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本書の読みかた 
本書では、次のアイコンを使用して説明しています。 

 記号の意味 
 
 

操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。 

  参照先を示します。（本文） 

ご注意 操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。 
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1. システム概要 
 
 
作成した POP（ポップ）データは MFP（デジタルカラー複合機）に送信して印刷することができます。 
 
本ソフトウェアの動作に必要なスマートフォンやMFPのほかに、SmaPOPがインストールされている
PC に商品マスタ情報を参照するための東芝テック製ストアシステム “PrimeStore” （ストアコン
ピュータ）を接続することができます。 
さらに、テンプレートデータは標準で内蔵されているデータのほかに、外部からインストールすること
もできます。（「3.3 テンプレートデータの格納場所」を参照してください。） 
 

 

ご注意： ・ PrimeStoreの運用や接続の設定については、弊社のサービス担当にお問い合わせくださ
い。 

 ・ SmaPOPをインストールした PCは、毎日電源のオン、オフを行ってください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 台の SmaPOP がインストールされた PCに対して、同時に 10 台※のスマートフォン
までアクセスすることができます。 
※： 10台を超えて同時にアクセスした場合は、動作保証はできません。 

 

SmaPOP設定画面 
操作用 PC 

デジタルカラー複合機 

Prime Store 

スマートフォン 

SamPOP サーバー用 PC 
（SmaPOPがインストールされている PC） 無線ルーター 

サーバー 

ストアコンピュータ 
商品データベース 
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1.1 スマートフォン 動作環境 
 OS 

- Android 7、Android 8 
- iOS11、iOS12 
 

 Webブラウザ 
- Android： Google Chrome（バージョン 58以上） 
- iPhone： Safari（バージョンは iOSに準ずる） 

 

 推奨スペック※ 
- Android： CPU：ARMv8系 1.25GHz クアッドコア（MediaTek MT6737M相当）以上 
 RAM: 2GB 以上 
 画面サイズ : 1280x720 Pixel以上 

- iOS： iPhone6s、iPhone7 以降 
※：一部のスマートフォンでご利用できない場合があります。 
 

 

1.2 SmaPOPサーバー用 PC 動作環境 
SmaPOPサーバー用 PC（SmaPOPがインストールされている PC）は、以下の OSと性能が必要です。 

 
 OS 

Windows10 Professional 64bit Creators Update版 日本語版 
 

ご注意： SmaPOP がインストールされたPC のWindows のタイムゾーンは、「(UTC+09:00) 大阪、
札幌、東京」に設定されていることを確認してください。 

 

 推奨スペック 
-  CPU：Intel Celeron Processor J3455以上 
-  RAM：2GB以上 
-  空きディスク容量：10GB以上 
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1.3 SmaPOP設定画面 操作用 PC 動作環境 
SmaPOPがインストールされている PCにアクセスして設定画面を操作する PCは、以下の動作環境と
性能が必要です。 
 
 動作環境 

OS ブラウザ 

・Windows 7 
・Windows 8.1 Internet Explorer 11 

Windows 10 以上 Microsoft Edge 
 
 推奨スペック 

- CPU： Intel Celeron Processor J3455 以上 
- RAM： 2GB 以上 
- 空きディスク容量： 10GB 以上 

 

1.4 印刷環境 
 対応する MFP（デジタルカラー複合機） 

- e-STUDIO2505AC/3505AC/4505AC/5005AC  
- e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC  
 

 対応する印刷用紙 
- A3、A4、B4、B5、B6、900 mm X 297 mm（長尺 900）、1200 mm X 297 mm（長尺 1200） 
 

 対応する用紙種類 
- 普通紙、厚紙、厚紙 1、厚紙 2、厚紙 3、厚紙 4、特殊用紙 1（エコクリスタル用紙） 
 

ご注意： 印刷するために必要なMFPの設定については、弊社のサービス担当にお問い合わせください。 

 

1.5 作成した POPデータの保持期間 
作成した POPデータは、SmaPOPがインストールされている PCに 10日間保持されます。10日間を
超えると自動的に削除します。 
 
ご注意： SmaPOPがインストールされている PCは、毎日電源のオン、オフを行ってください。 
 電源のオン、オフを行わない場合は、PCのデータ容量が足りなくなる場合があります。 
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1.6 セキュリティに関するご利用上の注意事項 
本製品のセキュリティ機能を正しくご利用いただくため、ご使用前に本説明をよくお読みください。本
製品の管理者には、本製品を管理・運用するうえで重要な権限が与えられるため、責任をもって管理を
行える方を任命してください。 
 
