
クイックスタートガイド 

クイックスタートガイド クイックスタートガイド 

らく
ちん 2

らく
ちん 2



らくちん位置合わせ印刷2 クイックスタートガイド

1

“らくちん位置合わせ印刷2”をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
“らくちん位置合わせ印刷2”は、今まで手書きで作成していた市販伝票や各種申請書をスキャナーや
PDFで読み込み、パソコンで入力した文字をピッタリ印刷できるソフトです。

【クイックスタートガイド(本書)について】
本マニュアルは、インストール・アンインストール方法及び操作の流れと画面推移を説明します。
操作方法の詳細はヘルプを参照してください。

【ヘルプを表示するには】
“らくちん位置合わせ印刷2”のインストール後、メニューバーの[ヘルプ(H)]-[らくちん位置合わせ印
刷2の使い方(C)]を選択するか、キーボードのF1キーを押すと参照できます。

【動作環境】
OS: 日本語 Windows® 10 / 8.1 / 7　※64ビット / 32ビット両OS対応
CPU/メモリ: ご利用のOSが推奨する環境以上
ディスプレイ: 1024x768ドット、HighColorモード(32000色)以上表示可能なモニター
ハードディスク: 20MB以上
プリンター: 上記環境で動作可能なプリンター、およびプリンタードライバー
用紙の読み込み方法: スキャナー(TWAIN32取り込み) / PDF / 画像ファイル(BMP / JPEG / PNG)
読み込み画像形式: BMP / JPEG / PNG
その他: 
※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。
※Windows 10 / 8.1では、デスクトップモードで動作します。
※インストールには管理者以上の権限が必要です。
※インストールにはCD-ROMドライブが必要です。
※.NET Framework 3.5以上がインストールされている必要があります。Windows Updateある
いはMicrosoftのページから無料で入手することができます。
※スキャナーでの用紙読み込みは、スキャナーがTWAIN32に対応している必要があります。
スキャナードライバ－はメーカー製のものをご使用頂くことを推奨します。WIA規格のドライバーの
場合、正常に取り込みができない可能性もあります。
※TWAIN機器から高解像度の画像を取り込んだ際、ファイルのサイズによって、正しく画像を取り込
めない場合があります。
※TWAIN32対応のすべてのTWAIN機器の動作保証をするものではありません。
※スキャナーの使用方法は、機器に添付されている取り扱い説明書等を参照してください。
※複数ページの読み込みは、同一の用紙サイズ、用紙の向きが条件となります。
※すべてのPDFファイルの読み込みを保証するものではありません。

【本製品ご使用条件】
株式会社メディアナビ(以下"弊社"とします)は、本製品の使用に関し下記の条件を設定しています。
本製品を開封した時点より、本製品の使用条件が有効になります。 
本製品を賃貸業(レンタルやリース)に使用することはできません。
本製品の全部または一部を無断で複製・転載したり、第三者に販売・譲渡することはできません。 
弊社は、いかなる場合も本製品使用に起因するどのような事態に対しても一切責任を負いません。
開封後の返品は、お断りします。

1.
2.
3.
4.
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“らくちん位置合わせ印刷2”のインストールとアンインストール、および用紙情報の
更新の際には、管理者権限を持ったアカウントで実行してください。また、「ユーザー
アカウント制御」の画面が表示された場合は、【続行】を選択してください。

インストールについてインストールについて

他のプログラムを起動している場合は、
終了します。
“らくちん位置合わせ印刷2”の
CD-ROMをドライブにセットします。

セットアップ画面が表示されますので、
【セットアップ(S)】ボタンを押します。

1.

2.

インストール先を選択します。
特に変更がなければ、<OK>ボタンを
押してください。
“らくちん位置合わせ印刷2”のインス
トールを開始します。

3.

クリック!

クリック!
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らくちん位置合わせ印刷 2 の起動らくちん位置合わせ印刷 2 の起動

アンインストールについてアンインストールについて

スタートボタンから”らくちん位置合わせ
印刷2”を選択します。

1.
インストールが始まります。進行状況を
示すグラフが表示されます。

4.

セットアップ完了したことを示すダイア
ログが表示されますので【OK】ボタン
を押します。

5.

コントロールパネルの<プログラム>-<プログラムのアンインストール>を選択して下さい。
Windows8.1以降のOSでは、スタートメニューからアプリの一覧画面を表示後、“らくちん
位置合わせ印刷2”のアイコンを右クリックし、表示された[アンインストール] メニュー
からも「プログラムのアンインストール」画面を表示することができます。

1.

表示されたリストから“らくちん位置合わせ印刷2”を右クリックし、[アンインストールと
変更(U)]を選択します。

2.

