
fs-Winder 

ロボット巡回型PDF自動変換ツールロボット巡回型PDF自動変換ツール
CADファイル、OfficeファイルをフォルダまるごとPDF変換CADファイル、OfficeファイルをフォルダまるごとPDF変換
さらに、サムネイル付き全文検索サーバを全自動で構築

エフエス ワインダー

CAD ファイルのフォルダCAD ファイルのフォルダ

まるごと PDF 化まるごと PDF 化

全文検索化全文検索化

CADファイル、CADファイル、
OfficeファイルOfficeファイル
をフォルダまるをフォルダまる
ごとPDF変換ごとPDF変換

さらに、さらに、
サムネイル付き全文検索サーバを全自動で構築サムネイル付き全文検索サーバを全自動で構築

定期自動巡回で、更新ファイルのみ再変換

スケジュールにより自動巡回時には、 更新ファイル

のみ再変換されますので、 元のフォルダと全文検索

サーバが同期します。

社内に分散した情報を１サーバに統合(Pro版のみ)

複数の巡回ロボットが並行動作しますので、 社内

に分散したファイルを一つの全文検索システムに

統合することができます。

CAD専用のダイレクトPDF変換エンジン

レイヤの再現や用紙設定の自動読取りなど、 CAD

に特化した高速、 高機能な変換エンジンを搭載して

います。 CAD ソフトや PDF ドライバは不要です。

(Office 変換を除く )

既存のPDFも文字検索できないDWGも全文検索化

DWG特有の SHX フォントも PDF 上で検索対象と

することが出来ます。 fs-Winder で作成した PDF

だけでなく、 既存の PDF も含めて全文検索サーバ

を構築することが出来ます。

ファイル添付でオリジナルファイルを復元

PDF に CAD ファイルを自動添付できますので、 検索

ヒットした PDF から CAD ファイルを取り出すことができ

ます。

Googleライクな全文検索Webサーバを装備

Google や Yahoo のようにキーワード検索が可能な

Web サーバを装備しています。 さらにサーバ不要

ですぐに使えるデスクトップサーチも装備。

既存システムとの連携

DBオプションを利用することにより、 既存システム

や他の図面管理システムなどと連携利用することが

できます。

QRコードと携帯電話で図面の最新版をチェック

図面の版情報を含んだ QR コードを PDF 中に挿入

することにより、 携帯電話を用いて図面が最新か

どうかをチェックすることが出来ます。

( 要別途プション )

動で構築
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フォルダをロボット巡回して、CADファイル・Officeファイルを全自動でPDF化！！フォルダをロボット巡回して、CADファイル・Officeファイルを全自動でPDF化！！
さらに、サムネイル作成と全文検索サーバの構築までノンストップで行います！！さらに、サムネイル作成と全文検索サーバの構築までノンストップで行います！！



Webブラウザで検索

fs-Winder ラインナップ一覧

さらに詳しい情報は、マイクロアーツのWebサイトをご覧ください。さらに詳しい情報は、マイクロアーツのWebサイトをご覧ください。
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検索ヒットしたPDFから、PDFが保存
されているフォルダにジャンプ
検
ささ2.2.2.

PDFの
サムネイルを
表示

CAD
ファイル中の
テキストを
表示

キーワードを入力、
AND検索にも対応

オリジナルの
CADファイル名と
日付を表示

fs-Winderが作成するPDF

構築した全文検索システムは、Webブラウザベースで利用することが出来ます。構構1.1.

fsfs3.

