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① カタリノコンテンツ管理サーバーへ接続する

カタリノサーバーをご契約後、ブラウザから管理

ページにアクセスします。カタリノサーバーのア

ドレスは、ご導入時に書類にてお渡しします。

アクセスに必要なもの

サーバーアドレス

https://×××.××××.net/

ログインID

ID: ○○○○○○○

パスワード

PW: ○○○○○

サーバーアドレスにアクセスすると、

ログインIDとパスワードを入力する

画面が表示されます。

ログインIDとパスワードを入力後、

ログインすると、カタリノサーバー

にアクセスできます。

※ カタリノサーバーは、e-Boardと

　 いう管理システムを使用しており

　 ます。

サーバーアドレス

×××××
×××××

ログイン画面

管理画面

トップページ

イーボード

コンテンツ管理画面へは、トップの

" Myコンテンツ"から、アクセスできます

Myコンテンツ管理画面へ

※ 次のアクセスをスムーズにする

　 ために、お気に入り登録をして

　 おくと便利です。
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② Myコンテンツ管理画⾯

① シナリオ

　 作成する用途に合わせたコンテンツ/商品台帳/工事台帳等を組み合わせたシナリオ編集画面です。

② 商品セット

　 コンテンツを登録し、コンテンツのイメージ作成/商品カタログの作成/工事カタログの作成/

    プレゼン用商品動画の作成ができます。

③ エクスポート

　 登録した商品セットを別のカタリノサーバーへ登録できるようにエクスポート(取出し)できます。

④ インポート

　 登録した商品セットを別のカタリノサーバーから移動する際に、エクスポートされた商品セット

　 を、ご使用中のカタリノサーバーにインポート(取込み)できます。

2-1 シナリオ編集
新規シナリオの追加

初期シナリオ

シナリオごとのコンテンツ編集

① 新規シナリオの作成

　新規シナリオを追加します。

　ファイル選択で、カタリノのトップ画面のシナリオ

　サムネイルになる画像を選択します。

　任意のシナリオ名を追加し、保存します。シナリオを

　削除する場合は、削除にチェックを付け、保存します。

　シナリオを使用しない場合は、使用するのチェックを

　外して保存します。

トップ画面

コンテンツの新規追加

例：お庭の提案

を入れる

シナリオシナリオ
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② Myコンテンツ管理画⾯
② シナリオの編集

　

イメージ
　

シナリオの中に、フェイスシート、写真シミュレーター

、カタログ、説明資料、ギャラリーを順番に組合せて、

プレゼンの流れを作ります。

各項目にそれぞれ必要な商品セットを追加します。

フェイスシート

ギャラリー

説明資料

カタログ

写真シミュレータ

各コンテンツメニューの説明

使い道に合わせたヒアリングシートを登録

出来ます。※登録はオーセブンまでお問合せ下

さい。

商品セットに登録したコンテンツを、背景に

取り込んだ写真に合成するイメージ作成作業

です。自動で見積もり作成も出来ます。

プレゼンに必要な画像・動画などをストッ

クして入れておくと、プレゼンの際に画像

をプレビューしたり動画を再生できます。

商品や工事内容や作業を、画像と金額を入

れて表示します。数量を選択して見積りが

出来ます。

数量と金額が非表示のカタログです。書き

込みをしながら打合せが出来ます。

登録したコンテンツメニュ

ー

　

動画
　

フォーマット
　

登録した項目はカタリノのメニューに表示されます。
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② Myコンテンツ管理画⾯

商品セット一覧

　

追加した商品セット

　

追加した説明資料のアイコンをクリックし、資料の画像

または動画ファイルを選択し、画像を追加する を押し

て追加します。

　

シナリオに追加したカタログ・写真シミュレーション・

ギャラリーのいずれかを選択し、それぞれに追加したい

商品セットを+ボタンをクリックして追加します。

③ 各項目の編集作業

　

登録されている商品セット横の+ボタンを押して項目に

商品セットを追加します。

　

カタログ/写真シミュレーション/ギャラリーへ

商品セットを追加

説明資料の追加

追加したフェイスシートのアイコンをクリックし、フェ

イスシート設定からフォーマットを選択します。

保存するをクリックします。

フェイスシートの追加

　

