
シリーズ 総合カタログ

文書・図面・画像ファイルを高速・高精度に表示し、
様々な業務や利用シーンに柔軟に対応する多機能ビューアソリューション

大判長尺図面や
分厚いマニュアルを
高速表示したい

iPadなどのタブレットで
どこでも閲覧確認したい

セキュアにファイルを
共有したい

図面や文書のレビュー
業務をスムーズにしたい

 導入事例

B r a v a シリーズ製品一覧

●Brava、Blazonは、OpenText Corporationの商標です。
その他の社名または商品名等は、一般に各社の登録商標または商標です。記載されている内容は2017年9月時点
のものです。内容は予告なく変更されることがあります。

BAL20170901

国内販売代理店

〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-20-8　寿パークビル7F
TEL ： 03-6809-0967（営業部直通）
FAX ： 03-6809-0976
E-mail ： sales@oceanbridge.jp
Web ： http://www.oceanbridge.jp/

株式会社オーシャンブリッジ

購入・販売について
製品のご購入・お見積もりはお取引のある販売店もしくは弊社営業部までお問い合わせください。
モデルによって利用できる機能や対象ファイルが異なります。
弊社Webサイト、価格表等をご確認ください。

保守サポートサービスについて
販売しているすべての製品は「保守サポートサービス」が必須です。（有償・一年単位・年次更新あり）
製品購入と同時に保守サポートサービスへの加入をお願いいたします。
保守費用は製品定価の20％です（税別）。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

高速・多機能ビューア（ブラバ）

【製　　造】
株式会社アーレスティ
オムロン株式会社
オリンパス株式会社
カルソニックカンセイ株式会社
関西ペイント株式会社
株式会社小糸製作所
株式会社住理工テクノ
テルモ株式会社
株式会社東芝
日本精工株式会社
日本曹達株式会社

富士ゼロックス株式会社
富士電機株式会社
株式会社ブリヂストン
古河AS株式会社
三菱日立パワーシステムズ株式会社
理想科学工業株式会社
リョービ株式会社
【建　　設】
株式会社大林組
鹿島建設株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社竹中工務店

日揮株式会社

【情報通信・IT】
富士通エフ・アイ・ピー株式会社

【鉄道・陸運】
山九株式会社
東京地下鉄株式会社
日本通運株式会社
三井造船株式会社

【医療・医薬品】
杏林製薬株式会社
鳥居薬品株式会社

【金　　融】
株式会社国際協力銀行
労働金庫連合会
【電気・ガス・水道】
株式会社協振技建
中部電力株式会社
【小売・卸売】
株式会社パルコ
【教　　育】
株式会社ベネッセコーポレーション

＜導入企業社名（順不同/敬称略）＞

Bravaシリーズ 国内導入事例 国内導入実績900社以上

「リコーインダストリーでは、Brava 
Desktop のマークアップ機能を利用し
始めて、16 人 / 月かかっていた新製品の
部品の規格書作成期間が 1/8 に短縮でき
ました」

リコーインダストリー様（アノテーション）

「自動車業界で高まる情報セキュリティ
ニーズを満足する、安全性、コスト、使い
勝手のバランスがとれた、セキュアなファ
イルビューア」

アーレスティ様（セキュリティ）

「図面データの修正箇所を一瞬で把握。
Bravaの図面比較により、修正前後の差
異を視覚的に認識できるので、検図の際、
変更箇所の見落としを確実に防ぐことが
できます」

竹中工務店様（差分比較）

「SharePointだけでは、100万ファイル
を保管する図面管理システムの要件は
満たせませんでした。Brava ビューアを
組み込むことで、検索やセキュリティ等の
要件を満たすことができました」

