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ロココ、自動組版ソフトウェア「METAWORKS」新バージョン 8 を 10 月発売
～ Adobe InDesign CC（2017）、Windows10 環境に対応！ 多様な制作環境への適応を実現～
株式会社ロココ（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：長谷川 一彦 以下、ロココ）は、同社の自動
組版ソフトウェアの新バージョン「METAWORKS8（メタワークス 8）」を 10 月 20 日より発売します。
新バージョンは、Adobe(R) InDesign(R)のバージョンとして、新たに Adobe(R) InDesign(R) CC（2017）と
Adobe(R) InDesign(R) CC Server 2017 に対応しました。
また、従来どおり、アドビシステムズ社のレイアウトソフト「Adobe(R) InDesign(R) CS6 / CC / CC(2014)
/ CC(2015)」、「Adobe(R) InDesign(R) CS6 Server / CC Server / CC Server 2014 / CC Server 2015」
に対応、直感的なグラフィカルユーザーインターフェースと XML テクノロジによって、ユーザーは様々な
データから高品質の印刷物を簡単に自動生成することができます。
「METAWORKS 8」は、カタログやチラシ、情報誌や企業内ドキュメントに至るまで、ドキュメントの種類
や制作の規模に応じて 3 つのエディションから選択することができます。価格は 198,000 円（税抜）から
となります。
従来の自動組版ソフトウェアは難解な操作方法を習得することにかかるコストや時間、ソフトウェア自
体が高価であることや、アウトプットがその製品専用のファイル形式になってしまう、といった汎用性の
問題などから、導入の敷居が高い分野と言われています。「METAWORKS」は従来の自動組版ソフトウ
ェアとは一線を画し、画面上のアイコン同士を線でつなげるだけの操作で、思い通りのテキスト自動処
理や高度なレイアウトの自動組版を簡単に短時間で設定し、高速に処理をおこなうことが可能です。ま
た、アウトプットも業界標準とされる Adobe(R) InDesign(R) のドキュメントであるため、汎用性の点から
も高く評価を受けて、多くの印刷、出版から新聞、企業、官公庁に至るまで様々な分野で広く利用され
ています。
新バージョンの「METAWORKS 8」では、定型のデザインパターンに対する情報の流し込みだけではな
く、デザインテンプレートに依存していたスタイルの指定が「METAWORKS」から自由に制御することが
可能である点や、柱ツメの自動生成、自動組版後のデータを追加修正したときにその内容をデータベ
ースへ書き戻す同期機能など、従来から持っていた様々な機能をそのままに、Adobe(R) InDesign(R)
CC(2017)、Adobe(R) InDesign(R) CC Server 2017 に対応するとともに Windows 10 環境においても活用
できるようになりました。
「METAWORKS 8」は、制限版の「Limited」、標準版の「Standard」に加えて、InDesign(R) Server に対応
した「Enterprise MAX」の 3 つのラインナップがあり、製品価格には初年度の保守サポートとバージョン
アップ権利が含まれます。販売は直販のほかに、販売パートナーを通じておこないます。
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「METAWORKS 8」によって、メディアや企業は低コストで効率よく印刷物制作を自動化することが可能
になり、また、Web to Print などのサービスを構築し、新規のビジネスを展開することもできます。今後、
ロココは「METAWORKS」を中心に、パブリッシング分野における様々なソリューションを提供して参りま
す。
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「METAWORKS 8」プロダクト＆サービス
◇Limited (Windows) 198,000 円（税抜） 次年度以降年額保守料 98,000 円（税抜）
カタログのスペックや、チラシ、DM、年賀状、名刺や端物などに最適な機能を装備した機能制限版、各
種ファイル（Excel、CSV、XML）の読込みに対応し、これ 1 本でレイアウト作業の自動化が可能です。

◇Standard (Windows) 698,000 円（税抜） 次年度以降年額保守料 148,000 円（税抜）
Limited の機能に加えて、カタログや情報誌の制作に威力を発揮する「スタイル自動適用機能」、「柱ツ
メ自動生成機能」、膨大なデータ群から必要なレコードだけを抽出して組版する「レコード値指定組版
機能」、複数のスクリプトを併用し、より豊かな組版結果を得るための「複数スクリプト制御機能」を搭載。
また、「テキストや画像の書き戻し機能」も搭載。これからの自動組版ソフトウェアのスタンダードです。

◇Enterprise MAX (Windows Server) 1,800,000 円（税抜） 次年度以降年額保守料 358,000 円（税抜）
Standard の機能に加え、Adobe(R) InDesign(R) Server に対応するサーバーバージョン。Multi Instance
用の「 Enterprise MAX」 を ご 用意 。Standard ラ イセ ン ス が付 属 。B2B 、B2C ビ ジ ネ スを 拡 大する
METAWORKS の最上位バージョンです。

◇基本トレーニング 148,000 円（税抜）
製品の使用に関する基本的なトレーニングにより、METAWORKS の基本操作を学ぶことができます。
半日コースで参加 5 名までとなります。

◇導入支援パック 298,000 円（税抜）
基本トレーニングをお客様の制作業務に適した形にカスタマイズし、ご提供いたします。METAWORKS
による制作業務の早期起ち上げを実現します。

◇組版サンプル作成サービス 148,000 円（税抜）
自動組版で必要なテンプレート、ライブラリをお客様にかわって制作を行います。

◇SE 支援サービス 498,000 円（税抜）
METAWORKS 導入における上位システムとの連携やテンプレート設計など、METAWORKS に精通した
技術者がコンサルティングを行います。

◇システムインテグレーション
METAWORKS 製品ファミリーを使用したシステムの構築やカスタマイズをおこないます。基幹システム
との連携や CMS との連動など、お客様のニーズや環境に合わせて最適なソリューションをご提案、ご
提供致します。さらに、構築後のシステムは弊社サポートセンター（２４時間運用）でサポートをおこなう
ことも可能です。
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●各種導入費用参考例
■参考例１：Windows で、効率良く自動組版を実施したい場合の初期導入費用
価格

導入までの期間

備考

Standard

698,000

即日

―

導入支援パック

298,000

1 ヶ月半～

―

合計

996,000

―

―

■参考例２：Windows Server で、効率良く大量自動組版を実施したい場合の初期導入費用
Standard

価格

導入までの期間

―

即日

Enterprise MAX

1,800,000

導入支援パック

298,000

合計

2,098,000

備考
EnterpriseMAX 同梱版

即日

―

1 ヶ月半～

―

―

―

■参考例３：Windows で、機能を限定し低価格で自動組版を実施したい場合の初期導入費用
価格

導入までの期間

Limited

198,000

即日

合計

198,000

―

備考
Standard の機能を制限した廉価版
―

上記は、いずれもライセンスエディションごとに、次年度以降は、年間保守費用が必要となります。
■各エディションの年間保守費用
エディション

価格

備考

Limited

98,000

―

Standard

148,000

―

Enterprise MAX

358,000

―
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◆株式会社ロココについて
１９９４年に設立された株式会社ロココのソフトウェア事業では、XML 技術を活用した出版、広告、新聞
システム分野のソフトウェアを開発・提供しています。パッケージ開発から大規模システム構築までこ
の分野での幅広い実績と経験を誇ります。

◆「METAWORKS」について
METAWORKS は雑誌や新聞、カタログなどの制作を支援する本格的な自動組版ソフトウェア。直感的
な GUI が特徴で、データの加工、編集、自動組版などの設定が簡単にできる他、各種ファイルやデータ
ベースにも直接アクセスが可能で、データ種別を問わず、Adobe(R) InDesign(R) や InDesign(R) Server
と連携し高速に自動組版をおこなう最新鋭のデータベースパブリッシング。効率化、コスト削減、納期
短縮を可能とし、大手出版や新聞、印刷をはじめ企業規模を問わず、様々な業界で広く利用され始め
ています。詳しくは下記 Web サイトをご覧ください。
http://www.metaworks.jp

◆「Adobe(R) InDesign(R) Server」について
アドビシステムズ社の Adobe(R) InDesign(R) Server は、同社が提供するプロフェッショナル向けの
レイアウトソフトである InDesign(R)のサーバー版です。詳しくは下記 Web サイトをご覧ください。
http://www.adobe.com/jp/products/indesignserver/

◆商標について
ROCOCO および METAWORKS は、株式会社ロココの商標または登録商標です。
Microsoft(R) および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国ならびに他の国における商標
または登録商標です。
Adobe(R) InDesign(R) は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国
における商標または登録商標です。
その他の製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。

◆本件に関するお問合せ先
株式会社ロココ
ソフトウェア事業本部 國本 和之
大阪（本社） TEL: 06-6214-3655
東京（支社） TEL: 03-3769-0667
E-mail: info@metaworks.jp
以上
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