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 はじめに 

 本マニュアルでは、MakeLeapsのユーザー定義テンプレートにおいて、下記のより⾼度なカス 
 タマイズ⽅法をご案内します。 

 ●  ⼀からExcel形式テンプレートを作成する⽅法 
 ●  条件によってデータを出し分けるなどの⽅法 

 作成を始める前に、まずは下記ヘルプセンターの関連記事をご確認ください。 
 ●  ユーザー定義テンプレート：基本のカスタマイズ 
 ●  ユーザー定義テンプレート：サンプルファイル⼀覧 

 MakeLeapsのユーザー定義テンプレート機能は、使い慣れたExcelファイルを使い、書類のデザ 
 インを設定するものになります。実際にMakeLeaps内でExcelそのものが作動するものではない 
 ため、PDFの出⼒はExcelの動作と⼀部異なる場合や、Excel上の設定が機能しない場合があり 
 ます。 

 本マニュアルでは、検証済みのExcel機能を記載していますが、 
 マニュアルで⾔及されていないExcel機能は動作サポートの対象外となることを予めご了承くだ 
 さい。 
 また、⼀部の設定において、プログラミングの基礎知識が求められることがあります。  

 Excelファイルを作成後、MakeLeapsのカスタムテンプレート追加時のプレビューで、必ず各 
 種条件に該当する書類のテストを⾏い、書類のデータが正しく出⼒されるかをご確認の上、カ 
 ステムテンプレートの適⽤を進めてください。  
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 カスタマイズをする前の注意事項 

 対応するファイルの規格 
 ●  「ユーザー定義テンプレートを追加する」  のヘルプセンター記事をご参照ください。 

 書類PDF上に反映されるExcelの設定 
 ●  ページ設定 

 ○  ⽤紙サイズと向き（「A4縦」と「A4横」のみ対応） 
 ○  余⽩ 
 ○  ページ番号を含むヘッダーとフッター 

 ●  セル構造（各⾏の⾼さ、列の幅） 
 ○  セルスタイルをどのセルにも適⽤していなくても、列の幅はセルスタイル「標 

 準」の書式設定に影響されます。 
 推奨設定：フォント「Arial」、⽂字サイズ「18」 

 ●  フォント種類を除く、「セルの書式設定」：表⽰形式(テキスト・⽇付・通貨・数値)、 
 フォントのサイズ／スタイル／⾊、罫線、塗りつぶしの⾊ 

 ●  「セルの書式設定」＞配置 
 ○  縦位置：上詰め、中央揃え、下詰め 
 ○  横位置：標準、左詰め（インデント）＝０、左詰め（インデント）＞０、中央揃 

 え、右詰め（インデント）＝０ 
 ●  セルの内容 

 ○  固定表記 
 ○  変数：MakeLeapsの書類の値に置き換えられたうえ、反映されます 
 ○  ⼀つのセルで固定⽂と変数を混在させることも可能です。ただし、混在させる場 

 合、表⽰形式設定にかかわらず、変数の値はデフォルトの形式で⽂字列として出 
 ⼒されます。（デフォルトの形式は記事  「ユーザー定義テンプレート：利⽤可能 
 な変数」  をご参照ください） 

 ●  画像データ（Excel内で加⼯されていないデータに限る） 
 ○  Excel内で画像の透明度などを指定すると、郵送代⾏時にエラーが起きて郵送で 

 きなくなる可能性があります。予め加⼯済みの画像データのみ、ご利⽤くださ 
 い。 

 ○  プロパティにて、セルに合わせてサイズを変更する設定にすると、出⼒内容に 
 よって画像のサイズが変わることがあります。推奨設定：「セルに合わせて移動 
 するがサイズ変更をしない」 

 ●  挿⼊メニューより設定された改ページ 
 ○  Excel上で明確に改ページを定義していない場合、Excelの印刷と同じようにPDF 

 の改ページはコンテンツによって⾃動的に調整されます。特定の内容を同じペー 
 ジに出⼒したい場合は改ページを定義してください。 

 ○  制御⽂が記載されている⾏および制御⽂の間の⾏に、改ページを指定しても、改 
 ページが反映されませんのでご留意ください。 
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 ●  印刷範囲の指定：Excel上で印刷範囲が指定されている場合、PDFは印刷範囲の指定通 
 りに出⼒されます。 