東京メトロ様（図面ビューア）

www.bravaviewer.jpBravaシリーズの製品情報・体験版はWebサイトをご覧ください

分類 連携システム 機能 主な用途 価格（目安）製品名

文書・図面管理システム
（パッケージ /スクラッチ
開発）

SharePoint
（開発元：マイクロソフト）

GlobalDoc5
（開発元：パナソニック
ソリューションテクノロジー）

ファイルサーバー ￥2,700,000～

連携開発 ￥1,800,000～

連携オプション
パッケージ

●社内外文書や図面の公開（Web）
における情報漏えい対策

●申請業務での個人・機密情報
漏えい対策

●図面の変更指示、マニュアル・
販促資料の共同レビュー

● Webサイト上の図面 /文書を
アプリケーションなしで表示

●全社、あるいは部門内のマニュ
アルや通達の公開

●社内向けポータルサイトの構築

●ファイル表示
●持ち出し禁止
●差分比較
●アノテーション
●ファイル変換
● iPad対応（一部製品）
●サムネイル表示（一部製品）

オープン価格

￥2,800,000～

●ファイル表示
●持ち出し禁止
● Webサイトの構築
● iPad対応

クライアント 不要（スタンドアロン PC） ¥12,000～

● CAD、TIFF、PDFファイルの
高速閲覧

● 修正箇所の差分比較
● 図面の拾い出し /計測

● ファイル表示
● 差分比較
● アノテーション
● ファイル変換

BRAVA!
Desktop

BRAVA!
Enterprise

BRAVA!
for SharePoint

BRAVA!
for GlobalDoc5

BRAVA!
for FileServer



Brava シリーズは Web ベースシステムへの組込型の製品※1 です。原本ファイルを表示専用データに変換し、Web ブラウザでサクサク高速かつ 高精度に表示します。様々な形式
のファイルを手軽に共有でき、さらに原本ファイルに触れさせない仕組みにより、セキュリティと快適な共有環境の両方を実現できます。

※1 スタンドアロン環境で利用できる、デスクトップ製品もございます。

Bravaは文書・図面・帳票などのファイルを扱う業務において、様々な閲覧者の課題・ニーズに柔軟に対応し、会社・組織全体の業務の効率化を加速します。

 様々な環境に対応するBravaシステムイメージ

※2 様々な形式のファイルをサーバーサイドでPDFや TIFFに自動変換し、保存する場合は別製品「Blazon Enterprise」もございます

透かし

プリントスクリーン禁止

柔軟な連携 持ち出し制御

サーバー

表示専用
データ

Office、PDF、
CAD、TIFF等

 業務効率化に繋がる便利な機能

サーバーサイドで
表示専用データに変換

文書・図面管理システム

（パッケージ /スクラッチ開発）
ファイルサーバー等

社 内

◯印刷許可
◯ダウンロード許可
◯プリントスクリーン許可

海外拠点・取引先

× 印刷不可
× ダウンロード不可
× プリントスクリーン不可

高速・高精度な表示 検図業務や遠隔地からの閲覧に

専用のアプリケーション
なしで重たい大判長尺の
CAD 図面や TIFF、PDF、
Office など様々なファイ
ルを高速・高精細にサク
サク表示・拡大できます。

アノテーション 作業指示や修正作業の確認に

Web ブラウザ上で変更指
示や気になった箇所に書
込むことができます。さら
に書き込んだ内容をまと
めたチェックリストが生成
されるため、作業効率化や
漏れ防止に役立ちます。

ファイル変換※2 関連会社との情報共有に

アノテーションや墨消し
した後に、PDF・TIFF・
JPEG・CSF（独自暗号
フォーマット）などに変換
して保存することができ
ます。

差分比較 図面・帳票・約款の変更箇所の確認に

変更前後のファイルを重
ね合わせて差分を比較す
ることができます。変更箇
所（テキスト含む）は緑と
赤でハイライト表示され
一目瞭然です。

墨消し（マスキング） 申請業務の情報漏えい対策に

個人情報や機密情報など
セキュリティ上公開できな
い部分を手動や自動で墨
消しして、内容を共有する
ことができます。

計測・拾い出し 図面内の部品・材料のチェックに

基準尺度を設定し、長さ
や面積を計測、集計するこ
とができます。ベクトル
データであれば端点を取
ることができます。

海外拠点・取引先とのセキュアなファイル共有

Webブラウザ上でファイルを閲覧するので、クラ
イアント環境に制約がある場合でも、セキュアな
環境の中で簡単にファイルを共有できます。

本 社

海 外 拠 点

社 外

作業指示を書き込み

頻繁に修正される図面・文書のレビュー業務

Web ブラウザ上で内容を確認し、任意の場所に
修正指示やレビュー結果を書き込むことができ
ます。

製造・建設現場での進捗確認や仕上げ検査

大判長尺図面やページ数の多いマニュアルなど
のファイルを、タブレットで確認しながらレビュー
結果を関係者と共有できます。

対話的なワークフロー申請

ワークフローに連携し、Webブラウザ上で対象と
なる非定型文書の任意の場所にスタンプやサイ
ンを書き込みできます。

承 認

申 請

申請業務の個人情報・機密情報漏えい対策

ファイルの持ち出しや改ざんの防止はもちろん、
墨消し箇所をユーザーごとに表示／非表示を設定
することができます。
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iPhone、iPad、Androidから

文書や図面
の閲覧・コ

メント・

修正指示が
可能

操作を簡単にする
クイックコントロール

メニュー

Brava が活躍する
利用シーン

Brava が活躍する
利用シーン




