
Xerox® FreeFlow® Variable
Information Suite

⽣産性を最⼤化しながら、お客様1⼈ひとりに合わせたコミュニケーションで
ビジネスを成⻑させます。

Xerox® FreeFlow® デジタルワークフローコレクション
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お客様に最適な文書をスピーディーにお届けできる。

昨今、ビジネスの競争環境はより一層厳しさを増しています。多くの企業は信頼を築きロイヤルカスタマー
を増やすために、お客様一⼈ひとりのご要望に合わせてカスタマイズしたコミュニケーションを重視するよ
うになってきました。
お客様が必要とする文書は、すべてが一様ではありません。高い要望に一つひとつ対応するには、時間
をかけずに複雑な業務を処理できるツールが不可欠です。スピード・柔軟性・効率化を一挙に実現する機
能を活かすことで、お客様一⼈ひとりに最適な文書を手軽に出力できるようになります。

お客様によって内容が異なる文書も
手軽に出力できます

お客様一⼈ひとりのご要望に合わせた文書
を作成・出力するのに、複雑な作業は必要あ
りません。すなわち、時間も費用も抑えられ
るのが⼤きなメリット。Xerox® FreeFlow® 
VI Suiteは、さまざまな文書を高速出力する
ためのプラットフォームとなります。
また、文書のデザイン、ファイルの準備/構築
/出力にかける時間も短縮できます。紙出力 
だけでなく、電子ファイルでの出力も簡単な
手順で行えるため、お客様のワークフローに
統合して活用いただけます。対応プリンター
は、当社ハイエンドからローエンドのプロダ
クション・カラー/モノクロ・プリンターでの出
力が可能。運用環境全体の⽣産性が向上し
ます。

メリット 

何百ページ、何万ページものバリアブルデー
タプリント（VDP）を高速なプリンターの 
処理速度を活かしつつ出力できます。文書の
出力はもちろん、PDFの作成、閲覧、アーカイ
ブ、配布が可能です。
また、時間をかけずに⼤量のファイルをプ
リンターに送信でき、VDPジョブを構築する
ための専用サーバーも不要。手軽に導入で
きます。簡単かつ効率的な方法でさまざまな 
文書を出力可能なので、設計や構築にかかる
制約も最小限に抑えられます。
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ビジネスのチャンスを広げるユニーク
なドキュメントをデザインできます。

VIPP®では、ある特定の条件下でのみ
文字が見えるようになる特殊描画機能
を提供します。

視覚効果によるユニークなドキュメント
で文書の訴求力を高めるほか、類似物
の⽣成が困難なので、簡易的な偽造抑
止にも役立ちます。

特殊描画機能は、通常のトナーや用紙
を用いて特別な技術により実現してい
るため、追加投資をすることなく、手軽
に付加価値の高いドキュメントを⽣成
できます。
※ 特殊描画機能の対応プリンターは当社営業にお問い合わせく

ださい。

洗練された華やかなデザインにスキルも労力もいらない設計ツール
Xerox® FreeFlow® VI Suiteは、簡単なダイレクトメールのような文書はもちろん、多彩な要素を盛り
込んだデザイン作成に至るまで、幅広く対応可能です。

FREEFLOW® VI DESIGN PRO
VIPP®ジョブの⽣成を簡単に行うための、グラフィカルユーザーインター
フェース（GUI）の対話型設計ツールです。ウィザードや、ドラッグ＆ドロップ
などの操作もわかりやすく、デザイナーやプログラマーの業務をしっかり
とサポートします。

• VIPP®コードとWYSIWYGページを同時に表示できるので、各コードが
どのように見えるか視覚的に確認できます。その都度VIPP®ジョブを出力
しなくても、ジョブの最終形をプレビューで確認しながら効率的に作業を
進められます。

• VIPP®の機能をフルサポート。VIPP®言語を直接使用することもできるの
で、どなたでも自由にVIPP®コードを使って文書を作成、閲覧、編集できま
す。詳細な条件付き処理を設定すれば、複雑なデザインのドキュメントも
作成可能です。標準装備のスマートエディターを使えば、使い勝手の良
いダイアログボックスがポップアップ。より簡単にジョブを編集できます。

Xerox® FreeFlow® VI Suiteの設計ツールで、より⾃由に
さまざまな文書を⽣成できるようになります。

FreeFlow® VI Design ProやFreeFlow® VI eCompose
を用いてVIPP® ジョブからPDF⽣成ができます。

• PDFのインタラクティブ機能にも対応しており、注釈、しおり、
リンク（他のページや他のPDF文書、ウェブサイトのURLなど
の参照先に関連づけること）をPDF⽣成時に付加できます。

