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株式会社スカイコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川橋 郁夫）は、PDF 生成・

加工処理ソフトウェア「SkyPDF 7 シリーズ」のマイナーアップデートに伴い、テレワーク

の実現を阻む紙とハンコの課題を解決する「SkyPDF SmartWorker 7」、「SkyPDF 印鑑

作成 7」の 2 製品* を、2021 年 2 月 3 日（水）より販売開始いたします。 
また開発ツールキット「SkyPDF Tools SDK III」の有料オプション製品「SkyPDF Tools 
SDK Ⅲ 印鑑作成プラグイン」も同日より販売開始します。 
*「SkyPDF SmartWorker 7」と「SkyPDF 印鑑作成 7」は、「SkyPDF Professional 7」の有料オプション製品となります。 
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テレワークの実現を阻む紙とハンコの課題を解決する
「SkyPDF SmartWorker 7」、「SkyPDF 印鑑作成 7」をリリース 

～ニューノーマル時代のペーパーレス戦略を支援します～ 

 

働き方改革の推進や、新型コロナウイルス感染拡大に伴うテレワークの急増で、時間と場所に縛られない柔

軟なワークスタイルが求められています。しかし、その速やかな実現を阻んでいるのが、紙文書やハンコの存

在です。 

「SkyPDF SmartWorker 7」は、Office アプリケーションを使用して直感的な操作でフォーム PDF を作成でき、

また動画、音声データを挿入してリッチメディア付 PDF ファイルを作成できるペーパーレス化ツールです。 

「SkyPDF 印鑑作成 7」は、お持ちの印鑑や画像を印影データとして取り込み、パソコンやタブレット端末で

使える PDF 印鑑（電子印鑑）ファイルを作成するツールです。 

 

 

製品ページ：https://www.skycom.jp/product/skypdf/smartworker_7/ 
 

【製品特長】 

 

FormPDF Maker（フォーム PDF 作成）＋フォーム PDF データ抽出 

Word、Excel、PowerPoint といった Office アプリケーションで作成したファイル（申込書やアンケート等の帳票

レイアウト）上に、テキストボックスやラジオボタンなどのフォームオブジェクトを配置するだけの直感的操作で、

専門知識がなくても、誰でも簡単にフォーム PDF を作成できます。 

フォーム PDF に入力・選択された内容は「CSV」または「XML」形式の電子データとして抽出できるので、デー

タエントリーや集計業務などへの連携もスムーズに行え、業務効率を高めます。 

 

https://www.skycom.jp/product/skypdf/smartworker_7/
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動画や音声データの挿入 

動画や音声（録音機能もあり）データをカンタン操作で挿入してリッチメディア付 PDF ファイルを作成します。 

挿入された動画や音声は、アイコンをダブルクリックするだけで再生されます。  

 

 

製品ページ：https://www.skycom.jp/product/skypdf/inkansakusei_7/ 
 

【製品特長】 

 

PDF 印鑑（電子印鑑）ファイルの作成 

お持ちの印鑑や画像を印影データとして取り込み、色や大きさ、角度などを調整した後、使用者の氏名や所

属などといったユーザ情報* を設定して、パソコンやタブレット端末で使える PDF 印鑑（電子印鑑）ファイルを

作成します。 

【対応するメディアフォーマット(音声・動画）】 MP3 / WAV / WMV / WMA / ASF / MP4 / M4V / M4A / AVI 

 

申込書やアンケート等の帳票レイアウトを
Officeアプリケーションで作成します。

FormPDF Maker

[フォームの種類] テキストボックス｜リストボックス｜コンボボックス｜チェックボックス｜ラジオボタン｜プッシュボタン
[デザインの設定] フォントの種類｜フォントサイズ｜フォントカラー｜文字の配置（左・中央・右揃え）｜枠線（太さ・色）｜背景色
[便利な操作]グループ化する｜配置を揃える｜サイズを合わせる

帳票レイアウト上にフォームオブジェクト
（入力欄や選択ボタン）を直感的に配置します。

フォームオブジェクトの設置が完了した後、
PDF変換すれば「フォームPDF」の出来上がりです。

出来上がった「フォームPDF」に入力・選択します。

データ抽出〜⼆次利⽤

入力・選択された内容は「CSV」または「XML」形式の電子データとして抽出できるので、
データエントリーや集計業務などへの連携もスムーズに行え、業務効率を高めます。

