
 Ｋｅｉのメモ帳（Ver2.0）をご利用いただきまして、ありがとうございます。 
 
 このメモ帳は文章の作成の他、簡単な計算機能と画像の貼り付けを行えるメモ帳です。 
   

 
 １．Ｋｅｉメモ帳２．０の特徴 
 
   ・画像の貼り付けができるメモ帳です。 
   ・簡単な計算ができます。 
   ・変更した文書は自動保存されます。 
   ・自動保存先は、「メモ帳」、「日記帳」、「スクラップブック」など好みの保存先を 

 指定できます。 
   ・保存した文章はページをめくる感覚で見直せます。 
   ・段落の行頭揃え、箇条書きの先頭記号揃え、行頭・行末禁則を行います。 
   ・背景画像を入れ替えて自分好みのデザインで使えます。 
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 ２.使用の準備 
 
 【メモ選択設定】 
   メニューの「表示」から「メモ選択」を選んで「メモ選択の設定ダイアログ」を表示し 

 ます。「日記」、「覚書」、「スクラップブック」など、分けたいメモの名前を入れて、 
 保存するディレクトリを指定します。表示タイプはメモの表示デザインの選択で、後述 
 する【表示オプション】の番号です。 

   

 
 【メモ切り替え】 
     
   【メモ選択設定】で追加した名前が、メニューの下のリストボックスで選択できます。 

 メモの種類を切り替えます。 
   作成するメモは選択したメモの種類に対応するディレクトリに自動保存されます。 
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 【表示オプション】 
   メニューの「表示」から「表示オプション」を選んでダイアログを表示します。 
 

     
   選択中のメモの表示タイプが初期値で選択されていますが切り替え可能です。 
   ダイアログはNoで1から10の表示タイプを選び、各々のの背景画像と文字フォント、文 

 字色を指定します。 
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   ●制御バーの背景、テキストの背景 
     メニュー下のバーの背景画像と文字を入力するテキスト領域の背景画像を選択します。 

 追加ボタン左のエディットボックスに自分で作成したイメージ画像のファイル名を入 
 れることで（ドラッグ＆ドロップ可能です）好みの背景を作ることができます。 

     
       ※追加可能な画像形式はBmp、Jpeg、Png、Tiffファイルです 
   
   ●フォント 
     文字の「FONT変更」ボタンでフォント変更を行えます。 
 

   
     Ｋｅｉのメモ帳は固定長フォントのみを扱います。 
     指定は文書のすべて文字に適用され、個別の文字には適用できません。 
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   ●文字色 
     文字の「色変更」ボタンで文字色の変更を行えます。 
   

 
     色を選択ダイアログで文字色を指定します。 
 
   上記の指定で、メモの種類に対応した背景画像・文字フォント・文字色を変更可能です。 
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 ３.使い方 
 
 【文章作成】 
   カーソル位置に文章を入力ください。 
 
 【行頭の移動】 
   行の先頭にいれた[Tab]は、２行目以降の行頭を揃えます。 
 
 　TABに合わせて下のようなイメージで表示されます。 
 
     [Tab][Tab][Tab]Ｋｅｉのメモ帳をご利用いただきありがとう 
                    ございます。[CR} 
     [Tab][Tab]このメモ帳は文章の作成の他、簡単な計算機能と、 
               画像の貼り付けを行えるメモ帳です。[CR} 
 
 【箇条書き記号】 
   段落の先頭文字が箇条書き記号の場合、２行目以降の行頭は記号の幅分ずらして表示し 

 ます。 
       
     箇条書き記号文字の初期値 
       ・※●■◆○□◇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 
 
 【禁則】 
   行頭禁則と行末禁則を行います。 
     
     行頭禁則文字の初期値 
       、。,.』≫)>]}’”〉》」】〕〟）＞］｝ー？！ 
       ぁぃぅぇぉっゃゅょァィゥェォヵヶッャュョ々ゝ 
     
    行末禁則文字 
       『≪(<[{‘“〈《「【〔〝（＜［｛ 
       
   箇条書き記号、禁則はメニューの「テキスト」から「オプション」で表示した文字の設 

 定で文字の変更と禁則の有効／無効を切り替えることができます。 
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 【計算】 
   文章に式を書いて = で簡単な計算を行います。 
   計算は = 文字で直前の計算式を計算して結果を表示します。 
 
    12+45=57      3-5=-2      3*(2+5)=21 
     √2=1.4142135623731       π=3.1415926535898 
 
   式に = が二つある場合は直前の = までを計算します 
 
  145-86=59*2=118 
 
   式には以下の記号が使えます。 
 
   (  )      括弧内の式の計算を優先します        例：(1+2)*3=9 
   +  ＋     足し算を行います                    例：6+3=9 
   -  －     引き算を行います                    例：6-5=1 
   *  ＊     掛け算を行います                    例：25*3=75 
   /  ／     割り算を行います                    例：32/4=8 
   ^  ＾     べき乗計算を行います                例：2＾3=8 (2の3乗） 
   √ sqrt   ルートを計算します                  例：√3=1.7320508075689 
                                                    sqrt(3)=1.7320508075689 
   %  ％     値をパーセントとして扱います        例：105%=1.05    
                                                    2000*105%=2100 
   π pi     π(パイ)の値を取り扱います          例：π=3.1415926535898 
                                                    pi=3.1415926535898 
   sin       sinを計算します角度は度で指定します 例：sin(90)=1 
   cos       cosを計算します角度は度で指定します 例：cos(0)=1 
   tan       tanを計算します角度は度で指定します 例：tan(30)=0.5773502691896 
   B101=5    2進数は先頭にBをつけます 
   H8c=140   16進数は先頭にHをつけます 
 
