の指定ポップアップが表示されるので、用途にあわ
せて指定します。
ここでは「動的」を指定します。

19



使用可能な画像は以下の形式です。
BMP／JPEG／PNG／GIF
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参考

指定内容は以下の通りです。

アップロード ・・・ 選択された画像ファイルをアップロードし、挿入します。

URL ・・・ 外部のサーバに保存されている画像を挿入します。テキストボックスに挿入する画
像のURLを指定してください。

動的 ・・・ kintoneに保存されている画像を挿入します。
使用するフィールドはマッピング画面で指定します。



32 Imageプロパティを編集して保存します。 マッピング画面で画像を格納しているアプリフィールドを選択します。
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縦横比を保持して伸縮
・・・Imageコンポーネントのサイズをは
み出さないよう、縦横比を保持して元画
像を伸縮して表示します。

自動サイズ
・・・元画像のサイズ通りに表示します。
大きいものはレイアウト上からはみ出すこ
とがあります。

枠に合わせて表示
・・・Imageコンポーネントのサイズに合
わせて表示します。コンポーネントと元画
像の縦横比が異なる場合、画像が変形
します。

水平位置=左・垂直位置=上の場合、右図のように
画像が左上方向に詰まって表示されます。



1条件分岐を付けてフォントプロパティ情報を変更
Labelに複数のプロパティ情報を持たせ、条件に合わせて表示を切り替え
ることができます。

これから合計金額が￥1,000以下の明細のみ、金額のフォントカラーと書
体を変えて表示するように設定します。

表示切り替えを行うLabelを選択し、スタイルセットプロパティの[追
加]をクリックします。
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32 スタイル名に分かりやすい名前を付けて、フォントカラーなどを変更し
て保存します。

マッピング画面へ進み、[6th]で前記で付けたスタイル名を選択し、
[条件]に式を記載します。
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分かりやすいように名前を付けま
す。

書体やフォントカラーを変更しま
す。

この場合、合計金額が1000以下の時にスタイル「1000
以下」プロパティ情報を使用して表示されます。



1用紙サイズの変更やPDFにパスワードを付与する
用紙サイズをカスタマイズしたり、ドキュメントにセキュリティ設定をすることが
できます。

無選択時のレイアウトプロパティで、用紙サイズやセキュリティ設定が
可能です。
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定型サイズからカスタムサイズまで対応してい
ます。
カスタムサイズの場合は、高さと幅を指定し
ます。

PDFで出力したときのみサポートされ
ます。

ドキュメントファイルを閉じたときに、ファ
イルを削除します。
OPRで出力したときのみサポートされ
ます。



1 Connectorの設定画面で、マルチテンプレートにするレイアウトを以
下のように設定します。
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複数のレイアウトを連結して表示(マルチテンプレート)

ここでは、複数のレイアウトを連結して出力する方法を紹介

します。

「アプリID」「ボタン名」「操作指示」を同一にし、異
なるテンプレートを指定した場合、1つのボタンから複
数テンプレートをセットで出力します。
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コンポーネント紹介

レイアウト作成に使用するコンポーネント一覧を紹介をしま

す。

詳細は下記ページをご覧ください。

https://s.oproarts.com/help/contents/ja/desi

gner.html#designer_liveff

1 Line・・・ラインを描画します。

スタイルは5種類、向きは6方向を指定でき
ます。



3 Circle・・・円・楕円を描画します。
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2 Rectangle・・・長方形・正方形を描画します。

スタイルが変更できるのはライン幅1pxの場合のみ
です。

スタイルが変更できるのはライン幅1pxの場合のみ
です。
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4 Label・・・テキストを表示します。

ダブルクリックで固定文言編集可能で
す。

静的：固定文言を表示する場合
動的：kintoneからデータ取得する場合

ハイパーリンクの設定が可能です。静的の
場合はテキストボックスにURLを入力しま
す。

5 Image・・・画像を挿入します。
データタイプの指定はP11の参考をご覧ください。

ハイパーリンクの設定が可能です。動的の場
合はマッピング時に項目を指定します。

歪む場合がありま
す。



7 Page Number・・・ページ番号を表示します。ページ番号は、コ
ンポーネントに記述された文字列中の「#」文字部に挿入されます。
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6 Barcode・・・バーコードを挿入します。

静的：固定の内容を表示する場合
動的：kintoneらデータ取得する場合

バーコードの種類の指定や設定をし
ます。

ハイパーリンクの設定が可能
です。

ページ番号の割付方法を指定します。
テンプレート単位：テンプレート毎にページ番号
をカウントします。
ドキュメント単位：ドキュメント毎にページ番号を
カウントします。



8 Total Page Number・・・総ページ数を表示します。総ページ
数は、コンポーネントに記述された文字列中の「#」文字部に挿入さ
れます。
※拡張子OPRで出力したときのみ使用できるコンポーネントです。
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9 Dataset Table(Horizontal Dataset Table)・・・
kintoneのデータとリンクし、バンドを使用してレイアウトにテーブルを
作成します。
Dataset Table：縦方向に明細が伸びる
Horizontal Dataset Table：右方向に明細が伸びる
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1 Dataset Tableは、バンドプロパティでバンドを追加することができま
す。
次項よりバンド別の機能を説明します。

Dataset Tableのバンド解説
Dataset Tableは明細行を表示する場合に必要になるコンポーネントで
す。
レイアウト上に複数のDataset Tableを配置することはできません。

ここでは、 Dataset Tableの各バンドの用途について紹介します。

チェックを入れてバンドが追加し
ます。



2 Band・・・繰り返しり返し領域(明細行)を描画するバンドです。
第2背景色を指定すると、明細行の背景色と交互に表示されます。 [高さの自動調整]にチェックすると、長いデータの場合に明細行の

高さを自動で広げることができます。
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背景色と第2背景色
を交互に表示します。

高さを広げて、長文を途
切れさせずに表示できます。



3 Report Header・・・最初に1度だけ描画されるヘッダです。

[空のヘッダを繰り返す]にチェックすると、改ページ後にヘッダの高さ
分を空けて表示します。
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4 Report Footer・・・最後に1度だけ描画されるフッタです。

[バンドから離れないようにする]にチェックすると、最上部にフッタが表
示されるような場合に、1つ前の明細を引き連れて改ページします。
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P
1

P
2

チェックあり：
1つ前の明細を引き連れ
る

チェックなし：
改ページのタイミングに
よって、フッタが最上部に
来る



5 Report Footerの続きです。
[下部に配置する]にチェックすると、明細数が少ない場合でも空明
細行を繰り返してフッタを最下部に表示します。

[空のフッタを繰り返す]にチェックすると、フッタの高さ分を空けて改
ページします。
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チェックなし：
明細のすぐ下に表
示

チェックあり：
空明細を挿入して、フッ
タを最下部に表示

P
1

P
2



6 Column Header・・・明細行の見出用として描画されるヘッダで
す。 Report Headerの下に表示されます。
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7 Group Header・・・グループ化した情報を描画するヘッダです。
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商品ファミリなど、グループキーとなる項目を指定します。上記の黄色部
分です。

グループフヘッダに動的データを表示する場合は、集計関数で抽出したデータを表
示します。



8 Group Footer・・・グループ化した情報を描画するフッタです。
グループキーの指定方法はGroup Headerと同様です。
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集計関数で、グループキー以外の値を出すことも可能です。(グループフッタ
も同様)



ありがとうございました。
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