写真シミュレーションでは、シミュレーション結果をAfter

のみか、before・Afterで出力するか選択が出来ます。

印刷方式

写真シミュレーションの印刷方式
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-２ 商品セットの編集

商品セットから、登録したい商品

セットのリストから、項目を選択

すると、商品選択ツリーに登録さ

れた商品の一覧が表示されます。

フォルダをクリックすると、登録

されている商品の一覧が、右側に

表示されます。商品名をクリック

すると、商品単体のデータベース

を編集できます。

※ 単体商品データベースの編集

登録した商品の一覧

商品の登録情報

カラーや配置角度のバリエーション

が多い場合はチェックを付けます。

商品名の編集

部材寸法/見積り連動設定

工種/単位/単価設定

画像/動画の追加設定

画像順序の入替え

既に登録済の商品の情報を変更できます。商品セット ⇒ 商品選択ツリー ⇒ 個々の商品の順序で変更し

ます。変更後は、必ず 変更を保存する として、サーバーに情報を保存してください。

商品セット
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-3 新しく商品セットを作成する

商品セット ⇒ 新しい商品セットを作るを

選択し、商品ジャンル名とタグ(キーワード)

を入力し、新規作成をクリックします。

※タグは登録した商品セットが増えてきた時

　キーワードを設定しておくことで、商品を

　スピーディーに絞り込んで検索できます。

　使用用途や、商品のメーカー名で入れておく

　と便利です。

新規作成した商品セットの名前をクリックする

と、ツリーを作る方法を選択する画面が表示さ

れます。

1. 手動で入力する

　新たにゼロから商品を作るときに選びます。

2. 他の商品選択ツリーからコピーする。

　e-shot造園４のユーザー様はこちらから、

　e-shot造園と同等のコンテンツをダウンロ

　ードできます。

3. コンテンツサーバーからダウンロードする

　他のサーバーに登録したコンテンツをダウンロ

　ードできます。

① 商品セットの新規作成

② 商品セットの設定

商品セット
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-4 商品選択ツリーから商品を登録する。

手動で入力する を選び、商品選択ツリーで、

登録した商品セット名を選び、+マークから

新たに商品を追加できます。

その後、商品名か商品ジャンルを入力します。商品名またはジャンル名

商品カテゴリ１

商品カテゴリ 2

← 商品カテゴリ１に商品を追加

← 商品カテゴリ２に商品を追加

商品の登録は、商品カテゴリを分けて、ジャンル別

に登録できます。同じ名前の商品で色違いは、

その商品名の階層内に、色違いのそれぞれの商品

を個々に登録します。

※ 商品選択ツリー

2-5 個々の商品を登録する
個々の商品で新しい商品を作る場合

は、+新しい商品を作る を選択して

登録フォームに製品を追加します。

同じサイズ・価格・仕様で、名前や

色違い商品は、１つ作成して、それ

を複製するボタンで複製し、変更部

分のみを編集すると、登録の手間を

短縮できます。

登録フォームはイメージ画像を選び

ファイルを選択ボタンで画像をサー

バーにアップします。

その後、製品情報を入力し、作成す

る をクリックで、製品登録完了です

商品情報を複製するボタン⇒

※ 登録フォーム

製品画像データ登録

製品情報

画像サイズ/

見積り情報
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-6 テクスチャー(貼材)商品の登録

600

60
0

登録フォーム入力例

300タイルのテクスチャー登録例

左のように、正面から撮影されたカタログ画像

を、画像形式のファイルで保存し、ファイルを

選択より選択し、登録フォームを下記のとおり

入力します。

原寸サイズは、縦２枚と横２枚のサイズで、寸法

をそれぞれ入力します。

工種・単位・単価は、直接見積書や内訳書作成に

反映されます。様々な画像形式に対応しております

(JPEG/PNG/BMP/GIF等)

300タイル_ベージュ色

8000

タイル工事

600 600

型番などを入れます。

2-7 色違いテクスチャーの登録

色違い商品の登録を、効率的に行う

には、登録した製品を複製してその

まま編集するのが一番効率的です。

300角タイルを登録するカテゴリ

フォルダに、バリエーション登録

にチェックを付け、変更を保存し

ます。

変更したい商品画像を、ファイルを

選択から追加し、名称と仕様・金額

等を入力し、変更を保存します。

ここで登録した商品画

像の順序を入れ替えた

り、削除ができます。

(一番上の画像がイメー

ジに反映されます。)