 ⾏/セルが印刷範囲に含まれていると、MakeLeaps上の⼊⼒量によってはPDFが正しく 
 出⼒されない場合があるため、列のみの印刷範囲指定を⾏ってください。 

 ○  推奨：「A:I」（列のみの指定） 
 ○  推奨しない：「A1:I46」（セル単位での指定） 

 *明細⾏が多い場合など、MakeLeaps上の⼊⼒内容がExcel上で指定した印刷範囲 
 を超過すると、PDFが正しく出⼒されません。 

 テンプレート保存時に表⽰される注意事項を確認し、現在の印刷設定が「推奨しない」 
 に該当していないことを確認してください。 

 また、以下は動作サポートしていないため、テンプレートの保存がでません。 
 「A:I, O:M」「A1:I50, A55:I100」（シート内の複数範囲指定） 

 印刷範囲を修正し、テンプレートを保存してください。 

 ⾏の⾼さについて 
 ●  セルの結合がない場合：⾏の⾼さはExcel上で定義された⾼さで出⼒されます。「⾃動 

 調整」と「固定」の２パターンがあります。 
 ●  セルの結合がある場合：通常Excelでは⾏の⾼さが⾃動的に「固定」されますが、 

 MakeLeapsでは⼀部のケースにおける⾏の⾼さの調整を可能にしました。 
 ○  1⾏に複数列のセルを結合している：⾏の⾼さはExcel上で定義された⾼さで出⼒ 

 されます。データの出⼒⾏数に合わせて⾏の⾼さを⾃動的に変更させたい場合 
 は、あらかじめExcelで「⾃動調整」を指定してください。 

 ○  複数⾏のセルを結合している：⾏の⾼さが「固定」のままになります。 

 Excelファイル内で下記の設定を⾏っても反映されない、もしくはエラーが表⽰されることがあ 
 りますので、利⽤しないでください。 

 ●  セルの数式（例：「=C3+D3」、「=concat(C1,C2)」） 
 ●  条件付き書式 
 ●  セルの書式設定＞表⽰形式「ユーザー定義」で分類されるもの 
 ●  セルの書式設定＞⽂字配置＞横位置＞「右詰め（インデント）」 
 ●  [改ページ プレビュー] でマウスで改ページを移動させる 

 下記の記載が含まれる⾏はPDF上に出⼒されません。同⼀⾏に書類上の項⽬名や項⽬内容、変 
 数を記載、または重複する範囲内に画像を配置しないようご留意ください。 

 ●  [[loop …]] 
 ●  [[if …]] 
 ●  [[endif]] 
 ●  [[endloop]] 
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 Excelファイルの作成 

 Step 1� 基本フォーマットの指定 

 1.  印刷⽤紙サイズを「A4縦型」もしくは「A4横型」に指定する 
 これからは1ページの幅に合わせて、コンテンツを作成していきます。 

 2.  セルスタイル「標準」のフォーマットを指定する 
 推奨設定：フォント「Arial」、⽂字サイズ「18」にします。 

 Step 2� 書類の上部 

 ここでは、「書類の上部」を取引先の情報（社名や担当者名）、⾃社情報（社名、ロゴ、登録 
 番号など）、書類の発⾏⽇、合計⾦額などの情報を記載するエリアとします。 

 このエリアで使える変数は、  「ユーザー定義テンプレート：利⽤可能な変数」  の記事内  「書類 
 に利⽤可能な変数」  のセクションをご参照ください。 

 [PDFの出⼒イメージ] 

 ＜作成⽅法＞ 

 1.  ⼤まかなデザイン（レイアウト、表のヘッダー、罫線、塗りつぶしの⾊など）を作り、 
 固定で出⼒したい⽂⾔（書類の表題やデータの項⽬名「請求書番号・発⾏⽇など」）を 
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 書き込む 

 2.  ⾃社のロゴや社印の画像ファイルを挿⼊する 
 書類タイプ、事業部などによって異なるロゴ・社印を利⽤したい場合は、それぞれ別の 
 テンプレート（別のExcelファイル）を作成してください。 
 [Excelのイメージ1-1] 

 3.  MakeLeaps内の書類データを表⽰したいセルに、MakeLeapsの変数を書き込む 
 例：固定表記の「請求書番号」の横に、書類データにある「書類番号」を出⼒したい場 
 合、そのセルに変数 [[document_number]]を書き込みます。 

 4.  各セルの書式設定を調整する 
 特に発⾏⽇など⽇付の変数のみ書き込まれているセルは、必ずセルの書式設定で「2022 
 年7⽉1⽇」などのフォーマットを指定してください。 

 [Excelのイメージ1-2] 
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 Step 3� 明細表 

 ここでは、「明細表」を、⼀般的に明細表のヘッダー⾏と、すべての明細／内訳における取引 
 の明細、数量や⾦額などの情報を記載するエリアとします。 

 このエリアで使える変数は、  「ユーザー定義テンプレート：利⽤可能な変数」  の記事内  「明細 
 表「明細」「簡易明細」「⾒出し」⾏で利⽤可能な変数」  のセクションをご参照ください。 

 MakeLeapsでは４種類の明細⾏があります。 
 ●  「明細」 
 ●  「簡易明細」 
 ●  「⾒出し」 
 ●  「⼩計」 

 MakeLeapsの書類では最低限「明細」もしくは「簡易明細」のどちらか⼀つは必ず⼊⼒しなけ 
 ればなりません。 

 各明細の出⼒設定はループのネスティング（⼊れ⼦）が含まれる構造になり、 ⼀からすべての 
 ループなどを書き込むには、本機能に対する⾼度な理解が必要です。 
 そのため、作業を始める前に、これからの案内に合わせて、Excelサンプルファイルを確認する 
 ことを強く推奨します。 

 ※  「ユーザー定義テンプレート：サンプルファイル⼀覧 」  よりサンプルファイルをダウンロー 
 ドしてください。 

 また、明細表の構造のみを書き込んで、変数等が設定されていないサンプルファイルを⽤意し 
 ました。こちらのサンプルファイルから構⽂をコピーし、貼り付けて使うことで、⼊⼒ミスを 
 防ぐことができます。 

 ※構造のみのサンプルは  [[こちら]]  よりダウンロードしてください。 

 ＜明細データの構造＞ 
 まず、PDFで明細データを出⼒する時の構造を説明します。 

 各単語の定義 

 項⽬  意味  詳細 

 lineitemgroup  明細グループ  書類の中では、明細グループがリスト形式となります。通 
 常、１書類には１つの明細グループのみ出⼒されます。 

 ●  明細表で「⼩計」⾏を追加する場合、「⼩計」⾏ 
 区切りで複数の明細グループが出⼒されます。 

 ●  書類の詳細設定で「消費税率ごと明細を分類す 
 る」を有効にしている場合、⾃動的に２つの明細 
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 グループが出⼒されます。 

 itemgroup.desc 
 ription_header 

 明細グループ 
 のタイトル 

 ●  １つの明細グループのみが存在する場合、タイト 
 ルが空欄になります。 

 ●  明細表で「⼩計」⾏を追加している場合、タイト 
 ル⾏が空欄となります。 

 ●  書類の詳細設定で「消費税率ごとに明細を分類す 
 る」を有効にしている場合、それぞれのグループ 
 タイトルが「標準税率対象」と「軽減税率対象」 
 となります。 

 lineitem  明細⾏  明細⾏のデータは、明細表の明細、簡易明細や⾒出しと 
 してリスト形式で出⼒されます。 

 書類上のデータで複数の項⽬が存在する場合、それに合 
 わせて複数⾏が出⼒されます。 

 summary_box  集計項⽬⾏  明細グループの中でリスト形式となります。。 

 明細表で「⼩計」⾏を追加する、または書類の詳細設定 
 で「消費税率ごとに明細を分類する」と設定した場合の 
 み、それに合わせた集計結果のデータが出⼒されます。 

 出⼒時の構造に関する具体例 
 [通常の場合] 

 [「⼩計」⾏を追加する場合] 
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 [「消費税率ごとに項⽬を分類する」と設定している場合] 

 ＜作成⽅法＞ 

 1.  明細表のヘッダー⾏の項⽬名を書き込んで、デザイン（罫線、塗りつぶしの⾊など）を 
 決める 

 [Excelのイメージ3-1] 

 2.  明細グループのloop構⽂を書き込む 

 上記「明細データの構造」で説明のある通り、明細グループがリスト形式となるため、loop構 
 ⽂を使って各明細グループを出⼒する必要があります。 

 明細グループおよび明細グループのタイトルを出⼒するためのloop構⽂は下記の通りです： 
 — 
 [[loop lineitemgroups as itemgroup]] 
 [[if itemgroup.description_header != ""]] 
 [[itemgroup.description_header]] 
 [[endif]] 
 … 
 [[endloop]] 
 — 

 Loop/Endloop構⽂内の⾏が、明細グループごとに繰り返して出⼒されます。 
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 各明細グループにヘッダー⾏を正しく出⼒させるため、ヘッダー⾏は必ず明細グループのloop 
 構⽂内に記載してください。 

 [Excelのイメージ3-2] 

 3.  「⾒出し」「明細」「簡易明細」明細⾏のloop構⽂を書き込む 

 上記「明細データの構造」で説明のある通り、明細⾏がリスト形式となるため、loop構⽂を 
 使って各明細⾏を出⼒する必要があります。 

 明細⾏を出⼒するためのloop構⽂は下記の通りです： 
 — 
 [[loop itemgroup.lineitems as item]] 
 … 
 [[endloop]] 
 — 

 Loop/Endloop構⽂内の⾏が、「⾒出し」「明細」「簡易明細」明細⾏ごとに繰り返して出⼒さ 
 れます。 

 まず、もっとも⼀般的な「明細」⾏を紹介します。 
 今回のサンプルでは次の変数を使います。明細データで使⽤できる他の変数については、記事 
 「ユーザー定義テンプレート：利⽤可能な変数」  をご参照ください。 

 ●  item.description：商品名 
 ●  item.quantity：数量 
 ●  item.quantity.unit：単位 
 ●  item.unit_cost.amount：単価 
 ●  item.price.amount：⾦額（数量ｘ単価） 

 下図のように、Excelに上記の変数を⼊⼒します。明細⾏が「明細」⾏のみの場合は、この⼯程 
 で設定が完了します。 

 [Excelのイメージ3-3] 
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 下図のMakeLeaps編集画⾯のように、明細⾏の種類によって、出⼒時のレイアウトを設定する 
 場合は、「IF⽂」を使⽤した設定が必要です。 
 [MakeLeaps編集画⾯サンプル] 

 明細⾏の種類によって出⼒内容が変わるように、 
 「もし『明細』⾏が指定されたらこういう内容で出⼒する」など、出⼒条件を設定する「IF 
 ⽂」を使った下記の⾏の追加が必要です。（グレーの⽂字は削除して、御社のフォーマットを 
 書き込んでください） 
 ⾏  記述内容 

 1  [[if item.kind = "text"]] 

 2  //この⾏で「⾒出し」の出⼒内容を決めます// 

 3  [[endif]] 

 4  [[if item.kind = "normal"]] 

 5  //この⾏で「明細」の出⼒内容を決めます// 

 6  [[endif]] 

 7  [[if item.kind = "simple"]] 

 8  //この⾏で「簡易明細」の出⼒内容を決めます// 

 9  [[endif]] 

 上記をすべて使⽤する場合、明細グループのループとあわせると明細表を出⼒するエリアが次 
 のようになります。 
 [Excelのイメージ3-4] 
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 4.  集計項⽬⾏のloop構⽂を書き込む 

 上記「明細データの構造」で説明のある通り、集計項⽬⾏はリスト形式となるため、loop構⽂ 
 を使って出⼒する必要があります。 

 集計項⽬⾏を出⼒するためのloop構⽂はこちらです： 
 — 
 [[loop itemgroup.summary_boxes as summary_box]] 
 … 
 [[endloop] 
 — 

 Loop/Endloop構⽂内の⾏が、「⼩計」などの⾏が繰り返して出⼒されます。 

 次のように、loop構⽂の間の⾏で、集計項⽬⾏で使う変数を⼊⼒します。詳しくは記事  「ユー 
 ザー定義テンプレート：利⽤可能な変数」  をご参照ください。 

 ●  summary_box.description：「⼩計」などのラベル名 
 ●  summary_box.price.amount：上記出⼒されたデータ項⽬に相当する実際の⾦額 

 [Excelのイメージ3-5] 

 5.  明細グループのloop構⽂を閉じる 

 最後に、集計項⽬の  [[endloop]]  の次の⾏で、 
 [[loop lineitemgroups as itemgroup]]  の⾏とセットとなる  [[endloop]]  の⾏が書かれているこ 
 とを確認してください。 

 [Excelのイメージ3-5] 

 Step 4� 明細サマリー 

 「明細サマリー」とは、下記の出⼒サンプルように、消費税率ごとの「⼩計」「消費税」およ 
 び全体の「合計」⾦額を表⽰するエリアです。 
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 [PDFの出⼒イメージ] 

 複数税率の場合  単⼀税率の場合 

 こちらのエリアは、⼀般的に明細表の下に記載されていることが多いですが、明細表の下に載 
 せた場合、明細の⾏数によって出⼒箇所が変動します。そのため、明細⾏の上に配置するなど 
 ご検討ください。 

 ⼀つの適格請求書に複数税率が混在している場合、適格請求書の規定では、消費税率ごとの 
 「⼩計」「消費税」などの記載が必要です。 
 書類の中で明細サマリーのloop構⽂と変数を追記すると、必要な記載が⾃動的に出⼒されま 
 す。 

 ＜作成⽅法＞ 

 1.  明細サマリーのloop構⽂を書き込む 

 明細サマリーを出⼒するためのloop構⽂はこちらです： 
 — 
 [[loop totalization_rows as totalization]] 
 … 
 [[endloop]] 
 — 

 loop構⽂の間に、明細サマリーのデータが出⼒されます。 
 複数税率が混在している場合でも、⼀度だけこちらの構⽂を書き込むと、税率ごとの⼩計と消 
 費税額が出⼒されます。 

 2.  明細サマリーのデータを出⼒するための変数を書き込む 

 次のExcelイメージのように、loop構⽂の間の⾏で、集計項⽬で使う変数を⼊⼒します。このエ 
 リアで使える変数は、  「ユーザー定義テンプレート：利⽤可能な変数」  記事内の「明細サマ 
 リーで利⽤可能な変数」のセクションをご参照ください。 
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 [Excelのイメージ4-1] 

 Step 5� 明細表の下のエリア 

 明細表の下に情報が記載される場合、明細の⾏数によって出⼒箇所が変動します。 
 ページレイアウトに汎⽤性を持たせるため、書類の上部に書類に関する情報を配置し、明細表 
 の下には何も書き込まないことをお勧めします。 

 例えば、Excelファイルで「備考」のタイトルと「備考の内容」をそれぞれ違う⾏に設定する 
 と、明細の⾏数によっては「備考」のタイトルが1ページ⽬、そして「備考の内容」のみが2 
 ページ⽬に出⼒されることがあります。 

 明細表の下に、「備考」など書類に関する情報を載せたい場合は本マニュアルの  「Step 2: 書類 
 の上部」  に記載の設定⽅法をご参照ください。 

 Step 6� 印刷範囲や印刷設定の調整 

 1.  1ページ幅の列を印刷範囲として設定する 

 列のみ選択してください。詳細に関しては  「カスタマイズをする前の注意事項」  の案内 
 をご参照ください。 

 2.  ページ設定＞拡⼤/縮⼩印刷の設定で、横幅が1ページに収まるように、 [次のページ数に 
 合わせて印刷] オプションで横「１」ページ・縦「⾃動」に設定する。 
 （エクセルのバージョンによって、「すべての列を1ページに印刷」と呼ばれる） 

 ※印刷の設定で、拡⼤/縮⼩印刷を  「％」  で設定すると、拡⼤/ 縮⼩設定が反映されない 
 ことがありますので、利⽤を控えてください。 
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 [ヘッダー⾏（タイトル⾏）の印刷設定について] 

 「タイトル⾏」は、基本loop構⽂（具体的には明細表などのエリア）より上の⾏に指定するこ 
 とを推奨します。 

 注意事項 
 ●  loop構⽂の間の⾏を「タイトル⾏」に指定すると、予想通りの出⼒にならないことがあ 

 ります。 

 例えば、書類で複数明細グループが存在している場合、印刷設定でloop構⽂内の明細表 
 ヘッダーを「タイトル⾏」に指定すると、同じ明細が複数回出⼒されてしまうことがあ 
 ります。 

 ●  印刷設定で「タイトル⾏」を指定する場合、Excelの仕様どおり、すべてのページに指 
 定されたタイトル⾏が出⼒されます。 

 例えば、2ページ以降にも明細表のヘッダー⾏（タイトル⾏）出⼒するため、印刷設定 
 でそのヘッダー⾏を「タイトル⾏」に指定すると、明細表がないページも含むすべての 
 ページにそのタイトル⾏が出⼒されます。 

   
 [ヘッダー／フッターの設定について] 

 ヘッダー／フッターでは、MakeLeapsの変数が機能しませんのでご留意ください。（書類デー 
 タが出⼒されずに変数名がそのままPDFに出⼒されます） 

 ページ番号を印刷したい場合は、ヘッダー／フッター機能で、印刷時にページ番号が差し込ま 
 れるように設定します。 
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 条件分岐を使う設定 

 if条件⽂を使って⾏の出⼒を決める 

 [[if …. ]][[endif]] の条件式を活⽤し、データの条件に合わせて出⼒する⾏を区別することができ 
 ます。条件式構⽂を加えることで、下記のような書類データや明細⾏の条件によって、⾏のデ 
 ザインや出⼒可否を変更することが可能です。 

 ●  明細⾏で、奇数⾏と偶数⾏の背景⾊を違う⾊で塗りつぶしたい 
 ●  ⾦額が◯◯円以上のときしか表⽰したくない内容がある 

 条件を定義するには、  [[if…]] [[endif]]  の if構⽂のセットを書き込む必要があります。 
 そして、if構⽂の間に、その条件に当てはまる際に出⼒したい内容を書き込みます。 

 if条件⽂が成⽴しない時、if構⽂の間の⾏が出⼒されません。 
 条件に当てはまる、当てはまらない時にそれぞれ異なる内容を出⼒したい場合は、両⽅の出⼒ 
 を定義する２つのif構⽂を書き込む必要があります。また、カスタムテンプレートを適⽤する前 
 には両⽅のケースのテストを⾏ってください。 

 [[if…]] の if条件⽂は、下記のルールに沿って書き込みます。 
 ●  if の後ろに条件式を⼊⼒する 
 ●  各条件を () で囲む 
 ●  複数条件が存在している場合は、最終的には⼆つの⼦条件で⽐較されるような形で () の 

 セットを調整する 
 ○  ⼆つの条件が存在している場合： 

 例えば item.kind = "normal" と item.tax_rate != 8 の⼆つの条件が同時に成⽴する 
 条件式の書き⽅ 

 ■  例：[[if (item.kind = "normal") and (item.tax_rate != 8)]] 
 ○  三つ以上の条件が存在している場合： 

 例えば item.kind = "normal" と item.tax_rate != 8 と item.tax_rate != 0 の三つの 
 条件が同時に成⽴する条件式の書き⽅ 

 ■  正しい⼊⼒例：[[if ((item.kind = "normal") and (item.tax_rate != 8)) and 
 (item.tax_rate != 0)]] 
 間違った⼊⼒例：[[if ((item.kind = "normal") and (item.tax_rate != 8)) and 
 (item.tax_rate != 0)]] 

 ●  ⽂字列を使う場合は “ “ で囲む 
 ●  if構⽂において、<, <=, >, >= 等オペレーターの前後にはスペースを記載する 
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 ブーリアン型、または⽇付の変数による簡易的な条件分岐 

 ブーリアン型（もしくは「ブール型」、「boolean型」と呼ばれる）、または⽇付型の変数を 
 使って、簡易的な条件分岐ができます。その際は「if/if not」で条件を指定します。 

 具体例： 
 ●  明細⾏が偶数⾏であることを指定する条件⽂： [[if item.even]] 
 ●  明細⾏が偶数⾏ではないことを指定する条件⽂： [[if (  not  item.even)]] 
 ●  ⽀払期限の⽇付が存在していることを指定する条件⽂：[[if date_due]] 
 ●  ⽀払期限の⽇付が存在していないことを指定する条件⽂：[[if not date_due]] 

 [Excelのイメージ] 

 オペレーターを使った複合的な条件分岐 

 or  や  >  などのオペレータを使って、複数の条件を組み合わせた複合的な条件分岐ができます。 

 [利⽤可能なオペレーター] 

 オペレーター  使い⽅  記載例  利⽤例 

 < 
 <= 
 > 
 >= 

 オペレーターのあと、 
 「数値」を使う 

 [[if total.amount > 50000]]  total.amount が 50000 
 より⼤きい時に出⼒す 
 る 

 != 
 = 

 オペレーターのあと、 
 「⽂字列」もしくは 
 「数値」を使う 

 [[if bank_details != ""]]  bank_details の値が空 
 ではない時に出⼒する 

 and 
 or 
 not 

 オペレーターの前後 
 で、「ブーリアン型の 
 変数」もしくは「⼦条 
 件」を使う 

 [[if (item.kind="simple") 
 and (not item.even)]] 

 明細⾏が「simple」 
 （簡易項⽬）のタイ 
 プ、かつ偶数⾏ではな 
 い時に出⼒する 
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 例えば、「項⽬」明細⾏で下記のような条件を設定したい場合、 
 ●  奇数⾏：セルの背景⾊が⻘で、⽂字が⿊ 
 ●  偶数⾏：セルの背景⾊が⽩で、⽂字が⻘ 

 次のように、[[if…]][[endif]]のif構⽂のセットを追加し、それぞれの出⼒条件を定義したうえ、書 
 類に出⼒される[[item.description]]の変数の⾏にそれぞれのセルの背景⾊や⽂字の⾊を設定しま 
 す。 

 [Excelのイメージ] 

 [PDF出⼒のイメージ] 

 条件分岐専⽤の変数 
 変数  データ型  意味  備考 

 item.kind  ⽂字列  明細⾏の種類  下記の３種類があります。 
 「⾒出し」: “text” 
 「項⽬」: “normal” 
 「簡易項⽬」: “simple” 

 item.even  ブーリアン  明細⾏の偶数⾏を指 
 定する 

 ご利⽤の場合は、必ず item.even 
 と item.odd のセットで両⽅とも設 
 定してください。 

 item.odd  ブーリアン  明細⾏の奇数⾏を指 
 定する 

 ご利⽤の場合は、必ず item.even 
 と item.odd のセットで両⽅とも設 
 定してください。 

 item.is_tax_inclu 
 sive 

 ブーリアン  明細が税込かどうか 

 item.is_taxable  ブーリアン  明細が課税対象かど 
 うか 
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 choose条件⽂を使ってセルの出⼒内容を決める 

 choose条件⽂を活⽤し、データの条件に合わせて⼀つのセルに出⼒する内容を区別することが 
 できます。例えば、下記のように書類データやブーリアン型変数の結果によって、出⼒内容を 
 変更することが可能です。 

 ●  明細の⾦額が税抜の場合、当該明細⾏の「税込/税抜」列で「税抜」のテキストを出⼒し 
 たい。そうでない時は「税込」のテキストを出⼒したい。 

 ●  明細の消費税率が8%の場合、項⽬名の最後に「◎」を出⼒したい 

 条件を定義するには、[[choose … ]]の構⽂を書き込む必要があります。 
 ●  条件式の構造：[[choose X A B]] 

 ○  具体例：[[choose (item.is_tax_inclusive) “税込” “税抜”]] 
 ○  choose, X, A, B それぞれの間は半⾓スペースを空けます。 
 ○  AとBそれぞれで出⼒される内容のデータ型が異なっても構いません。 

 ●  構造に関する詳しい説明： 

 項⽬  内容  書き⽅  具体例 

 X  条件式  ●  Xの前後は ( ) で囲みます。 
 ●  成⽴する/しないで区別できる 

 条件式もしくは変数であれ 
 ば、使⽤できます。 

 (item.tax_rate = 8) 
 (item.is_tax_inclusive) 

 A  条件が成⽴するとき 
 に出⼒する内容 

 ●  固定の⽂字列、もしくは変数 
 を使⽤できます。 

 ●  変数の値を出⼒したい場合、 
 前後は、( ) で囲みます。 

 ●  固定の⽂字列で出⼒したい場 
 合、前後は、” ” で囲みます。 

 ●  + もしくは & を使って、固定 
 の⽂字列と変数を繋げられま 
 す。 

 ”税抜” 

 (“こちらの⼝座まで振り 
 込んでください” + 
 bank_details) 

 B  条件が成⽴しないと 
 きに出⼒する内容 

 （同Aの書き⽅）  ”税込” 