フォルダを
ツリー表示

レイヤを
再現! CAD

ファイルの
添付

希望小売価格希望小売価格(税込み)税込み)

Pro Std Lite

DWG版 ¥614,250 ¥204,750 ¥88,200
SXF版 ¥614,250 ¥204,750 ¥88,200
JW版 ¥220,500 ¥79,800 ¥35,700
ラスタ(画像)版 ¥220,500 ¥79,800 ¥35,700
Office版 ¥157,500 ¥58,800 ¥27,300
※上位クレードへのアップグレード価格は差額となります。
※対応形式の追加は、最高価格以外の製品価格が1/2となります。(同一グレードの場合)

オプション(税込み)税込み)

¥105,000

¥210,000

¥105,000

製品製品グレード別機能比較表別機能比較表
Pro Std Lite

変換対象探索フォルダ数 制限なし 1個 1個

同時変換プロセス数 制限なし 1個 1個

変換ファイル数 制限なし 制限なし 2000
ﾌｧｲﾙ

可 可 制限有り

ネットワークフォルダ対応 可 可 不可

オプション製品の利用 可 可 不可

QRコード最新版管理機能

Webサーチソースコード

データベース連携

Lite 版では、 探索フォルダと出力フォルダをネットワーク
パスとすることは出来ません。

Lite 版では、 全文検索専用のサムネイルとキーワードを
作成のみが可能です。

備考

登録したフォルダごとに１プロセスの起動となります。

Lite版では、累積変換ファイル数が2000ファイルに制限さ
れます。※探索フォルダを変更すると 0 に戻ります。

グレード
対応形式

※PDF変換クローラは、１製品ライセンスにつき1台のPCにインストールすることが出来ます。
※PDF変換クローラ以外のツールは、製品グレードによる機能の違いはありません。
※PDF変換クローラ以外のツールは、購入されたお客様の会社あるいは組織内のPCに自由に
   インストールしてご利用いただけます。

動作環境動作環境
Webサーチ以外
  Windows XP(32bit) SP2以降、Windows Vista(32bit)、Windows 7 (32bit及び64bit)
  Windows Server 2003(32bit) R1以降、Windows Server 2008 (32bit,64bit)

Webサーチ(サーバ)の動作環境
  Windows XP Professional(32bit) SP2以降
  Windows Vista(32bit) Home、Business、Ultimate、EnterPrise
  Windows 7(32bit及び64bit) Home、Professional、Ultimate、EnterPrise
  Windows Server 2003(32bit) R1以降、Windows Server 2008 (32bit,64bit)

Webサーチ(クライアント)の動作環境
  Webブラウザ IE7以降を推奨
  PDFリーダ Adobe Reader Ver7以降を推奨

評価版について
   評価版はPro版と同等機能です。
   PDF変換クローラとPDF検索ビルダは初回起動後30日間動作します。
   デスクトップサーチとWeｂサーチは、評価期間の制限はありません。
   変換したPDFの背景に評価版のロゴが入ります。
※Office変換には、別途Office2007が必要です。

ロボット巡回型全文検索インデックス及びサムネイル作成ツール

製品製品に含まれるツるツール
PDF変換クローラ ロボット巡回型PDF自動変換ツール。製品グレードにより機能が異なります。

Webブラウザで検索を行うための検索サーバシステム

上記ツールの操作メニュー

PDF検索ビルダ

全文検索システム
構築ウィザード

デスクチップサーチ

Webサーチ

操作メニュー

最新情報が満載！ http://www.microarts.jp お問い合わせ 

開発元 

ma-info@microarts.jp

変換クローラの更新履歴データベースに外部データベースを
使用することにより、 スキャンの高速化及び外部プログラムとの
連携を可能とするオプションです。 また、 スキャン後に指定する
外部プログラムを自動起動することができます。

QR コードと携帯電話で図面の最新版管理するオプションです。
別途データベース連携オプションが必要です。

Web サーチのソースコード (ASP.NET C#) を社内利用ライセンス
でご提供いたします。 カスタマイズにより、 独自の検索システム
を構築することが可能となります。

対象フォルダ数が 1 個の場合でも、 サブフォルダは全て
変換対象となります。

サムネイルとキーワード
ファイルの作成

CAD データや Office データから一気に全文検索システムを構築するため
のウィザード

PDF 検索ビルダが作成したインデックスを用いて、 ローカル PC 内の
PDF を全文検索するためのツール


	fs-winder表面
	fs-winder裏面_A