・ 本製品（本ソフトウェアがインストールされる機器）設置場所において、ハードウェア取り外しや不
適切な分解などの、物理的なセキュリティ問題が発生する恐れがある場合は、別途入退室管理等のセ
キュリティ対策をお願い致します。 

・ 本製品は、ファイアウォール等で保護されたネットワーク環境でご利用いただきますようお願い致し
ます。 

・ 不正に設定値を変更されるなどの操作を防ぐため、本製品のシステム管理者の初期パスワード（事前
に弊社のサービス担当者から提供されたパスワード）は、本製品をご使用いただく前に、必ず変更し
ていただきますようお願い致します。また本製品で設定されているパスワードは定期的に変更してい
ただきますようお願い致します。 

・ 必ず組織のセキュリティ方針や手続きを理解し、また本書を読み管理・運用方法を理解したうえで、
組織のセキュリティ方針に基づき、本製品および外部機器の管理・運用を行ってください。また、本
ソフトウェアの利用を許可するスマートフォン操作者に、セキュリティ上安全な利用方法を説明し、
遵守させてください。 

・ 本製品のスマートフォン操作者に対して適切な権限を与え、許可された利用者であることを常に確認
してください。 

 
1.7 設定画面のアクセス権限 
システム管理者 
・ SmaPOPを動作させるのに必要な設定を行う立場にある責任者です。 
・ ログイン IDとパスワードの入力を必要とする設定画面は、システム管理者が操作してください。 
 
スマートフォン操作者 
・ スマートフォンを操作して POP作成する機能を利用する担当者です。 
（スマートフォンの操作手順については別冊の「SmaPOP スマートフォン 操作手順書」を参照して
ください。） 

・ ［テンプレート割付］設定画面を操作してスマートフォンに表示させるテンプレートの表示/非表示を
設定することができます。 

 
アクセス権限 

 

設定画面 アクセス権限 
システム管理者 スマートフォン操作者 

システム ○ × 
システム背景色 ○ × 
商品データ ○ × 
商品マスタ関連 ○ × 
金額表示 ○ × 
テンプレートグループ ○ × 
テンプレート割付 ○ ○ 
・ 設定画面の URL： http://［SmaPOPがインストールされた PCの IPアドレス］/config 

（［ログイン］画面については「1.8 ［ログイン］画面」を参照してください。） 
・ スマートフォン操作者が［テンプレート割付］設定をされる場合は、システム管理者から設定

画面の URLを伝えてください。 

○：アクセス可 
×：アクセス不可 
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1.8 ［ログイン］画面 
 マークの付いた設定画面選択タブをクリックすると［ログイン］画面が表示されます。 

［ログイン ID］と［パスワード］を入力して［ログイン］ボタンをクリックすると設定画面が表示され
ます。  
 

 
 

［ログイン］画面は、［テンプレート割付］画面が表示された状態（ログアウト状態）で  
マークが付いているタブをクリックしたときに表示されます。 

 ログイン後は画面の右上に  が表示されて  マークが消えます。 
 
 はじめて入力するログイン IDとパスワードは、PCに SmaPOPをインストールしたとき

のデフォルト設定です。 
 ログイン ID：admin 
 デフォルトのパスワード：12345678 
 
ご注意： ・ 運用開始後は、［システム］設定画面で適切なパスワードに変更のうえご利用ください。 
 ・ ログイン IDは変更できません。 
 ・ ログイン ID とパスワードは、第三者による不正使用や情報漏えいを防ぐために大切に管

理してください。 
 

 パスワードの変更方法については、「2.1 ［システム］設定画面」を参照してください。  
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1.9 設定画面 
［ログイン］画面からログインすると設定画面が表示されます。 
 

 各設定画面の操作説明は、「2. システム設定」および「3. テンプレート設定」を参照してく
ださい。 

 
例：［システム］設定画面 
 

 

  

