
レイアウトを保持したまま
画面全体を拡大／縮小。

日本の業務アプリケーションに
適したデザインと機能。

Windowsフォーム用

TM

8.0J

for Windows Forms
プラスパック　 UI／UXデザイン支援　 業務画面UIコントロールセット

レイアウト・UIコントロール・情報表示・データ出力・設計支援の5つのカテゴリから成り、業務システム
構築を広範囲に支援。既存アプリケーションにも適用可能なリサイズ機能や、画面領域を有効活用するため
の各種コンテナ、カレンダーやカラーピッカーなどの多彩なコントロール群、バーコードとPDFの生成コン
ポーネント、プロパティ管理用ツールを収録した実用的なコンポーネントセットです。

全体のレイアウトを保持したまま拡縮する固定レイアウト方式と、
複数のエリアごとに拡縮の方法を設定するアダプティブレイア
ウト方式で、ディスプレイ環境に依存しない柔軟な表示が可能。

カレンダーでの和暦表示、ボタンのテキストやラベル文字、タブの
縦書き表示や均等割り付けも可能。定番のファンクションキー制
御機能も専用のコントロールによりノンコーディングで実現。

画面リサイズ機能 日本の業務システムに最適なUI

ボタンやチェックボックス、タブコントロールなどにはVisual 
Studio標準コントロールからの移行機能を搭載。また、コント
ロールのフォーカス状態に合わせて外観を変更できる「スタイ
ルプラス」は標準コントロールにも設定可能。

GSIデータバー、QRコード、カスタマバーコードなど20種以上の
規格に対応。チェックデジットの自動計算、サイズ設定や回転、
データ連結など多彩な機能を搭載。

簡単に既存アプリケーションの機能拡張 バーコード画像の出力

高DPI対応（200%スケーリングまでサポート）

タッチ操作に最適なタッチツールバー

タブやラベルのデザイン性を向上

主な新機能

プロパティマネージャツールをはじめとした開発効率を向上させる各機能



初版

製品の使用にはソフトウェアアクティベーション（ライセンス認証）が必要です。
www.grapecity.com/tools/support/license/

ランタイム
フリー

完全な
日本語製品

VBとC＃の
サンプル

プログラム付
無償E-ｍail

サポート

for Windows Forms

8.0J

最新の動作環境、価格、トライアル版については当社Webサイトをご覧ください。

www.grapecity.com/tools/
I N F O R M A T I O N
デモアプリケーション、機能解説など詳しい情報が満載！
www.grapecity.com/tools/products/pluspakwin8/　

開発元：グレープシティ株式会社／Microsoft、Windows、Visual StudioおよびVisual Studioロゴは米国
Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です／GrapeCity、
PowerToolsはグレープシティ株式会社の登録商標です／その他記載されている製品名は各社の登録商
標または商標です／本カタログは2015年5月現在のもので記載内容は予告なく変更することがあります
／アプリケーションの開発には開発環境数分の開発ライセンスが必要です

※JPAddress for .NET連携コントロールの住所検索機能は「JPAddress for .NET 1.0J」の機能を
　利用しています。検索機能を利用するには、JPAddress for .NETの開発ライセンスが必要です。

◆コンポーネントの種類 Windowsフォーム用コンポーネント

◆開発環境 〈開発ツール〉 Visual Studio 2010／2012／2013
　 　　　　　　　（※ Express Editionでは、
　 　　　　　　　プロパティマネージャツールとプロパティリストツールは使用できません。）
 〈開発言語〉 Visual Basic、C#
　 〈OS〉 Windows Vista／7／8／8.1／Server 2008／
  Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2

◆運用環境 〈フレームワーク〉 .NET Framework 3.5 SP1／3.5 Client Profile／4／4 Client Profile／
  4.5／4.5.1／4.5.2
　 〈OS〉 Windows Vista／7／8／8.1／Server 2008／
  Server 2008 R2／Server 2012／Server 2012 R2

すべて日本語環境です。最新情報はWebサイトでご確認ください。

コントロール一覧

レイアウト

情報表示

データ出力

JPAddress for .NET連携コントロール※

コンテンツ領域の展開と折りたたみ、コンテンツ領域の展開方向、
外観スタイルの変更、子コントロールへのキャプションの追加・立体
表示、背景のグラデーション、パターン効果
プロジェクトに含まれるすべてのフォームのリサイズにあわせたコン
トロールの拡大／縮小、特定のフォームのリサイズ設定、リサイズポ
リシーの追加、フルスクリーンモード