FORM

FORM

https://www.skycom.jp/product/skypdf/inkansakusei_7/
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* ユーザ情報を組み込むことで印鑑としての効力が高くなります。 

 

「SkyPDF Professional 7」もしくは「SkyPDF Standard 7」がインストールされたパソコンやタブレットに PDF 印鑑

（電子印鑑）ファイルを登録することで捺印できます。 

 

＜利用イメージ＞ 

 

 

【販売開始】  2021 年 2 月 3 日（水）より 
 
 

 

 

【関連する製品の紹介】 

高速・高圧縮・高セキュアな PDF 作成＋編集・加工＋閲覧ソフトウェア 

高速性と高圧縮性、動作の安定性に加え、改ざん防止や暗号化機能による安全性に優れ、企業や官公庁

の厳しい選定基準をクリアした信頼性の高い PDF ソフトウェアです。「SkyPDF Standard 7」は PDF 作成と簡

単な編集機能を搭載し、上位版となる「SkyPDF Professional 7」ではさらにファイル埋め込みや注釈の付加、

電子署名などの高度な編集・加工にも対応しています。 

 

製品ページ：https://www.skycom.jp/product/skypdf/professional_7/ 
製品ページ：https://www.skycom.jp/product/skypdf/standard_7/ 

 

 

 

作成者（管理者）

作成者（管理者）は「SkyPDF 印
鑑作成 7」を使って、使⽤者分の
PDF印鑑（電子印鑑）ファイルを
作成します。

使⽤者

PDF印鑑（電子印鑑）
ファイルを使⽤者に配布

使⽤者は自身が使うパソコンやタブレット端末にPDF印鑑（電子印鑑）ファイルを登録
し、捺印したい文書（PDF）を開いて電子的に捺印します。

【ユーザ情報】 氏名、印鑑パスワード、ID、会社名、所属、役職 

（選択オプション） 捺印時に自署サインをユーザ情報として捺印履歴に残す ※「SkyPDF Touch Ink for win 7」オプション必須 

（選択オプション） 捺印に使用したパソコンやタブレットの MAC アドレスを取得して捺印履歴に残す 

https://www.skycom.jp/product/skypdf/professional_7/
https://www.skycom.jp/product/skypdf/standard_7/
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PDF 開発ツールキット（SDK） 

スカイコムが長年にわたって開発提供してきた PDF 技術（PDF ファイルの表示・編集・印刷等の機能）を取り

入れて、独自のシステムやアプリケーションに組み込むことができるソフトウェア開発キット（SDK：Software 

Development Kit）です。 

製品ページ：https://www.skycom.jp/product/skypdf/tools_sdk3/ 
 

 

 
・Microsoft、Windows、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

・その他本文中に記載されている会社名、ブランド名および商品名は、すべて各所有者の商標または登録商標です。 

 

 

株式会社スカイコムについて 

■社  名  ：株式会社スカイコム 
■設  立  ：1997 年 6 月 
■資 本 金 ：1 億円 
■代 表 者 ：代表取締役社長 川橋 郁夫 
■所 在 地 ：東京都千代田区神田松永町 19 秋葉原ビルディング 10 階 
■ホームページ：https://www.skycom.jp/ 
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本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

【本リリースに関するお問合わせ】 

株式会社スカイコム 営業本部 広報部  東、亀川 

TEL: 03-5289-0780 FAX: 03-5289-0783 

Email: pr@skycom.jp 

選ばれる PDF メーカー、 スカイコム。 

『安全・安心な電子文書化社会の実現に貢献』をスローガンに掲げ、電子文書の世界標準フォーマットである「PDF」をコアに据

えた PDF ソフトウェアプロダクト（ペーパーレス、業務改革推進のための製品・ソリューション）を提供しています。 PDF 技

術を自社内で開発する専門性と技術力で強みを発揮し、日本国内のみならず海外においても高い評価を得ています。 
国際的な PDF 関連ベンダーの業界団体である PDF アソシエーションメンバーとして、これまで数多くの一般企業、金融機関、

官公庁・自治体が利用するシステムやアプリケーションに当社の PDF テクノロジーを提供し、豊富な実績を築いています。 
 

https://www.skycom.jp/product/skypdf/tools_sdk3/
https://www.skycom.jp/
mailto:pr@skycom.jp

