
帳票エディタ�
定義サイズ�
定義フォーム�
キーブレイク�
編集・装飾�
バーコード�
貼付オブジェクト�
その他の機能�
�
帳票プロセッサ�
印刷方式�
入力データ形式�
帳票定義入力形式�
出力形式�
帳票ビューア�
印刷方式�
入力データ形式�
帳票定義入力形式�
出力形式�

�
縦横ともに25.4～558.0mm（1.00～22.00inch）までのサイズ　※0.1mm（0.01inch）単位で指定可能です。�
最大4フォーム�
最大16グループ�
各種罫線、網掛け、角丸め、文字装飾、図形作成�
JAN標準／短縮、NW-7、Code3of9、Interleaved2of5、Industrial2of5、UPC-A／E、郵便用（カスタマ）�
BMP、JPEG各画像データ�
・表示編集　・入力レコード件数に応じて、自動的に帳票の段落、改ページを調整　・データ内容の変化に応じた小計／見出し／改ページの自動挿入�
・同一内容データ列の結合表示　・日付／ページ番号／四則演算／集計演算などの各種定義式　・印刷前のプレビュー機能　・ダイレクト印刷機能�
�
帳票出力コマンド／帳票出力API／帳票出力コントロール�
CSV形式などのテキストファイル�
レポート定義ファイル（＜帳票エディタ＞で作成）�
ネットワークプリンタ／共用プリンタ／スタンドアロンプリンタ�
�
帳票出力コマンド／帳票出力API／帳票出力コントロール�
CSV形式などのテキストファイル�
レポート定義ファイル（＜帳票エディタ＞で作成）�
ディスプレイ表示�

�

対応OS�
�

パソコン本体�
メモリ�

ハードディスク�

ディスプレイ�

プリンタ�

Microsoft   Windows   98�
Microsoft   Windows   Me�
Microsoft   WindowsNT   4.0（ServicePack3以上）�
Microsoft   Windows   2000�
富士通FMVシリーズおよびAT互換機�
16MB以上（64MB以上を推奨）�
20MB以上�
※インストール時には、他に作業領域として10MBの空き領域が必要です。�

解像度800×600ピクセル以上（1,024×768ピクセル以上を推奨）�
Windows  に対応しているプリンタ機種�
（バーコード印刷時には、印刷解像度300dpi以上を推奨）�

■ソフトウェア仕様�

■動作環境�
　　　　　　　　 製品名�
RepoAgent Ver2.0�
RepoAgent ライブラリ※ Ver2.0�
RepoAgent ライブラリ Ver2.0 追加1ライセンス�
RepoAgent ライブラリ Ver2.0 追加5ライセンス�
RepoAgent ライブラリ Ver2.0 追加20ライセンス�
RepoAgent ライブラリ Ver2.0 追加100ライセンス�
�
�
�

※帳票プロセッサ、帳票ビューアのランタイムモジュールで構成されています。�

商品番号�
�
�

A2091314

標準価格（税別）��
128,000円�
64,000円�
50,000円�
240,000円�
900,000円�
3,500,000円�

■価格�

■Microsoft、Windows、Windows NT、Visual C++、Visual Basicは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■Windows Meの正式名称は、Microsoft Windows Millennium Edition operating 
system日本語版です。■WindowsNT4.0は、Microsoft WindowsNT Workstation Operating System Version4.0およびMicrosoft WindowsNT Server Network Operating System Version4.0の略です。■Javaは、米国SUN 
Microsystems社の登録商標です。■FMVは、富士通株式会社の登録商標です。■RepoAgentは、株式会社富士通北陸システムズの登録商標です。■その他、本カタログに掲載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商
標です。�

システム構成例�

開発マシン�

運用マシン1

ローカルプリンタ� ネットワークプリンタ�

ネットワークプリンタ�
VPN�
広域LAN�
イントラネット�

共用プリンタ�

プリンタ・サーバ�

運用マシンn

RepoAgent�
帳票プロセッサ�

RepoAgent�
帳票ビューア�

利用者�
アプリケーション�

RepoAgent�
帳票エディタ�

レポート�
定義� LANスイッチ� LANスイッチ�

レポート�
定義ファイル�

株式会社 富士通北陸システムズ�
 〒921-8611 石川県金沢市増泉3-4-30�
 TEL.076-244-9575　FAX.076-241-4590�
お問い合わせ受付時間　毎週月曜日～金曜日　9:00～17:30�
　　　　　 （祝祭日および年末年始の弊社休業日を除く）�

URL：http://www.fjh.fujitsu.com/�

E-Mail：repoagent@fjh.fujitsu.com

●お問い合わせは�

All Right Reserved, Copyright© 2001,2002（株）富士通北陸システムズ�

帳票設計印刷ソフトウェア�

もっと手軽に、もっとスピーディに。�
帳票業務を一気に快適化するRepoAgentソリューション。�



帳票システムの開発が、リードタイム短縮を大きく阻害しています。�
システム開発の負荷軽減は、帳票ソリューションの低コストで効率的な導入から――。�

帳票エディタ ： 各種フォームをビジュアルに定義し、レポート定義ファイルとして保存。�
帳票プロセッサ ： 業務アプリケーションから呼び出し、帳票フォームとデータを合わせ印刷を実行します。�
帳票ビューア ： 高速に帳票を表示するビューア機能を備えています。�

：RepoAgentのコンポーネントプログラム。�

：アプリケーションと連携するインタフェース。コマンド形式、C言語API、ActiveXコントロールをサポート。�

開発フェーズ�

運用フェーズ�

帳票エディタ� 帳票様式定義�
（レポート定義ファイル）�

アプリケーション� 帳票プロセッサ�帳票ビューア�

印刷�
表示�

印刷データ�
（CSV形式等テキストファイル）�
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　日本企業の業務現場には、多彩な帳票類が大量に流通しています。大手