アコーディオン
コンテナコントロール

アプリケーション
リサイズコンポーネント

ドロップダウンウィンドウへの任意のコントロール配置、コンテナで
のコントロールの配置設定、自動ドロップダウン、リサイズの許可、
開閉時のアニメーション

コンボフレーム
コントロール

フローレイアウト
コンテナコントロール

子コントロールへのキャプションの追加・立体表示、背景のグラデー
ション、パターン効果コンテナコントロール

レイアウトの方向、折り返し、子コントロールへのキャプションの
追加・立体表示、背景のグラデーション、パターン効果、コンパクトな
レイアウト

リサイズパネル
コントロール

ヘッダ付き
コンテナコントロール

コンテンツ領域の展開と折りたたみ、コンテンツ領域の展開方向、
外観スタイルの変更、子コントロールへのキャプションの追加・立体
表示、背景のグラデーション、パターン効果

MDIタブコントロール
MDIフォームをタブに変更、タブの外観スタイルの変更、ナビゲータの
表示、背景の透過、タブの表示位置のレイアウト変更、インデント、
タブの間隔、複数段表示、閉じるボタン

リサイズコンポーネント
フォームのリサイズにあわせたコントロールの拡大／縮小、コントロール
ごとのリサイズ設定、リサイズポリシーの追加、フルスクリーンモード、
初期サイズの設定
パネルのリサイズにあわせたコントロールの拡大／縮小、コントロール
ごとのリサイズ設定、リサイズポリシーの追加

タブコントロール

タブの外観スタイルの変更、ナビゲータの表示、背景の透過、タブの
表示位置のレイアウト変更、インデント、タブの間隔、複数段表示、
タブの背景色や前景色、タブ文字の配置位置、タブ文字の省略表示、
画像の配置、タブのスタイル（ホットトラック、選択）、閉じるボタン、
タブのドラッグ＆ドロップによる移動、タブページの背景色と前景色、
子コントロールへのキャプションの追加・立体表示、背景のグラ
デーション、パターン効果、ウィザード形式、タブの固定、配色の選
択画面、最小サイズの設定

テーブルレイアウト
コンテナコントロール

レイアウトの基準となる行・列の追加や削除、行または列ごとのサイズ
定義（固定、比率、自動）、セルのマージ、罫線の指定、背景色の指
定、背景画像、テンプレートからのレイアウトパターンの選択

バルーンチップ
コンポーネント

バルーンチップの表示、アイコンやテキストの編集、表示時間の設定、
カスタムコントロールの配置、影の表示、フェード効果、外観のカス
タマイズ、表示開始時間の設定、サイズ設定、カスタムアイコンの表
示、システム準拠のアイコン表示

ラベルコントロール
文字の縦書き表示、均等割付、拡縮表示、文字幅、文字間隔、縦中横表示、
立体表示、中抜き、影付き、下線、取消し線、枠線、省略文字、背景
のグラデーション、背景の模様、アーチ状、ラベルギャラリー

郵便バーコード
コントロール 住所情報の取得、カスタマバーコードの生成

プログレスバー
コントロール

進捗状況のテキスト表示、テキストの書式設定、テキストの配置位置、
表示方向の変更（水平、垂直）、外観のカスタマイズ

バーコード
コントロール

PDFライブラリ
文字列の描画、図形の描画、画像の描画、改ページ、ページ番号の参照、
用紙サイズの設定、PDFのバージョン設定、文書のプロパティ（タイト
ル、サブタイトル、作成者、作成日時、更新日時、作成アプリケー
ション、変換アプリケーション）、フォントの埋め込み

UIコントロール

設計支援

文字の縦書き表示、均等割付、回転、立体効果、押下の自動繰り返し、
2重クリックの防止ボタンコントロール

和暦の表示、会計年度の表示、休日・祝日の設定と表示、祝日のイン
ポートとエクスポート、六曜の表示、メモの入力、週番号の表示、
ツールチップの表示、ナビゲータの表示、複数月の表示、データベース
接続、レイアウトのカスタマイズ、外観のカスタマイズ、今日へ移動
コマンド、年月のポップアップ表示の切り替え