② 

⑤ 

③ ①  

⑥ 

④ 
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設定画面 
項目 説明 

① 日付/時刻 現在の日付と時刻を表示します。 

② 店舗コード PrimeStore（ストアコンピュータ）から商品マスタ情報を取得した
ときの店舗コードが表示されます。 

③  ボタン 
ログイン状態の画面で表示されます。 
クリックするとログアウト状態になり［テンプレート割付］画面が表
示されます。 

④ 設定画面選択タブ 各種の設定画面を開く場合にクリックします。 

⑤  ボタン クリックすると「変更内容を破棄します。よろしいですか?」と表示
されます。［はい］をクリックすると変更前の画面に戻ります。 

⑥  ボタン 

変更した設定内容を SmaPOPに反映する場合にクリックします。 
 ボタンをクリックせずに他の設定画面選択タブをクリックす

ると「変更内容を破棄します。よろしいですか?」と表示されます。
［はい］をクリックすると変更内容が破棄されて他の設定画面へ変わ
ります。 
ご注意：  ボタンのクリックし忘れに注意してください。 

2.  
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2. システム設定 
 
 
スマートフォンで POPを作成、印刷するために必要な動作設定を行います。 

 

2.1 ［システム］設定画面  
印刷する MFP（デジタルカラー複合機）、商品マスタ情報を取り込むデータベースの設定と設定画面へ
ログインするためのパスワードを変更します。 
 
ご注意：変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをクリッ

クしてください。 
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［システム］設定画面 
項目 説明 

■MFP設定 

■MFPアドレス  

 MFPホスト名/IPアドレス POPを印刷するMFP（デジタルカラー複合機）のホスト名または
IPアドレスを入力します。 

■印刷方法 

 ホールド印刷 
MFPで確認してから印刷したい場合にクリックします。（スマート
フォンで［印刷］をタップしてから、MFP側で印刷の開始/中止を
手動で行います。） 

 通常印刷 MFP で確認せず、自動で印刷したい場合にクリックします。（ス
マートフォンで［印刷］をタップすると印刷されます。） 

［通常印刷］を選択しても手差しを必要とする用紙（特殊紙 1など）に印刷する場合は、MFP側で手差しの
操作が必要です。手差し操作については、MFPの取扱説明書を確認してください。 

■確認 

 接続確認 クリックすると印刷先に設定した MFP の接続状態が表示されま
す。 

 テスト印刷 クリックすると印刷先に設定した MFP からテストページ（A4 の
普通紙）が 1枚印刷されます。 

■黒トナー優先使用 

POPの印刷時に黒トナーを使うか否かを設定します。 
［する］： 黒やグレーの部分を黒トナーで印刷する場合にクリッ

クします。 
［しない］： 黒やグレーの部分を黒以外の色の混合で印刷する場合

にクリックします。 
■パスワード変更 

 現在のパスワード ［ログイン］画面で入力したシステム管理者用のパスワードを入力
します。 

 新パスワード 変更後のパスワード（新しいパスワード）を入力します。 

 新パスワード（確認） 「新しいパスワード」で入力したものと同じパスワードを入力しま
す。 

 

ご注意：変更したパスワードは、忘れないように大切に管理してください。 
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2.2 ［システム背景色］設定画面  
スマートフォンに表示される SmaPOP画面の背景色を変更します。 
お好みの色をクリックします。 
 
ご注意：変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをクリッ

クしてください。 
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2.3 ［商品データ］設定画面 
スマートフォンに表示する商品詳細情報の編集（文字入力/修正）の可否を設定します。 
スマートフォン操作者に商品詳細情報の変更をさせたくない場合は、［不可］を選択してください。 
 
ご注意：  変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをクリッ

クしてください。 
 

 
 

項目 説明 
■商品マスタにない商品の POP作成 

 新規作成 

スマートフォンに「自分で商品情報を入力する」を表示させる場合
は、［可］をクリックします。 
スマートフォンで POP の商品詳細情報を手動で入力することがで
きます。 
検索結果が10件以上の場合は、「次を表示」をクリックして検索候
補の最後に「商品情報を自分で入力する」が表示されます。 

■商品詳細情報編集 

 商品名 ［商品名］を編集できるようにする場合は、［可］をクリックします。 

 商品コード ［商品コード］を編集できるようにする場合は、［可］をクリックし
ます。 

 価格  ［価格］を編集できるようにする場合は、［可］をクリックします。 

 産地/メーカー ［産地/メーカー］を編集できるようにする場合は、［可］をクリック
します。 

 単位 ［単位］を編集できるようにする場合は、［可］をクリックします。 
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2.4 ［商品マスタ関連］設定画面 
商品マスタ情報を取得するための取得先と取得時間（タイミング）を設定します。 
 
ご注意： ・ 取得先に［ストコン DB］を選択した場合の SQLサーバ IDには、PrimeStoreの商品デー

タベースにアクセスする既存の読み取り専用アカウントをご使用いただくか、SmaPOP
専用に読み取りアカウントを作成のうえご利用ください。 

  PrimeStore の運用や接続の設定については、弊社のサービス担当にお問い合わせくださ
い。 

 ・ 変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをク
リックしてください。 

 
 取得先に［CSVファイル］を選択した場合の画面  

 
 

 取得先に［ストコン DB］を選択した場合の画面 
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［商品マスタ関連］設定画面 
項目 説明 

■商品マスタ取得先設定 

■取得先  

 CSVファイル CSV ファイル形式の商品マスタ情報を取得する場合にクリッ
クします。 

 ストコン DB PrimeStore（ストアコンピュータ）に接続して商品マスタ情
報を取得する場合にクリックします。 

■情報 

 CSVパス※1 CSVファイルのパスを入力します。 

 店舗コード※2 作成する POPの店舗コードを入力します。 

 ストコンホスト名/IPアドレス※2 PrimeStore が設置されているネットワークアドレスまたは
ネットワーク上のホスト名を入力します。 

 SQLサーバ ID※2 PrimeStore 内の SQLServerにアクセスするためのユーザ ID
を入力します。 

 SQLサーバパスワード※2 PrimeStore 内の SQLServer にアクセスするためのパスワー
ドを入力します。 

 商品の分類階層 PrimeStoreの商品分類 8階層のうち、SmaPOPで使用したい
階層を設定します。 

 
  

※1：［CSVファイル］をクリックした場合に表示されます。 
※2：［ストコン DB］をクリックした場合に表示されます。 
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ご注意： ・ 商品マスタ情報が正常に取得されていることを「最終同期時刻」で確認してください。 
  取得に失敗した場合は、「最終同期時刻」が更新されません。 
 ・ マスタ情報の自動取得でエラーになる場合は、「商品マスタ情報の自動取得でエラーにな

る場合」を参照してください。  
 
［商品マスタ関連］設定画面 

項目 説明 
■商品マスタ自動取得タイミング設定 

 サーバー起動時 SmaPOPが起動したときに商品マスタ情報を取得する場合は、
［する］をクリックします。 

 時刻指定 

設定した時刻で商品マスタ情報を取得する場合は、［する］を
クリックします。 
［時刻 1］、［時刻 2］、［時刻 3］に設定した時刻で取得します。 
設定した時刻で商品マスタの情報を自動取得するには、
ボタンをクリックした後に SmaPOP がインストールされてい
る PCを再起動してください。 

 時刻 1、時刻 2、時刻 3 
商品マスタ情報を取得する時刻を入力します。無効な時刻の入
力や時間や分が入力されていない時刻については、  ボ
タンをクリックしても設定されません。 

PrimeStoreに負荷がかかることを避けるため、PrimeStoreがセンターサーバー構成であるときには、 
- PrimeStoreの運用と同様に 4つのグループに分けて設定にしてください。 

- 各グループで「時刻指定」による「同期タイミング」は、十分な時間を空けてください。設定中のPrimeStore
の「開店処理のグループを分ける時間」と「開店処理の時間」の間隔を参考に設定してください。 

- 開店処理中、閉店処理中の時間帯は避けて設定してください。 

■商品マスタ手動取得 

 今すぐ同期 商品マスタ情報をすぐに取得する場合にクリックします。 

注意：この画面の設定を変更した後は、  ボタンをクリックしてから［今すぐ同期］をクリックしてください。 
また、PrimeStoreに負荷がかかることを避けるため、［今すぐ同期］をクリックした後 10分間はクリックで
きません。 

■最終同期時刻 

表示例）2018年 4月 25日 07:00 商品マスタ情報を最後に同期した日時が表示されます。 

注意：「最終同期時刻」は、CSVファイルを作成した日時ではありません。 

「最終同期時刻」は、スマートフォンに表示した SmaPOPの画面でも確認することができます。 
スマートフォンに SmaPOP を表示している場合は、画面を操作して次の画面に表示する「同期時刻」を確
認するか、ブラウザを再起動させて SmaPOPサーバー用 PC の URLに接続し直してから「同期時刻」を確
認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同期時刻 
（最終同期時刻） 

スマートフォンに表示される［同期時刻］ 
例：SmaPOPのトップ画面 
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商品マスタ情報の自動取得でエラーになる場合 
「最終同期時刻」が 10分以上更新されない、もしくは商品が正しく出てこない場合は、次の操作手順
で商品マスタ情報の取得を行ってください。 
 
ご注意： スマートフォンに表示される「同期時刻」は、画面操作で次の画面を表示させるか、ブラウ

ザを再起動させて SmaPOPサーバー用 PCにアクセスして更新させてください。 
 

A. 手動同期を実行する 

① SmaPOPの設定画面へアクセスします。［商品マスタ関連］設定画面の［今すぐ同期］ボタンをク
リックして、しばらく待ちます。 

 ご注意： ［商品マスタ取得先設定］に誤りがないことを確認してください。 

② スマートフォンに表示される SmaPOPの画面や「商品マスタ関連」設定画面をリロードします。
「最終同期時刻」が更新されたことを確認してください。 

③ 「最終同期時刻」が 10分以上更新されない、もしくは商品が正しく出てこない場合は、 
「B. SmaPOPの再起動後、更新を行う」の操作してください。 

 
B. SmaPOPの再起動後、更新を行う 

① SmaPOPのコマンドプロンプトを終了します。 
・ SmaPOPのコマンドプロンプトで  をクリックするか、右クリックで［閉じる］

を選択してください。 
② SmaPOPのコマンドプロンプトをクリックして起動します。 
③ SmaPOPの設定画面へアクセスし、［商品マスタ関連］設定画面を開きます。 
④ 「商品マスタ自動取得タイミング設定」の「サーバー起動時」が［しない］に設定している場合は、
［今すぐ同期］ボタンをクリックしてください。［する］に設定している場合は、しばらく待ちます。 

⑤ スマートフォンに表示されるSmaPOPの画面や「商品マスタ関連」設定画面をリロードします。「最
終同期時刻」が更新されたことを確認してください。 

⑥ 「最終同期時刻」が10分以上更新されない、もしくは商品が正しく出てこない場合、 
「C. OSおよびSmaPOPの再起動後、更新を行う」の操作してください。 

 

C. OSおよび SmaPOPの再起動後、更新を行う 

① Windowsの再起動を行います。  
② SmaPOPのコマンドプロンプトをクリックして起動します。 

 SmaPOPがスタートアップに登録されている場合は、自動的に起動します。 

③ スマートフォンに表示されるSmaPOPの画面や「商品マスタ関連」設定画面で、「最終同期時刻」
が更新されることを確認してください。 

④ SmaPOPの設定画面へアクセスし、［商品マスタ関連］設定画面を開きます。 
⑤ 「商品マスタ自動取得タイミング設定」の「サーバー起動時」が［しない］に設定している場合は、
［今すぐ同期］ボタンをクリックしてください。［する］に設定している場合は、しばらく待ちます。 

⑥ スマートフォンに表示されるSmaPOPの画面や「商品マスタ関連」設定画面をリロードします。「最
終同期時刻」が更新されたことを確認してください。 

⑦ 「最終同期時刻」が10分以上更新されない、もしくは商品が正しく出てこない場合は、弊社サービ
ス担当までご連絡ください。 
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2.5 ［金額表示］設定画面 
POPの価格表記と税率計算を設定します。 
 
ご注意： ・ 変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをク

リックしてください。 
 ・ 複数税率および軽減税率には対応していません。 

 ・［税込み］［税別］の切り替えなどの税計算に関する設定は、”PrimeStore”（ストアコン
ピュータ）と連動していません。 

  税計算に関する設定は、SmaPOPのシステム管理者が設定する必要があります。 
 
 

 

  

イメージエリア 
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［金額表示］設定画面 
項目 説明 

■税計算 

 税率 消費税率を％で入力します。 

すべての商品を一律の税率で計算して表示します。 

 税設定 
［税込み］：商品マスタに入っている価格情報が税込みの場合にク

リックします。 
［税別］： 商品マスタに入っている価格情報が税別の場合にク

リックします。 

 端数処理 

［四捨五入］： 税抜計算後の端数を四捨五入して表示する場合にク
リックします。 

［切り捨て］：税抜計算後の端数を切り捨てて表示する場合にク
リックします。 

［切り上げ］：税抜計算後の端数を切り上げて表示する場合にク
リックします。 

 税込価格の表記 「価格」に「(税込)」を併記する場合に文字入力します。 
テンプレートにフィールドがない場合は、表示されません。 

 税抜価格の表記 「価格」に「(税抜)」を併記する場合に文字入力します。 
テンプレートにフィールドがない場合は、表示されません。 

 イメージエリア この画面で設定した POPのサンプル画像が表示されます。 
■表示形式 

 桁数切り（,） 価格を 3桁ごとに区切って表示する場合は、［する］をクリックし
ます。 
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3. テンプレート設定 
 
 
テンプレートのグループ分けと表示/非表示を設定します。 

 

3.1 ［テンプレートグループ］設定画面 
スマートフォンに表示される［テンプレート選択］画面のグループ分けを設定します。 
 
ご注意： ・ テンプレートグループが 1 グループも作成されていない場合は、［テンプレート割付］画

面が表示されません。必ずグループ設定を行ってください。 
 ・ 変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをク

リックしてください。 
 

 

 

 

  

イメージエリア 
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［テンプレートグループ］設定画面 
項目 説明 

 No. テンプレートグループの表示する順番です。 
10グループまで設定できます。 

 名称 

グループを追加する場合は、空欄をクリックして文字を入力しま
す。また入力済みの名称をクリックして文字を修正します。 
・ 名称は 10文字まで入力できます。 
・ 名称が空欄でもスマートフォンに表示される［テンプレート選
択］画面には、空欄のグループが作られます。 

 空欄のグループを削除する場合は、  ボタンをクリックし
ます。 

  ボタン グループを削除する場合にクリックします。 
削除された名称には、次に来る番号の名称が繰り上がります。 

 順序 
表示順序を変更したい場合は、変更したいグループの  をマ
ウスの左ボタンを押しながら希望する順番（赤色のライン）まで
移動させます。 

 イメージエリア スマートフォンで表示する［テンプレート選択］画面のサンプル
画像が表示されます。 
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3.2 ［テンプレート割付］設定画面 
スマートフォンに表示されるテンプレートの表示/非表示を設定します。 
テンプレートの割り付けは、スマートフォン操作者も設定することができます。 
 

 

 

ご注意： ・ 変更したすべての設定項目をシステムで動作させるためには、必ず  ボタンをク
リックしてください。 

 ・ テンプレートグループが 1グループも作成されていない場合に［テンプレート割付］画面
選択タブをクリックすると「テンプレートグループ画面で、グループを作成してください」
と表示されます。［テンプレートグループ画面］で 1つ以上のグループを作成してから［テ
ンプレート割付］画面選択タブをクリックしてください。 
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［テンプレート割付］設定画面 
項目 説明 

 ■媒体 

［POP］: A3、A4、B4、B5、B6 サイズのテンプレートを
割り付ける場合にクリックします。 

［長尺］： バナーサイズ 長尺 900 (900㎜×297㎜)、長尺
1200 (1200㎜×297㎜) のテンプレートを割り
付ける場合にクリックします。 

 ■テンプレートグループ 
 をクリックしてプルダウンリストから［テンプレートグ

ループ］設定画面で設定したグループをクリックします。 

 ■非表示 スマートフォンの［テンプレート選択］画面で非表示にした
いテンプレートの一覧と非表示数/総数量が表示されます。 

  名称 テンプレートのファイル名が表示されます。 
  イメージ テンプレートのサンプル画像が表示されます。 

 ボタン 

「■非表示」一覧から表示したいテンプレートの行をクリック
して選択状態（黄色塗り）します。（複数の行を選択できます。） 

 ボタンをクリックすると選択状態の行が［■表示］ 
一覧に移動します。 
選択状態の行をクリックすると選択が解除されます。 

 ボタン すべてのテンプレートを表示したい場合にクリックします。 
すべてのテンプレートが右側の［■表示］一覧に移動します。 

 ■表示 
スマートフォンの［テンプレート選択］画面に表示したいテ
ンプレートの一覧と表示数/総数量が表示されます。 
テンプレートの総数量は POP、長尺それぞれ 100まで表示で
きます。 

  表示順 
スマートフォンに表示する順序が表示されます。 
詳細は「テンプレートの表示順序を変更する」を参照してく
ださい。 

  名称 テンプレートのファイル名が表示されます。 
  イメージ テンプレートのサンプル画像が表示されます。 

順序 

表示順序を変更したい場合は、変更したいテンプレートの 
マークをマウスの左ボタンを押しながら希望する順序ま

で移動させます。 
詳細は「テンプレートの表示順序を変更する」を参照してく
ださい。 

 ボタン 

「■表示」一覧から非表示にするテンプレートの行をクリック
して選択状態（黄色塗り）にします。（複数の行を選択できま
す。）  ボタンをクリックすると選択状態の行が［■非
表示］一覧に移動します。 
選択されていない行をクリックするたびに選択状態になりま
す。 

 ボタン 

すべてのテンプレートを非表示にする場合にクリックしま
す。 
すべてのテンプレートが左側の［■非表示］一覧へ移動しま
す。 
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テンプレートの表示順序を変更する 
テンプレートの表示順序を入れ替える操作は 3通りあります。 
移動先の番号や表示しているテンプレートの数により扱いやすい操作方法で入れ替えてください。 
 

操作方法 1 

① 順序を変更したい［表示順］の数字をクリックします。 
② 表示された  の▼をクリックすると表示順の番号に+1加算した順番になります。 

▲をクリックすると－1減算された順番になります。 
  

表示順を “ 0 ”（ゼロ）以下にした場合は、移動せずに元の数字に戻ります。 
 
 
操作方法 2 

① 順序を変更したい［表示順］の数字をダブルクリックします。 
② 希望する順番を入力します。 
③ ［Enter］キーを押します。 

入力した順番に移動して表示一覧の番号が昇順に修正されます。 
 

・ “ 0 ”（ゼロ）を入力すると表示順が 1に移動します。 
・［表示順］の一番大きな数字にその数字以上を入力しても順番は変わりません。 

 
 
操作方法 3 

順序を変更したいテンプレートの  マークをマウスのドラッグアンドドロップで希望する順序に
移動させます。 

 
複数行が選択されている場合でも  マークをドラッグしている行のみ移動します。 

 

 

3.3 テンプレートデータの格納場所 
テンプレートデータは SmaPOPがインストールされている PCに格納されています。 
弊社のサービス担当からご提供する新しいデザインのテンプレートデータは次の場所に格納してくだ
さい。 
 
POPテンプレート： C:/smapop/template/Price_POP/ 
長尺テンプレート： C:/smapop/template/Banner/ 
 

テンプレートデータを格納するフォルダ名は、半角英数字で 20文字まで入力できます。 
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・免責 
・商標 
・エンドユーザソフトウェア使用許諾契約書 

 
 
免責 
次のいずれかに該当して発生した障害については、弊社は責任を負いません。 
 1. 取扱説明書記載事項に反するお取り扱い、お取り扱い上のはなはだしい不注意および誤用の場合 
 2. 火災、天災、地変、異常電圧およびこれに類する災害による場合 
 3. 弊社が認定するサービス担当以外による改造、分解、移動、修理に起因する場合 
  上記以外の場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能（故障、誤動作、ハングアップ、ウイルス感

染その他の不具合を含むが、これに限定されない）から生じた、逸失利益、データの損失、その他特別な、付随
的、結果的、間接的損害をはじめとする損害、および第三者からの請求等について、弊社がそのような損害の可
能性について知らされていた場合であっても、弊社は一切責任を負いません。 

 弊社が関与しないハードウェア、ソフトウェアなどとの組み合わせによる使用不能（故障、誤動作、ハングアッ
プ、ウイルス感染その他の不具合を含むが、これに限定されない）から生じた損害に関し、弊社は一切責任を負
いません。 

 
商標 
本書および本ソフトウェアに掲載または表示されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である
場合があります。 
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エンドユーザソフトウェア使用許諾契約書 
本ソフトウェアサプライヤーが別途提供する使用許諾契約書が適用される場合を除き、お客様は本ソフトウェアのインストールまたは
使用の開始をもって、以下の契約条件に同意したとみなされます。本契約条項に同意できない場合、本ソフトウェアのインストールお
よび使用はできませんので、速やかにお客様ご自身で本ソフトウェアを取得した場所にご返送ください。 
使用許諾： 
本契約は、エンドユーザ（以下「お客様」という）と東芝テック株式会社（以下「東芝テック」という）の間で締結する、法的効力を
有する契約です。 
本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーション（以下「ソフトウェア」という）は、本ソフトウェアがインストールされたコン
ピュータ（以下「システム」という）において、本契約条件に従って使用許諾されます。本ソフトウェアの著作権をはじめとするいか
なる知的財産権、およびその他の権利ならびに所有権は東芝テックおよび／またはサプライヤーに帰属し、また所有されるものとしま
す。東芝テックは本ソフトウェアのインストールおよび／または使用、ならびに本ソフトウェアを使用して得られる結果に対し責任を
負いません。本ソフトウェアは単一のシステム上に単一の複製物をインストールして使用できるものとし、単一のシステム上で本ソフ
トウェアを使用する必要がある場合を除き、いかなる理由であっても本ソフトウェアを複製することはできません。いかなる本ソフト
ウェアの複製も本契約条件に従わなければなりません。お客様が本ソフトウェアの修正、適合、統合、翻訳、逆コンパイル、逆アセン
ブル、リバースエンジニアリングを行うことはもちろん、第三者にこれらの行為を許諾することはできません。お客様が本契約条件に
従わない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。本ソフトウェアに関する知的財産権およびその他の権利はお客様には移
転譲渡されないものとし、これら権利の所有権はすべて東芝テックおよび／またはサプライヤーが保持するものとします。本ソフトウェ
アのソースコードの使用はお客様に許諾されないものとします。お客様は本ソフトウェア（その複製を含む）の著作権表示に対し、修
正、削除等を行うことができません。本ソフトウェアの著作権侵害、無許諾での移転譲渡、複製または使用に関するいかなる法的責任
は、お客様に属するものとします。 
期限： 
本契約は、東芝テックにより任意に終了されるか、お客様による本契約条件の違反により終了されるまで、法的効力を有するものとし
ます。本契約終了の場合、お客様には本ソフトウェアのすべての複製物を破棄していただきます。お客様は本ソフトウェアおよびその
すべての複製物を破棄することにより、随時、本契約を終了することができます。 
免責事項： 
本ソフトウェアは、商品市場性、特定目的との適合性、権利、権利の非侵害を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）いかなる
明示または黙示の保証をせず、現状のまま提供するものとします。東芝テックは、本ソフトウェアの品質および性能に関する保証に対
し、いかなる責任も負いません。本ソフトウェアに欠陥がある場合、その修理、修正およびサービスにかかる費用はすべてお客様の負
担とし、東芝テックは責任を負いません。東芝テックは、本ソフトウェアの機能がお客様の要求を満たすこと、またはソフトウェアの
動作に中断、エラーが起こらないことを保証しません。  
アップデートおよび製造中止： 
東芝テックはなんら制限を受けることなく、本ソフトウェアをアップデート、アップグレードし、またはその製造を中止することがで
きます。 
第三者ソフトウェア： 
本ソフトウェア（将来のアップデート版、アップグレード版も含む）には第三者ソフトウェアが含まれる場合があります。このような
第三者ソフトウェアは、そのサプライヤーが、使用許諾契約または readmeファイル（または readmeファイルに類するファイル）に
別途定める、本契約とは異なる条件（「別途契約」等）により提供されます。お客様が第三者ソフトウェアを使用する際は、「別途契約」
等に定められた条件に従うものとし、第三者ソフトウェアの条件以外は、本契約に定められた条件に従うものとします。 
責任制限： 
たとえ東芝テックおよびそのサプライヤーが次のような損害の可能性を示唆されていたとしても、東芝テックは本契約の記述あるいは
不法行為の有無を問わず（東芝テックの過失による人身傷害または死亡を除き）、本ソフトウェアの使用または使用不能から発生する利
益損失、データ損失、資産損失、あるいはその他の偶発的、特別的または間接的損害を含むいかなる損害に対しても、お客様および第
三者に対し一切の責任を有さないものとします。 
一般事項：  
お客様は本ソフトウェアもしくはその使用権をサブライセンス、リース、貸与、付与譲渡または移転できないものとします。本契約に
基づくいかなる権利、責務または義務に対するサブライセンス、リース、貸与、付与譲渡または移転の試みは、すべて無効とします。
日本政府、米国政府および関連国政府が禁止する国または目的地への、お客様による本ソフトウェア（本ソフトウェアの複製、本ソフ
トウェアまたはそのメディアに含まれる技術情報、その他の関連する直接的製品を含む）の直接的または間接的出荷、送信、輸出また
は再輸出は、その試みを含め、許諾されないものとします。本契約は日本国の法律に準拠するものとし、また本契約に関して東芝テッ
クのサプライヤーが関与する紛争が生じた場合は、その時々に当該サプライヤーが指定する国の法律が適用されるものとします。本契
約の一部の条項が違法、無効あるいは法的強制力なしとみなされた場合でも、その他の条項はすべて効力を維持し有効であるものとし
ます。お客様は本契約をお読みになり、上記の条件を理解し、同意するものとします。お客様は本契約条件に従うことに同意するもの
とします。さらに本契約は、お客様と東芝テックおよびそのサプライヤーとの間で締結する唯一完全な契約であり、かつ本契約の主題
に関するいかなる提案、事前契約、口頭または書面その他の伝達事項より優先されることに同意したものとします。 
   
契約者および製造元： 〒141-8562 東京都品川区大崎 1-11-1 東芝テック株式会社 
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