の企業になると、その種類は数千票にのぼることも決して珍しくありません。

これらの帳票に記載されたデータをもとに、各部門のDBが構築され、さまざ

まな決裁が行われ、またその集計作業やマイニング作業によって経営戦略

が練られます。これら独特のフォームにもとづく帳簿・伝票やレポート類の存

在は、海外の電子帳票システムでは補いきれない豊富な要素を内包してい

ます。SCMやEDIといったシステムが、業務現場になかなか根づきにくいの

も、この日本ならではの強固な業務習慣があるからに他なりません。�

�

　RepoAgentは、業務現場で日々 発生するさまざまな帳簿・伝票やレポート

類を、スピーディに作成できる設計・印刷ソフトウェアです。システムの大が

かりな開発を必要とせず、帳票発行ニーズのある事業部や各部門へ、アプ

リケーション感覚で手軽に導入することができます。帳簿・伝票の設計／印

刷作業も、まるで日本語ワープロを操作するようにノンプログラミング環境の

もと、たいへんスムーズに実行できますので、高度なオペーレーション技術

の習得や特別な操作教育は必要ありません。さらに、RepoAgentはエンド

ユーザ志向のため、情報システム部門の開発負荷の軽減はもちろん、導入

後の運用管理もきわめて容易です。また、低コストで導入できるため、TCO

削減を大幅に推進します。�

個々の業務ニーズに合わせ、�
短期導入／早期運用が可能。�

�

帳票システムを業務現場へ導入する場合、「短期開発」と「早期運用」

をいかに実現するかが2大テーマとして起立します。ERPなどの導入

事例をみても、各業務部門ごと帳票システムの追加開発によって、シス

テム構築のカットオーバーが大幅に遅れ、開発コストが大きく膨らんで

いる例は決して珍しくありません。RepoAgentを利用すれば、大がかり

なシステム開発や煩雑なプログラミングがいっさい不要なため、まるでア

プリケーションを導入するように、手軽かつスピーディに帳票システムを

構築することができます。これにより、システム開発にともなうコストや負

荷を大幅に削減し、ビジネスの現場へ短期導入・早期運用を実現します。�

ノンプログラミングで簡単設計、�
＜帳票エディタ＞をサポート。�

�

業務アプリケーションと連携し、�
＜帳票プロセッサ＞で印刷。�

�

ノンプログラミングのワープロの
感覚で、帳票の設計／印刷がと
ても簡単。�

帳票設計印刷ソフトウェア�

低コストによりアプリケーション感覚で、
すばやく手軽に短期導入可能。�

エンドユーザ志向のソフトのため、�
情シス部門の管理負荷を大幅に削減。�

RepoAgentのシステム概要�

RepoAgent

操作の容易性�

導入のしやすさ�

運用管理の手軽さ�

普段、業務で利用しているアプリケーションと連携し、思いどおりの帳票

類を任意のプリンタから出力可能です。RepoAgentの＜帳票プロセッ

サ＞により、業務アプリケーションのデータをテキスト（CSV）形式のファ

イルで取り出し、あらかじめ設計しておいた帳票フォームと合わせてスピー

ド印刷。各種APIをサポートしていますので、アプリケーションとの連携

もスムーズに設定できます。�

帳票の設計は、RepoAgentの＜帳票エディタ＞を利用してノンプログ

ラミング環境のもと、GUIべースによる日本語ワープロの操作感覚で実

行できます。したがって、美しく精細なフォームの設計開発を、特別な

知識やオペーレーション技術がなくても、誰もが手軽に操作可能。バー

コード印刷や画像貼付、多彩な書式や罫線設定、各種演算や集計設

定など高度なレポートライタ機能を、初心者でも容易に活用することが

できます。また、＜帳票エディタ＞で作成した各種フォームは、帳票様

式定義データとして保存され、いつでも再利用できます。これにより、定

型の帳票類を一括して効率的に運用できます。�



「帳票エディタ」によるノンプログラミング設計環境により、�
 業務現場の生産効率が飛躍的に向上します。�

思い描くとおりの帳票を、すばやく設計できます。�

ワープロを操作するように、思い描くとおりの帳票をスピーディに設計でき

ます。GUIベースのビジュアルな設計画面ですので、特別な操作技術

をマスターする必要がなく、誰でも手軽にオペレーション可能です。�

BMP／JPEGの画像データを挿入できます。�

帳票の中に、BMPまたはJPEG形式のオブジェクトファイルを貼付する

ことができます。これにより、企業ロゴマークや社名のロゴタイプなどを挿

入した帳票を印刷できるほか、業務によっては商品写真入りの帳票や

一覧表、社員の顔写真入りのレポートや人事リストなど、さまざまな用途

に活用することができます。�

カラー帳票に対応しています。�

カラーレーザプリンタなどを使い、わかりやすい色分けを施した面装飾

やカラー画像などを含んだ、カラー帳票印刷に対応しています。�

その他、多彩な編集機能をサポートしています。�

受領書�

納品書�

注文書�

請求書�

様式定義ファイルによる�
バリエーション編集�

レポート定義�
ファイル�

罫線、網掛け、角丸め、文字装飾、桁区切り線�

表示編集（カンマ編集、日付編集など）�

入力レコード件数に応じた自動改ページ�

キーブレイク（データ内容の変化）に応じた小計／見出し／改ページの自動挿入�

同一内容データ列の結合表示�

印刷日付／ページ番号／四則演算／集計演算などの各種定義式�

帳票開発のコストを、大幅に削減できます。�

従来の業務システムにおいて、帳票開発に要するコストやリードタイム

は大きな課題でした。RepoAgentを導入すれば、帳票の設計に特別

なプログラミングは必要ありません。ノンプログラミング環境ですので、煩

雑な帳票開発をきわめて短期間で実現し、早期に稼動させることがで

きます。� プレビュー機能で、イメージを確認しながら設計できます。�

帳票の設計段階で、印刷イメージを確認しながら編集をつづけること

ができます。これにより、帳票ユーザへ設計段階からイメージを提示し

て調整編集ができるほか、より正確な帳票開発が可能となります。�

9種類のバーコード印刷に対応しています。�

JAN、NW-7、Code3of9、Interleaved2of5、郵便用など、合計9種類の

バーコード印刷に対応しています。これにより、物流ロジスティクスにおけ

る配送伝票をはじめ、製造業における調達検品票や生産指図票、大

量流通業務における納品票などを、手軽かつ効率的に作成することが

できます。�

帳票フォームの変更や再利用が容易です。�

一度作成した帳票のフォームは、帳票様式定義（レポート定義ファイル）

として保存されますので、いつでも再利用することができます。定期的

に発生する定型帳票や指定伝票をスムーズに発行できるほか、様式の

一部に変更が出た場合でも、手早くスムーズに様式を修正することが

できます。たとえば、納品書・受領書・請求書といった一式の帳票も、様

式のバリエーション編集で簡単に作成可能です。�
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「帳票プロセッサ」、「帳票ビューア」と業務アプリケーションとの連携が、�
 快適な出力環境を創造します。�

日本のビジネス帳票に求められる�
高度な表現力と、�
強力な編集機能をサポートしています。�

見積書�業務パソコン�

プラットフォームを問わず、�
どのような業務アプリケーションにも対応�

RepoAgent

RepoAgent

RepoAgentCSV等�
テキストデータ�

LAN

共用プリンタ�

ネットワークプリンタ�ローカルプリンタ�

システム負荷のかからないコンパクトな設計です。�

帳票出力機能を組み込むために、大きなプログラムを設定する必要は

ありません。コンパクトな＜帳票プロセッサ＞をインストールするだけで、

快適な帳票印刷環境が実現できます。プリンタの機種や接続方法など

も、Microsoft  Windows  対応であればそのまま利用可能です。�

CSV形式など汎用的なデータフォーマットを採用しています。�

帳票内に表示するデータは、テキストベースの汎用的なCSVフォーマッ

トファイルを利用できます。したがって、DB設定などをする必要がないほ

か、お使いの業務アプリケーションの種類やOSなどプラットフォームの違

いを問わず、RepoAgentをあらゆるシステム環境に適応可能です。�

多彩な帳票類の作成はもちろん、企業内で流通する営業日誌や出張

報告書、旅費精算書、稟議書、売上予測試算表、財務報告書といった、

統一フォーマットの必要なさまざまなレポート類の作成も容易に行えるな

ど、強力なレポートライタ機能も備えています。�

データ表示にはUnicodeをサポートしています。�

帳票に表示されるデータのエンコーデング形式は、一般的なシフトJISだけ

でなく、UTF-8やUCS-2などUnicodeもサポートしています。企業のオープ

ンシステム環境に適応するほか、多彩な文字の表示形態が混在する業

務アプリケーションにも、文字化けなどを起こさずスムーズに対応できます。�

業務のシステム環境に最適な出力設定が可能です。�

従来、業務アプリケーションで帳票印刷を行うには、専門の技術者によ

る膨大なプログラミングを必要としました。RepoAgentの＜帳票プロセッ

サ＞を利用すれば、ユーザが日ごろ使い慣れている業務アプリケーショ

ンから簡単なAPIを呼び出すだけで、複雑なAPIを習得する必要もなく、

スムーズかつスピーディに帳票を印刷することができます。また、Javaに

も対応していますので、Webシステム環境における帳票印刷も可能です。�

●対応するアプリケーション開発言語�
Visual C++／Visual Basic／VBScript／Java＊�
＊Java環境からは、JNI機能を利用します。�

多様な印刷形態に対応しています。�

RepoAgentは、＜帳票ビューア＞から手動操作で帳票出力を行えるダ

イレクト印刷をはじめ、＜帳票プロセッサ＞を利用する多彩な出力形態

に対応しています。�

●帳票出力コマンドによる印刷�
バッチファイルによる自動／連続出力や、業務アプリケーションのコマン

ド画面からの印刷指示が行えます。�

●帳票出力APIによる印刷�
C言語などで記述された帳票出力APIを利用して、業務アプリケーショ

ンとの連携出力が可能です。�

●帳票出力コントロールによる印刷�
Visual Basicなどで記述された業務アプリケーションと連携し、作成し

た帳票を印刷することができます。�

取引帳票…注文書、納品書、請求書、受領書、伝票類、各種レシートなど�

社内帳票…給与明細書、旅費精算書、各種報告書など�

一覧表…資産一覧表、売上一覧表、在庫一覧表、得意先リスト、仕入調達リストなど�

ラベル…バーコード入りの配送伝票、検品票、宛名ラベル、製造指図書など�
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バーコード�
JAN、Code3of9、郵便用、�
Industrial2of5など9種類�

各種定義式�
集計演算、四則演算�

データ件数、�
内容変化に応じた帳票制御�
自動改ページ、改カラム、�
ヘッダ／フッダ挿入など�

各種変数�
ページ番号、全ページ番号、�
詳細番号など6種類�

網がけ�
7種類の面修飾パターン�

罫線�
実線、点線、二重線など6種類の線パターン�

表示編集�
カンマ編集、日付パターンなど�

文字修飾�
縦書き、均等配置、下線など�

角丸め�

あらゆる印刷環境に対応�

アプリケーション� 帳票プロセッサ�

帳票出力コマンド�

帳票出力API

帳票出力コントロール�

高速に帳票を表示するビューア機能を備えています。�

各種アプリケーションと連携＊し、テキスト（CSV）形式のデータファイルと

帳票の各種フォームを合わせ、リアルなイメージで高速表示する＜帳票

ビューア＞を備えています。これにより、プリンタに印刷することなく、帳票

のイメージをすばやく確認することができます。また、＜帳票ビューア＞

からプリンタへの直接出力も可能ですので、印刷ミスを防止できます。�

＊各種アプリケーションとのインタフェースは、コマンド形式やC言語API、ActiveXコントロールをサポートしています。�


