ピクトプリント ver3.0
―

同梱物一覧

スタートアップマニュアル

―

―

ピクトプリント ver3.0

動作環境

―

・ ピクトプリントインストール CD-ROM１枚

・ 対応 OS：WindowsXP・Vista・７・8・10

・ ピクトプリントユーザー登録用紙１枚

・ 必要メモリ：ご使用のコンピュータ内で OS が負荷

・ ピクトプリントスタートアップマニュアル（本紙）

なく動作するメモリ容量
・ 必要 HDD 空き容量：約 100MB

・ ピクトプリント活用例資料
（サンプル・テンプレート 5 枚と説明資料 1 枚）

※Microsoft .NET Framework 3.5 が予めインストー

・ ピクトプリント内蔵シンボル名一覧

ルされていないコンピュータの場合、最大 500MB の

・ 制限ユーザーで使用する場合のインストール方法

空き容量が別途必要となります。
・ メディア：CD-ROM（CD-ROM ドライブ）

●お客様のシリアル番号
―

※半角英数で入力下さい。

****-****-****-**** （お客様により異なります）
ピクトプリント ver3.0 インストール手順 ―
①ピクトプリントインストール CD を
パソコンの CD ドライブに挿入下さい。
自動的に下記画面が起動致します。画面
上の説明をご確認後、
“次へ(N)”ボタン
をクリック下さい。

↓

⑤

③ユーザー情報画面内の“名前(A)”
“所
属(O)”
“シリアル番号(S)”を入力し、
“次
へ(N)”ボタンをクリック下さい。※お
客様のシリアル番号は、本紙上部に記載
されています。半角英数で入力下さい。

⑥

※もし、上記画面が起動しない場合、
CD-ROM 内の“PictoPrint3.msi”を
手動起動下さい。
↓
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↓

↓
④画面の指示に従って、インストールを
完了下さい。

②ソフトウェア使用許諾契約の内容を
ご確認頂き、同意される場合は、
“同意
する(A)”側をクリックし、チェックマ
ークをつけて下さい。続いて“次へ(N)”
ボタンをクリック下さい。※同意されな
い場合は、速やかに返還手続きを行って
下さい。

―

↓

起動方法

以上でインストールは完了です。

※手順①で、
「Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1」
をインストールする画面が表示されま
したら、次頁の手順を参考に、まず
「Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1」
をインストールして下さい。

―

スタート・メニューから「PictoPrint3.0」を選択下さい。または、
インストールと同時にデスクトップ上に作成された“PictoPrint3.0”アイコンをダブルクリック下さい。

＊画面を最大化して使用しますと、次回から起動した際は、最大化された画面で開きます。

「ピクトプリント ver3.0」のインストールにあたって
「ピクトプリント ver3.0」が動作するためには、あらかじめ PC 内に
「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」（以下「.NET3.5」と略）がインストールされている必要がございます。
「ピクトプリント」をインストールしようとした際、下の（図 1）あるいは（図 2）のような表示が現れた場合は、
「.NET3.5」が、お使いの PC 内にありませんので、下記手順に従って、まず「.NET3.5」をインストールしていただき、
その後、前頁の手順に戻り、「ピクトプリント」をインストールして下さい。
Ⅰ、インターネット環境が有る場合
（図１）

「同意する（A）」を選択し、「.NET3.5」をインストールして下さい。

Ⅱ、インターネット環境が無い場合
（図２）
CD 内の「.NET3.5」フォルダ内にある「dotnetfx35setup.exe」を、
ダブルクリックして、「.NET3.5」をインストールして下さい。

Ⅰ、Ⅱの場合とも、「.NET3.5」のインストール後、引き続き前頁の手順で、「ピクトプリント ver3.0」をインストール下さい。
＊ご参考：「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」がインストールされているかの確認方法
“スタート・メニュー”より“コントロールパネル”を開き、“コントロールパネル”内の
「プログラムのアンインストールまたは変更」で、現在インストールされているプログラムの一覧が表示されます。
「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」が表示されましたら OK です。

※「ピクトプリント」には、「PDF ファイル」形式の閲覧データがございますので、お使いの PC 内に「Adobe Reader」が
インストールされていない場合は、アドビシステムズ社のウェブサイトからダウンロード下さい。インターネット環境が無
い場合は、CD 内の「Adobe Reader」フォルダ内にある、「install_reader10_jp_gtbp_chra_aih.exe」をインストール下さい。

―
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操作簡易マニュアル

＊詳細マニュアルは、画面上部にある

―

「ヘルプ」アイコンをクリックすると見ることができます。

[メイン画面]
アイコン・メニュー：
マウスカーソルをアイ
コン上に放置すると各
アイコンの内容が表示
されます。

検索：シンボルの名称を、ひらがな、カタカナで入
力し、最後に Enter キーを押して下さい。
※“シンボル選択”を全てチェックし、
“カテゴリ
ー選択”を“全てのカテゴリー”にすると、全格納
シンボルの中から検索されます。

オプション：オプション
設定画面を開きます。
「有
効」にチェックを入れる
と引き続き設定が有効に
なります。

グリッド削除：グリ
ッドからイメージを
削除します。

シンボル選択：チェッ
クマークを付けたシン
ボルが選択されます。
カテゴリー選択：▼ボ
タンで希望のカテゴリ
ーが選択できます。

グリッドサイズ：
グリッドのサイズを選択
します。

イメージリスト：抽出
されているイメージが
一覧表示されます。
数字、アルファベット、
50 音の順で表示されま
す。

グリッド数 縦・横：縦・
横のグリッド数を選択下
さい。印刷される紙のサ
イズ（A4 サイズ）と、グ
リッドのサイズにより、
可能なグリッド数が、規
定されます。