• 設計ツールで、QRコード®や（郵便）カスタマバーコードな
ど、さまざまなバーコードを使用できます。

QRコード® （郵便）カスタマバーコード

業務をスピードアップできるシンプルかつ高機能な構築ツール
Xerox® FreeFlow® VI Suiteは、さまざまな文書をスピーディーに出力できるツール。 
紙での出力はもちろん、電子ファイルで配布するためのPDF作成も、シンプルな操作で簡単に行えます。

FREEFLOW® VI eCOMPOSE
VIPP®ジョブからPDFを⽣成します。これに
よりプリント結果と同じ体裁の文書をPDFで
電子的に閲覧したり、リポジトリーへ格納し
たり電子メールに添付したりと、電子ファイ
ルでの展開も可能にします。

• ジョブをFreeFlow® VI eComposeに送
信するという1つの作業で、PDF⽣成とプ
リント出力の両方を同時に行うことができ
ます。

• PDFのインタラクティブ機能に対応。PDF
のセキュリティーオプションにも対応してお
り、パスワードによる制限をかけることもで
きます。

• 標準装備のディスパッチモジュールを利用
すれば、お客様が定義したプロセスを呼び
出し、⽣成したPDFを引き渡すことができ
ます。これによってアーカイブ閲覧、Eメー
ル送信、ファクス送信など、お客様が現在
使用しているワークフローに、VIPP®ジョブ
を統合することができます。

• 複数サーバーによるクラスター構成でジョ
ブを処理したり、1つのサーバー内で複数
のインスタンスを処理させることもできる
ので、コスト削減やスケールメリットを活用
できます。

FreeFlow® VI COMPOSE
プリンターにデータが到着するとすぐに
ページ⽣成を行うため、高速プリンターの能
力を活かしたパフォーマンスを実現します。

• 文書内で使用するテンプレートやイメージ
ファイルなどのリソースファイルと、バリア
ブルデータ部分のファイルを別々に扱う
ため、あらかじめリソースファイルをプリン
ター側に格納しておくことができます。

• そのため、プリント時にはバリアブルデー
タのみを送信することが可能。ジョブ送信
前にページファイルを⽣成する時間を削減
でき、転送時のネットワークトラフィックに
与える影響も抑えることができます。

• テンプレートやデータに直前まで変更を加
えることができるので、納期に⼤きな影響
を与えることなく、突然のジョブ内容変更
にも対応できます。
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2万ページのバリアブルデータジョブの例

時間は短く、文書は豊かに。
価値あるスピードを提供します。

事前にファイルを構築しておくのは、もはや時代遅れな作業です。Xerox® FreeFlow® VI Suiteでは、ファ
イルサイズの縮小とより自由度の高い文書作成が可能。日々の業務効率化に⼤きく貢献します。

従来のVDPワークフローでは、テンプレート
を作成し、それぞれのページを構築します。
そして、そのファイルをプリンターに転送し、
RIP処理した後に出力します。

たとえば、2万ページに及ぶジョブがあると
します。1時間以上かけて各ページを構築
し、プリンターに⼤容量のファイルを転送し
ていると、ジョブ設計環境やネットワークリ
ソースに⼤きな負荷がかかってしまいます。

Xerox® FreeFlow® VI Suiteを使用
す ると、設 計した テン プレ ートや バリ
アブ ルデ ータをよりスムーズにプリン
タ ー へと送 信 できます 。E P S / T I F F /
J P E G オブ ジェクトなど の 設 計リソー
ス は 、プ リント サ ー バ ー に 保 存 さ れ 
ます。そのため、各ジョブのオブジェクトを
再送信する必要がなく、ファイルサイズの 
縮小・転送時間の短縮・ボトルネックの減少
につながります。

FreeFlow® VI Composeは即座に各ペー
ジを構築し、数分でプリントを開始。各ペー
ジを構築してからプリンターに転送する必
要がなくなります。

※処理時間はジョブやお客様の環境によって異なります。

従来のVDPワークフロー

Xerox® FreeFlow® VI Composeを導入したVDPワークフロー
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各ページの構築が発⽣する総処理時間数　=　プリントエンジンにファイルを送るまで90分

各ページの構築が発⽣しない総処理時間数　=　プリントエンジンにファイルを送るまで4分

⼤幅な処理時間の短縮で⽣み出された時間を新しいビジネスに。