カレンダーコントロール

四則演算、メモリ機能、桁区切り表示、ショートカットキー設定、
外観のカスタマイズ、書式設定、クリップボードの利用電卓コントロール

文字の縦書き表示、均等割付、回転、立体効果、省略文字、チェック
マークのカスタマイズ、2重クリックの防止、マークの高画質表示

チェックボックス
コントロール

グループボックス内にチェックボックスの配置、レイアウトの変更
（フロー配置、表形式、絶対値による配置）、配置方向（水平、垂直）、
行・列の間隔、一括チェックと解除、折りたたみと展開、外観のカス
タマイズ

チェックグループ
ボックスコントロール

任意のコントロールに動的スタイルの一括設定（フォーカス時、無効
時、マウスホバー時、押下時、読取り専用時）、複数フォームへの
一括設定

スタイルプラス
コンポーネント

ファンクションキーおよび制御キーのキーフック、外部ショートカット
の読み込み、ツールチップの表示、キー押下の繰り返し、外観のカス
タマイズ、ボタンの配列の変更、ボタン上に画像や文字列の配置と
位置の設定

クラシック
ファンクションキー

コントロール

カラーパレットからの色の選択、RGB・ARGB・色の名前に対応、
カラーパレットの表示と色の作成、スポイト機能による色情報の
取得、表示するパレットのカスタマイズ、フラットな外観

カラーピッカー
コントロール

文字の縦書き表示、均等割付、回転、立体効果、押下の自動繰り返し、
ドロップダウン表示

ドロップダウンボタン
コントロール

ドロップダウンリストからのフォント選択、文字セットやフォント
タイプによるフィルタリング、お気に入りのフォント、最近使用した
フォント

グループボックス内にラジオボタンの配置、レイアウトの変更
（フロー配置、表形式、絶対値による配置）、配置方向（水平、垂直）、
行・列の間隔、折りたたみと展開、外観のカスタマイズ

フォントピッカー
コントロール

ファンクションキーおよび制御キーのキーフック、外部ショートカット
の読み込み、ツールチップの表示、キー押下の繰り返し、外観のカス
タマイズ、ボタンの配列の変更、ボタン上に画像や文字列の配置と
位置の設定、2重クリックの防止

ファンクションキー
コントロール

グローバルなキーのフックによるイベントハンドリンググローバルフック
コンポーネント

ロックキーの制御（Caps Lock、NumLock、ScrollLock）、コントロール
単位の設定、コードによる切り替え

キーロック
コンポーネント

マウス操作の制御、非アクティブなフォームのコントロールをクリック
時の動作設定、マウスホイール操作時の対象コントロールの設定
マウス操作の制御、非アクティブなフォームのコントロールをクリック
時の動作設定、マウスホイール操作時の対象コントロールの設定

マウス
コンポーネント

文字の縦書き表示、均等割付、回転、立体効果、省略文字、チェック
マークのカスタマイズ、2重クリックの防止、マークの高画質表示

ラジオボタン
コントロール

ラジオ
グループボックス

コントロール
文字の縦書き表示、均等割付、回転、立体効果、押下の自動繰り返し、
ドロップダウン表示

スプリットボタン
コントロール

画像ファイルを使用したボタンの外観変更（通常時、押下時、マウス
ホバー時、無効時）、2重クリックの防止、押下の自動繰り返し

任意のコントロールへのタッチツールバーの追加、カスタムアクション  
の設定、ツールボタンのカスタマイズ

シェイプボタン
コントロール

タッチツールバー
プロバイダコンポーネント

プロパティの一覧表示、表示コントロールのフィルタリング、プロパ
ティ値の一括変更、変更箇所の表示、設定のインポート／エクスポート

プロパティリスト
ツール

プロパティ設定値の一括コピー、コントロール既定値の複数保存、
設定ファイルの共有、複数フォームへの一括設定、継承フォームへの
設定、設定のインポート／エクスポート

プロパティマネージャ
ツール

スライダーの複数表示、目盛りのカスタマイズ、背景の透過、最大
値・最小値の表示と設定、ツールチップの表示

トラックバー
コントロール

対応規格：Aztec、CODE39、CODE49、CODE93、CODE128、GS1-128
（コンビニバーコード、旧称UCC/EAN-128）、Data Matrix、IMB
（Intelligent Mail BarCode）、ITF、JAN8（EAN8）、JAN13（EAN13）、
MicroPDF417、NW-7（CODABAR）、PDF417、POSTNET、QRコード、
UPC/A、UPC/E、UPC/Eアドオン、カスタマバーコード（郵便バーコード）、
GS1 データバー、GS1 データバー合成シンボル

8.0Jから対応8.0Jから対応