 条件分岐を使う時の注意点 

 ●  If構⽂のある⾏は出⼒されないうえ、if構⽂が成⽴しない場合には、if構⽂の間の⾏も出 
 ⼒されません。そのため、if構⽂（[[if…]]から[[endif]]の間の⾏を含む）は確実に出⼒し 
 たい内容の⾏には書き込まないことを推奨します。書き込む場合はPDFのプレビューで 
 出⼒に問題ないかを慎重にご確認ください。 
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 [推奨しない設定のサンプル-1] 
 下記のように「取引先住所」を出⼒させる⾏には、「案件名」の表⽰可否のif構⽂を設定しない 
 でください。 

 [推奨しない設定のサンプル-2] 
 下記のように「件名」を出⼒させる⾏には、「⾃社連絡先名」の表⽰可否のif構⽂を設定しない 
 でください。 

 [推奨しない設定のサンプル-3] 
 下記のように画像データがif構⽂やloop構⽂が含まれる⾏と被らないように設定してください。 
 特に画像データが回転されている場合や、画像⾃体のサイズが内容よりひと回り⼤きい場合に 
 はご留意ください。 

 条件分岐の活⽤例 

 ●  書類の「お振込先（内容）」に⼊⼒がある場合のみ、PDF上で「お振込先」列を表⽰し 
 たい 

 [Excelファイルの書き⽅] 
 1.  [[if bank_details != “”]]は  「銀⾏⼝座」が空ではない  ことを指定しているため、  この構⽂ 

 の⾏を追加する 
 2.  セットになる[[endif]]の⾏も追加する 
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 [Excelファイルの修正後イメージ] 

 ●  明細グループのタイトルを変えたい 

 [サンプルのPDF出⼒イメージ] 
 MakeLeapsの書類で「消費税率ごとに項⽬を分類する」設定にすると、PDFで次のように明細 
 グループのタイトルが出⼒されます。 

 [やりたいこと] 
 タイトルの「標準税率対象」と「軽減税率対象」を別の⽂⾔に変える 

 [Excelファイルの書き⽅] 
 1.  分岐の数に合わせて、[[if…]][[endif]]のセットを書き込む 

 この例では2つの分岐がありますので、２セットを⽤意します。 

 2.  [[if …]]の中でそれぞれの条件を書き込む 
 明細グループのタイトルが「標準税率対象」であることを指定します： 
 [[if itemgroup.description_header  =  "標準税率対象"]] 
 明細グループのタイトルが「軽減税率対象」であることを指定します： 
 [[if itemgroup.description_header  =  "軽減税率対象"]] 

 3.  [[if…]][[endif]]の間に、条件に当てはまる時に出⼒したい内容を書き込む 
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 [Excelファイルの修正後イメージ] 
 ⾚枠で囲っている部分は出⼒したい内容になります。 

 [条件分岐付きのPDF出⼒イメージ] 

 ●  明細⾏、簡易明細⾏の消費税率が8%の場合に、商品名の最後に「◎」を出⼒したい 

 [Excelファイルの書き⽅] 
 ●  明細⾏、簡易明細⾏の商品名の最後に、choose条件⽂を書き込む 

 [[choose (item.tax_rate = 8) " ◎" ""]] 
 消費税率が8%の場合は全⾓スペースを空けた上に◎を出⼒し、 
 8%ではない場合は何も出⼒しないように指定します。 

 [Excelファイルの修正後イメージ] 

 [条件分岐付きのPDF出⼒イメージ] 
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 改訂履歴 

 改訂⽇  改訂履歴 

 2022年8⽉22⽇  初版 

 2022年10⽉26⽇  ●  “choose” 条件⽂に関する案内を追加しました。それに伴い、“if” 
 条件⽂に関する案内を修正しました。 

 ●  画像、フォーマットに関する注意事項等を追加しました。 
 ●  マニュアルのデザインを変更しました。 
 ●  ⼀部⽂字校正をしました。 

 2023年1⽉26⽇  ●  基本フォーマットで「標準」のフォーマットを指定する案内を 
 追加しました。 

 ●  if条件⽂で三つ以上の条件が同時に成⽴する場合の案内を追加し 
 ました。 

 ●  choose条件⽂に関する機能改善を追加しました。 

 2023年2⽉28⽇  ●  構⽂の書き⽅を⼀部更新しました。 

 2023年4⽉7⽇  ●  差し込む画像データの仕様を追記しました。 
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