用紙情報の更新を行う際は、管理者以上の権限でご利用ください。
“らくちん位置合わせ印刷2”の起動時に「管理者として実行」をした上で起動してい
ただく必要があります。

“らくちん位置合わせ印刷2”のご利用には.NET Framework 3.5以上がインス
トールされている必要があります。
Windows7をお使いの場合、インストールされていないことがあります。
最新の.NET Frameworkは、Windows UpdateあるいはMicrosoftのページか
ら無料で入手することができます。
インストール中に以下の画面が表示された場合、【.Net Frameworkを入手】ボタン
を押すと入手ページが開きます。

Windows8.1以降のOSをお使いの場合は、.NET Frameworkのインストールは必要
ありません。【閉じる】ボタンで閉じてセットアップを完了します。

クリック!

クリック!
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らくちん位置合わせ印刷 2 の画面らくちん位置合わせ印刷 2 の画面 それぞれの機能詳細は、ヘルプファイル（メニューバーの[ヘルプ(H)]-[らくちん位
置合わせ印刷2の使い方(C)]）を参照してください。

メニューバー

ツールバー（背景の読み込み）：
各ボタンから書類を読み込み
ます。
スキャナー(TWAIN32取り込
み)、PDFファイル、画像ファイ
ル(BMP / JPEG / PNG)か
ら読み込み可能です。

ルーラー（定規）：
ルーラーにマウスを合わせ、編
集画面にドラッグすると、ガイ
ドを引くことができます。

プロパティ：
オブジェクトの編集をおこない
ます。選択しているオブジェク
トによってメニューが切り替わ
ります。

ツールバー（追加）：
文字、画像、記号オブジェクトを
追加します。
オブジェクトを選択して「複製」を
クリックするとオブジェクトを
コピーして配置します。

ツールバー（図形ツール）：
直線、四角、円オブジェクトを
追加します。
画面表示の拡大縮小も設定で
きます。

用紙サイズボタン：
用紙のサイズを変更します。

印刷ボタン：
印刷します。本紙印刷や
コピー印刷の指定ができます。

サンプル：
のし紙や賞状、領収証など
サンプル書式を読み込みます。

用紙の向きボタン：
用紙の向きを縦長、横長に切り
替えます。

ツールバー（ファイル）：
新規作成、作成したファイルの
読み込み、保存をおこないます。

ページタブ：
しを編集している場合、このタ
ブでページを切り替えます。
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スキャナーから書類を読み込むことができます。

編集画面左上の　　　　　　　　ボタンを
クリックすると、「ソースの選択」ダイアログ
が表示されます。利用したいスキャナーを
選択し、【選択】ボタンをクリックします。

1.

スキャナーの画面が表示されます。
【スキャン】ボタンをクリックします。
2.

「TWAINからの読み込み」ダイアログに
読み込まれた画像がプレビューされます。
【回転】から書類の向きを回転することができ
ます。
【OK】ボタンをクリックすると、編集画面上に
書類が読み込まれます。

3.

複数ページの読み込みは、用紙サイズと用紙の向きが同一である必要があります。

スキャナーでの用紙読み込みは、スキャナーがTWAIN32に対応している必要が
あります。スキャナードライバ－はメーカー製のものをご使用頂くことを推奨します。
WIA規格のドライバーの場合、正常に取り込みができない可能性もあります。
TWAIN機器から高解像度の画像を取り込んだ際、ファイルのサイズによって、
正しく画像を取り込めない場合があります。

背景の読み込み（スキャナー）背景の読み込み（スキャナー）
PDF形式の書類を読み込むことができます。

背景の読み込み（PDF）背景の読み込み（PDF）

編集画面左上の　　　　　　 　 ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログ
が表示されます。PDFファイルを選択し、【開く】ボタンをクリックします。

1.

「PDFファイルからの背景選択」ダイアログにPDFファイルが表示されます。
複数ページのPDFファイルの場合、各ページが表示されます。
マウスで選択し【OK】ボタンをクリックすると、編集画面に読み込まれます。
ページを複数選択することもできます。
【回転】から書類の向きを回転することができます。

2.

スキャン時は、出力サイズと画像の向きを選択中の用紙に合わせて下さい。
スキャナーの画面は、ご利用のスキャナーによって異なります。
スキャナーの使用方法は、機器に添付されている取り扱い説明書等を参照して下さい。

クリック!

クリック!

クリック!

クリック!
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画像ファイル(BMP / JPEG / PNG)を用紙の背景として読み込むことができます。

編集画面左上の　　　　　　 　 ボタンをクリックすると、「背景画像ファイルの選択」
ダイアログが表示されます。
画像ファイルを選択して【開く】ボタンをクリックすると、編集画面に読み込まれます。

背景の読み込み（画像）背景の読み込み（画像）

用紙サイズの選択

“らくちん位置合わせ印刷2”は様々な定型用紙が登録済みです。
編集画面左側の　　　　　　 　 ボタンをクリックすると、「用紙の選択」ダイアログが表
示されます。
用紙を選択して【OK】ボタンをクリックすると、用紙が変更できます。

用紙について用紙について

読み込んだ背景を微調整することができます。編集画面右上の「プロパティ」から
おこないます。

背景の微調整背景の微調整

用紙の向きの変更

編集画面左側の　　　　　　  　ボタンから用紙の向きを変更します。

クリック!

