for Win

for Mac

Cloud

Foxit PDF Editor シリーズ
フォックスイット ピーディエフエディタ

いつでも、
どこでも、デバイス超えてPDF

これからのPDFは赤からオレンジの時代！
高性能のPDFを永続ライセンスで使い続けましょう！

デジタル化が浸透した今、PDFにも変革の時がやってきました。PDFは見るためのツールからプラットフォー

ムを選ばない情報共有ツールへと進化します。Foxit PDF Editorは、標準の付属ツールでは対応できない

PDFコンテンツの直接編集や、PDFから Oﬃce形式への変換、セキュリティ設定による操作の制御、墨消

し機能などに加え、Oﬃce���で使用されている Microsoft社の IRMもサポートするなど、よりパワフルでス

マートな PDFの活用を提供するオールインワンツールでありながら、サブスクリプションのようにインター
ネットとの常時接続の必要がなく、Win版/Mac版を永続ライセンスでご使用になれます。また、Cloud版

はデバイスを超え、Web上で高性能な Foxit PDF Editorの機能をご提供します。
●
●
●

Windows版、Machitoch版、Cloud版、デバイスを超えて使いやすさを追求したルック＆フィール

エンタープライズユーザーから SOHOユーザーまでご満足いただけるハイパフォーマンス
世界���か国以上にわたる使用実績、グローバルにビジネスを展開中

お客様の導入計画に応じたプランを提案させていただきますので、下記窓口にお気軽にご連絡ください。
■ お乗り換えを検討の法人ユーザー、教育関係者さまはこちら。https://www.foxit.co.jp/contact/
Foxit PDF Editor のサブスクリプション導入についてはご相談ください。

■ お申し込み時のお願い

■ 乗り換え対象他社 PDF 製品
問いません。

・乗り換え購入をお申し込みの際は、現在お使いの他社PDF製品名と ご利用のライセンス数をご提示下さい。
※乗り換え元製品のご利用が 判るものを確認させて頂く場合がございます。

・フォームには必須項目と、
表題に『乗り換え』が判るタイトルを、また法人名、部署名、
氏名、連絡先の記載をお願いいたします。

組織導入例： IHI グループ様、あおぞら銀行様、アステラス製薬様、大塚ホールディング様、国際協力銀行様、損害保険ジャパン様、SOMPO システムズ様、ニコン様、
日本電気グループ様、陸上自衛隊様 など

Foxit PDF Editorに乗り換えるのは
「今」
です。
フォックスイット ピーディエフエディタ

Foxit PDF Editor の基本機能

サクサク閲覧、ファイルサイズも小さく保存

システムリソースをあまり消費せずに PDFを表示。複数タブで、異なる PDF

文書をすばやく切り替えて閲覧できます。しおりも簡単に追加、編集できま

す。ファイルサイズを最適化してストレージ負荷を軽減します。

PDFからOﬃceへ、OﬃceからPDFへ

Microsoft®Oﬃceとの相性は抜群。ドラッグ＆ドロップや PDF印刷機能で
すばやく PDF作成が可能。Oﬃceソフトで作業したいときは、PDFから簡単

分割や統合などページ管理がかんたん

ページ入れ替えはサムネールを移動、追加や抽出はドラック＆ドロップで完了。
ページの削除はマウスの右ボタンで行います。

フォーム作成もかんたん

既存のフォームや Excelシートの罫線を活用して、入力フィールドを自動認
識・編集、すばやく簡単にインタラクティブ PDFフォームを作成できます。

操作で Wordなどに変換も可能です。

文書修正（追記＆削除）＆動画挿入

編集機能が充実。ワープロ感覚でダイレクトに文字修正が可能なほか、
OCRでテキスト編集を可能に、画像や動画の挿入にも対応しています。

知財管理のためのタイムスタンプ

知的財産保護の分野において、先使用権の確保、知財訴訟対策等のために、
研究開発段階から事業段階に至る各段階での電子書類の存在時刻と非改
ざんを証明するタイムスタンプで、公的機関である INPIT
（インピット）のタ
イムスタンプトークン保管サービスに対応しています。

さらに高機能な［ Editor Pro版 ］ Macユーザーには［ Macintosh版 ］

マイクロソフトIRMと連携

Microsoft IRMとのシームレスな統合環境を実現し、
企業ごとのセキュリティ
ポリシーに則ってアクセスコントロール等、PDF文書を保護します。

白塗り&墨消し機能

PDF上の個人情報や機密事項が印刷されている箇所や、消したい部分を範
囲指定してワンタッチでデータを完全に消去
（白塗り /Mac版は墨消し）しま

■ Foxit PDF Editor ボリュームライセンス（乗り換えのご相談承ります。）
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Macintosh版

フォックスイット ピーディエフエディタ

Foxit PDF Editor Mac

Macユーザー専用の高機能でセキュアなプロフェッショナルPDFソリューション

【Foxit PDF Editor Mac の主な機能】

その他、macOS環境でPDFを活用するための必要十分な機能を提供しています。

・Oﬃce 形式や画像など他の形式から規格準拠の PDF の作成
・PDF から Oﬃce 形式や画像など他の形式に書き出し
・PDF コンテンツの直接編集

・フォームの作成、入力
・しおりやハイパーリンクの追加、編集
・透かしや背景、ヘッダーとフッターの追加

●Foxit PDF Editor Mac は Mac ユーザーにご満足いただけるこだわりの専用アプリに仕上がっています。

Standard版
Business版

13,900円

フォックスイット ピーディエフエディタ

Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor Pro
堅牢でセキュアなビジネスの即戦力
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�� ‒ ��

��� 以上

・パスワードや電子証明書によるセキュリティ設定
・電子署名
・墨消しによる機密情報の削除

13,900円

軽快、セキュア、高機能なプロフェッショナル PDF ソリューション
フォックスイット ピーディエフエディタ プロ

ライセンス数量

16,900円

ライセンス数量
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�� ‒ ��

��� 以上

�ライセンス単価
（税抜）
��,��� 円
��,��� 円

お問い合わせ
・OCR による文字認識
・レイヤーのサポート
・Microsoft 社の IRM をサポート

�ライセンス単価
（税抜）
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��,��� 円

お問い合わせ

ライセンス数量

�ライセンス単価
（税抜）
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お問い合わせ

Foxit PDF Editor は、
ビジネスの即戦力となる、
安全で費用対効果の高いソリューションを提供します。PDFの表示、
作成、
編集、
PDFを介した共同作業、
共有、
セキュリティ機能、
ページ編集、
エクスポート、
OCR、署名などPDFに関するあらゆる機能を提供します。
●Foxit PDF Editor はプロフェッショナルな PDF を作成するのに必要充分な機能を備えています。
●Foxit PDF Editor Pro は PDF オブジェクトの編集や企業のセキュリティポリシーに準拠したアクセスコントロールを可能にする高度なセキュリティ機能を備えています。

企業や組織規模で��ライセンス以上のご購入を検討されている場合で他社PDF製品からお乗り換えの場合、
お得なライセンス価格をご提案しております。

製品名とライセンス数をご指定のうえ、お問い合わせください。

Online版

フォックスイット ピーディエフエディタ クラウド

Foxit PDF Editor Cloud

Foxit PDF Editor の高機能を Web でもお使いいただけます。

株式会社 FoxitJapan

〒���-���� 東京都港区海岸 �-�-�
汐留芝離宮ビルディング �� 階

https://www.foxit.co.jp/

価格/ライセンス数量等の詳細については、
こちらまでお問い合わせください。

https://www.foxit.co.jp/contact/