複製した際に、もとのベージュ色の

タイルが残りますので、画像・動画

の表示順序の変更より、ベージュ色

のタイル素材を削除します。
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-8 オブジェクト登録(建具・添景・植栽・花類等)

2-9 レタッチ用コンテンツの登録

玄関扉のオブジェクト登録例

登録したいカテゴリに、新しい商品を作る から、

オブジェクト画像を選択します。予め画像加工ソ

フトなどで背景を切り抜きし、画像形式をGIF形

式か、PNG形式で保存します。

テクスチャー同様、商品画像を登録し、名称・サ

イズ・見積設定を入力後、製品を登録します。

写真シミュレーションに反映

カタログに反映

←レタッチ用のコンテンツは
複数の画像が表示され、順番
にスタンプされます。

レタッチ用に複数の画像を登録するとコロコロス

タンプのようにレタッチができます。

指でなぞるように描くと
連続でスタンプされます。

レタッチ用のオブジェクト登録例

登録したいカテゴリに、オブジェクトの登録と同じ

ように入力し、画像形式をGIF形式か、PNG形式で

保存します。

レタッチ用のオブジェクト登録例

登録したいカテゴリに、オブジェクトの登録と同じ

ように入力し、画像形式をGIF形式か、PNG形式で

保存します。

登録された画像の数

ファイルを選択

複数画像を登録するとレタッチ用スタンプとして登録

されます。

※レタッチ機能はWindows版では仕様できません。
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② Myコンテンツ管理画⾯

2-10 オブジェクトのアングルを変えてバリエーション登録

カーポートのオブジェクト登録例

配置する製品の向きのバリエーションを変えたパタ

ーンで登録する場合、親カテゴリのカーポートの、

バリエーション登録にチェックを入れ、向きの違う

パターンを作成したものを、変えたパターンの数だ

け子カテゴリを作成し、中に１つずつ登録します。

カーポート_正⾯

カーポート_002

カーポート_003

カーポート_004

カーポート_横

このように登録すると、写真のアングル角度に見合

った製品を、バリエーションから選択して配置

できます。

2-11 オブジェクトのカラーバリエーション登録

カーポートのカラーバリエーション登録例

配置する製品のカラーバリエーションを登録する場

合、カテゴリの、バリエーション登録にチェックを

入れ、カラーの違うパターンを作成したものを、同

じカテゴリの中に複数登録します。

製品を配置した後にカラーが選択できます。
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-12 カタログへ作業を登録する

工事/作業の登録例

登録する作業をイメージするサムネイル画像があれば

登録できます。(無くても大丈夫です。)

作業名と工種、単位、単価、消費税を設定し、 後に

見積書の利用する欄にチェックを入れ登録します。

サムネイル

工事/作業名工事/作業名

カタログの表示設定

カタログは、サムネイル表示とリスト表示

に切替ができます。

作業や商品をイメージするサムネイル画像

があれば、 サムネイル表示が良いかと思い

ますが、サムネイルに使用する画像が無け

れば、 リスト表示がよいかと思います。

サムネイル表示 　ボタンで切替できます。

リスト表示
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② Myコンテンツ管理画⾯
2-13 商品セットリストのエクスポート

商品セット情報のバックアップファイル

(CSV形式)

2-12 商品セットリストのインポート

Myコンテンツ管理画面より、エクスポートを選び

エクスポートしたい商品セットを選びます。

そのまま、ダウンロードボタンをクリックすると

CSV形式のバックアップ用商品セットファイルが

ダウンロードできます。

※ こちらのファイルは、作成したリストをバック

　 アップするためのものです。別サーバーの商品

　 セットにインポートしても、リストしか取り込

　 まれません

エクスポートされた商品セットのCSVファイルをイ

ンポートします。

ファイルを選択から、保存したCSVファイルを選び

インポートをクリックすると、商品セットリストに

商品セットが取り込まれます。

取り込まれた商品セット
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③ カタリノ コンテンツサーバー同期

3-1 Windows版の場合

3-2 iPad版の場合

作業画面の左上の データ更新 をクリック

します。

コンテンツの更新が自動で始まります。

完了後、サーバーに登録したコンテンツ

が、カタリノに登録されます。

作業画面の右下の歯車マークをクリックし、

最新のデータに更新 をおします。

一度トップ画面にもどり、今度は差分のダウン

ロードを実行すると、コンテンツがサーバーと

同期され、更新されます。

e-Boardでシナリオ等を作成・編集した後はデータを更新しましょう。
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