背景を内側か外側にフィットさせます。

用紙サイズを変更して保存
することができます。

※複数ページある場合は、全ページの用紙サイズ、または用紙の方向が一括で変更されます。

※複数ページある場合は、全ページの向きが一括で変更されます。

背景の位置とサイズをミリ単位で微調整します。

チェックを入れると、背景の色を白黒にします。

背景の角度を調節します。

背景の濃さを調節します。
背景を非表示にすることも可能です。

クリック!
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画像ファイル

その他のオブジェクトその他のオブジェクト

編集画面右側の　　　　　　　
ボタンをクリックすると、「文字の追加」
ダイアログが表示されます。

1.

ロゴなどを画像ファイル（BMP、JPEG、PNG形式）で読み込めます。

編集画面右側の　　　　　　　　ボタンをクリックし、画像ファイルを指定します。

文字の入力

文字の編集

文 字文 字

文字を入力し【OK】ボタンをクリックす
ると編集画面上に文字が追加されます。

2.

編集画面に文字を入力しましょう。

文字の編集は、編集画面右上の「プロパティ」からおこないます。文字オブジェクトを選択
すると、「プロパティ」が切り替わります。

背景の枠線に合わせて
文字オブジェクトを配置しましょう。

クリック!

記　号

レ点など記号を入力できます。

編集画面右側の　　　　　　　　ボタンを

クリックし記号を選択します。

図形ツール

直線、四角、円の図形を描くことができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ボタンをクリックし、マウスのドラッグ操作で

編集画面上に図形を描きます。

複　製

それぞれのオブジェクトを選択すると、「プロパティ」が切り替わります。
「プロパティ」上でオブジェクトの編集ができます。

折り返し機能は、フォントサイズが「指定サイズ」設定のとき、設定が可能です。
長文を入力した際、テキストオブジェクトエリアの大きさに合わせて改行して表示します。

ここから直接文字を打ち直す
ことができます。

フォントサイズを変更します。
「自動」の場合、文字オブジェ
クトの枠に合わせて文字サイ
ズが変化します。

文字の寄せを変更します。
フォントを変更します。

フォントサイズを大きく、
または小さくできます。

太文字、イタリック、下線、
打ち消し線を設定できます。

文字の色を変更します。

行間を5段階または数値で設定
できます。

フォントサイズの自動/指定
サイズ設定、折り返し、横書き/
縦書き、オブジェクトサイズ
の自動調整を変更できます。

文字間を5段階または数値で
設定できます。

編集画面上のオブジェクトを選択して　　　　　　　　をクリックするとオブジェクトを

コピーして配置します。

クリック!
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“らくちん位置合わせ印刷2”の操作中に問題や疑問が生じた場合は、正規登録ユーザーの方に限り
サポートを受けることができます。
ユーザー登録は、インターネットでのオンライン登録をお願い致します。
詳細は、ユーザー登録カードの「ユーザー登録方法」（シリアル番号が記載された用紙）をご参照く
ださい。
また、同紙に記載された「お客様控えシリアル番号」はユーザーサポートの際に必要ですので、紛失し
ないように保管してください。

お問い合わせの前に以下の事項をご確認ください。 
1.  パソコン本体のメーカー名と機種名（型番） ・OSの種類とバージョン・ドライバーバージョン
2.  印刷に関係するご質問の場合はプリンター名と機種名（型番） 
3.  具体的な症状や疑問点

株式会社メディアナビ ユーザーサポート係 
〒150-0011　東京都渋谷区東1-10-9 リマージュK 2F

受付時間 10 : 00～12 : 00／13 : 00～16 : 00 （平日: 月～金） 
TEL : 03-5467-1781　FAX : 03-5467-1780 

Windows®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。
その他、本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

©2014-2016 MEDIA NAVI,Inc./Monolith Corp.

編集画面左側の、　　　　　　　　ボタンから印刷をおこないます。
【印刷開始】ボタンから印刷をおこないます。

印 刷印 刷

入力した文字や記号オブジェクトだけを、用紙に印刷します。
背景は印刷されません。
<オプション(O)>の「背景を印刷する」のチェックを外して下さい。

本紙印刷

クリック!全ページ印刷、指定ページ
印刷が可能です。

チェックを入れると、書類の背景も
印刷されます。

印刷位置を調整できます。
ミリ単位で数字の入力が
可能です。

入力した文字や記号を書類の背景付きで印刷します。
白紙の定型用紙に印刷する場合に使用します。
<オプション(O)>の「背景を印刷する」にチェックを入れて下さい。

コピー印刷

平成28年  5月 27日　第一版発行 
■ 開発 

■ 編集・発行 

　〒150-0011　東京都渋谷区東1-10-9 リマージュK 2F

有限会社モノリス

株式会社メディアナビ