イメージ：イメージリ
ストで選択されたイメ
ージが表示されます。
テキスト：イメージの
名称を変更することが
できます。
クリップボードへコピ
ー：イメージ欄に表示
されているイメージを
クリップボードへコピ
ーします。

ページ：印刷イメージ画面。
「ページの追加」ボタンで
10 ページまで追加できま
す。「ページの削除」ボタン
で削除できます。

グリッド：ページ内に配
置された正方形の升目部
分。イメージ欄に表示され
たイメージが貼り付けら
れます。

グリッドへ貼り付
け：イメージ欄に表示
されているイメージ
をグリッドへ貼り付
けます。

グリッドライン幅 縦・
横：グリッド間のライン
幅を設定下さい。印刷さ
れる紙のサイズ（A4 サイ
ズ）と、グリッドのサイ
ズにより、グリッドライ
ンの幅が 0 のみの場合が
あります。

[オプション設定画面]
ファイル・メニュー：
オプション設定を「保
存」・「開く」ことがで
きます。

サイズ：イメージ
の サ イ ズを 変 更
します。

背景色変更：イメー
ジの外枠の色を選
択します。
テキスト設定：イメ
ージの名称を変更
できます。
文字色変更：文字色
を変更します。
フォントの変更：フ
ォントを変更しま
す。
位置：テキストの表
示位置を選択しま
す。

リ セ ッ
ト：オプシ
ョン設定内
容をリセッ
トします。

キャンセル：イ
メージを変更
することなく
オプション画
面を閉じます。

OK：オプション画面が閉じ、変
更されたイメージ内容が、イメー
ジ欄に反映されます。

＊取り込んだ画像を、グリッドへ貼付た後でカテゴリー移動しますと
表示されなくなりますので、再度貼付直して下さい。

画像取り込みのアイコンで開きます。
[画像取り込み画面]

画像取り込
み：取り込みた
い画像を選択
して取り込み
ます。
移動：取り込
んだ画像を希
望のカテゴリ
ーに移動しま
す。
削除：取り
込んだ画像
を削除しま
す。

取り込みたい画像を複数選択して、一括して取り込むこともできま
す。取り込んだ画像は自動で余白をつけ正方形に修正されます。
「閉じる」ボタンで、画像取り込み画面を閉じ、本画面に戻ります。
本画面の左上 “シンボル選択”で「MyPictre」のみを選択すると、
イメージリストの欄に取り込んだ画像のシンボル名が表示され、
そのシンボル名を選択すると、画像が表示され確認できます。

※事前に PC のデフォルトの印刷設定をカラーに設定下さい。

印刷プレビューアイコンで開きます。
[印刷プレビュー画面]
印刷アイコン：
印刷を実行しま
す。

[印刷設定画面]

ズームアイコン：プレビュー画
面を拡大・縮小します。

印刷ページの選択：印刷したい
ページを指定下さい。

閉じる：プレビュー画面を閉じ
ます。

印刷プレビュー：印
刷プレビュー画面を
開きます。

プリンタ設定：お使いのプリン
タの印刷設定画面を開きます。
Win8 以降では PC のコントロ
ールパネルから開いて下さい。

印刷：印刷を即座に実行します。

☆便利な機能：
「画像付き内蔵シンボル一覧」
（PDF データ）を見ることができます。
☆ ピクトプリントの画面上部にある「データフォルダ」アイコンをクリックすると、
「データフォルダ」が開きます。このフォルダ内に、ピクトプリントに内蔵している全シンボルの画
像を参照することができる、
「画像付き内蔵シンボル一覧」（PDF データ）がございます。
「画像付き内蔵シンボル一覧」
（PDF データ）は、大カテゴリー毎に開きます。
大カテゴリーは、例えば、小カテゴリー01-06 を人／動物という大きな括りにして、下記のようになっています。
大カテゴリー分類
01-06：人／動物、07-11：飲食物、12-17：家の中、18-23：家の外、24-29：動き／様子、30-36：文化／社会
尚、この画像付リスト一覧の PDF は、著作権保護のため印刷とスナップショットの機能に制限がございます。
＊内蔵シンボルのシンボル名一覧資料を別紙にて用意し同梱しておりますので、こちらもご参照下さい。
＜カテゴリー一覧＞
全てカテゴリー注 4

10 飲み物

20 植物

30 日時／行事

01 人

11

調味料

21 地理／自然

31 教育／学校

02 職業

12 住まい

22 天候／天文

32 芸術／音楽

03 身体

13 家具／家電

23 庭

33 スポーツ／娯楽

04 陸の動物

14 衣料／携帯品

24 感情／感覚

34 健康／医療

05 水の動物

15 文具／玩具

25 状態／様子

35 情報／社会

06 鳥／虫

16 道具／日用品

26 基本動作

36 カテゴリーシンボル

07 料理／食材

17 台所／風呂

27 対人行為

注 5 任意のカテゴリー

08 野菜／果物

18 乗り物／交通

28 対物行為

09 おやつ

19 街／施設

29 知的行為

注 4：全てのカテゴリーに含まれるシンボルが一覧表示されます。
注 5：お手持ちの絵や写真などの画像をピクトプリントに取り込み、任意のカテゴリーフォルダを作成した場合、表示されます。

画像の取り込みや任意のカテゴリーフォルダの作成の詳細は、詳細マニュアルをご参照下さい。
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