   答えを16進数で出力する場合はメニューの計算→16進数出力を選びます。 
 　　10=HA 
   答えを2進数で出力する場合はメニューの計算→2進数出力を選びます。 
 　　5=B101 
 
   ※計算機能はメニューの「計算」から「＝で計算を行う」にチェックをつけた時に使用 

 できます。 
   ※計算結果は有効桁の処理で誤差が発生します。 
   ※計算不能となった場合は答えを出しません。 
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 【画像貼り付け】 
   画像はファイルの読み込み、ドラッグ＆ドロップ、貼り付けで読み込みます。 
 

 
   ファイルの読み込みは、メニューの「ファイル」から「ファイルから追加する」を選択 

 して、「ファイルを開くダイアログ」を表示します。ファイルの種類から「画像ファイ 
 ル(*.BMP;*.JPG;*.PNG;*.TIF)を選択して、表示されるファイルを選択します。 

 

 
     ファイルの種類を「画像ファイル(*.BMP;*.JPG;*.PNG;*.TIF)に変更して表示される 

 画像ファイルを選択します。 
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 【画像位置のシフト】 
   画像の左に[Tab]キーをいれて表示位置をシフトします 
 
 【縮小表示】 
   読み込んだ画像は縦横のサイズがオプション(*2)で指定した初期表示サイズ以下になる 

 ように縮小されて表示されます。 
 
   (*2) メニューのテキスト→オプションで開くダイアログで指定します。 
 

 
   取り扱える画像はBmp、Jpeg、Png、Tiffファイルです。 
 
   画像の読み込みはメニューのファイル→ファイルの読み込みで「画像ファイル(.BMP,.J 

 PG)」または「全てのファイル(*.*)」を選択して拡張子BMP、JPG、PNG、またはTIFファ 
 イルを選択するか、画像ファイルをドラッグ＆ドロップします。 

 
   （注意） 
     Jpegファイルは撮影日時や撮影したカメラ情報などさまざまなデータが保存されてい 

 ますが、Ｋｅｉのメモ帳は画像データのみを取り扱います。Ｋｅｉのメモ帳を使って 
 保存したJpegファイルには、画像データ以外は引き継がれません。 
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 【画像編集】 
   表示画像をダブルクリックすると画像編集モードになります。 
 

 
   ・ＺＯＯＭ 
 
     マウスのスクロールホイールまたはPegeUp、PegeDownキーで画像のZOOMを行います。 

 ZOOMされた画像ではマウスの左ボタンを押しながら上下左右、または↑↓←→キーで 
 表示位置の移動ができます。 

 
     画像編集モードのＺＯＯＭ画像と画像編集終了時の画像は、異なる処理方式でデータ 

 の縮小・拡大を行っています。このため、画像編集時と画像編集終了後では色合いや 
 細かな部分に差が生じます。 
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   ・サイズ変更 
 
     表示サイズを変更します。編集画面でメニューの「画像編集」→「サイズ変更」、右 

 クリックで「サイズ変更」を選んで、次を表示します。 
     

 
     サイズを変更して「ＯＫ」ボタンで表示サイズが指定サイズに変更されますので、 

 
       変更したサイズでZOOM調整を行います 
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   ・画像の回転 
 
     回転はメニューと右クリックメニューから、左回り９０度・５度・３度・１度と右回 

 り９０度・５度・３度・１度と角度指定が可能です。回転処理は元画像と表示画像の 
 両方を回転します。 

 
 　　　　　左回り９０度 

 
          元画像 

           
           右回り３度 

       （注意） 
       左右９０度以外の回転処理は画質優先の重い処理を実行します。大きな画像の回転 

 には時間がかかります。           
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   ・画像編集の終了 
 
     メニューの「画像編集」から「編集終了」または画像をダブルクリックすると編集モー 

 ドを終了します。 
 
 【コピー・カット・ペースト】 
   テキスト・画像を選択してメニューの「編集」メニューまたは右クリックでコピー、ペー 

 スト、カットを行います。 
 
   本プログラムは画像を以下のタグで取り扱います。 
   <IMG SRC="画像ファイル名" WIDTH=幅 HEIGHT=高さ CPOSX=横切り取り位置 CPOSY=縦切 

 り取り位置 CSIZEX=切り取り幅 CSIZEY=切り取り高さ> 
   クリップボードへはこの画像タグのテキストが出力されますので、コピーでペイントな 

 どのプログラムに画像を張り付けることはできません。 
 
 【テキストの矩形コピー・矩形貼り付け】 
   Cntlキーを押しながらキーボードの↑↓←→キー操作、マウス操作でテキストを矩形選 

 択してコピー、切り取りが行えます。 
   Cntlキー＋Bキーでテキストを矩形貼り付けすることができます。 
   矩形コピー、矩形貼り付けでは、画像は対象外となります。 
 
 【検索】 
     メニュー下の制御バーの真ん中にあるエディットボックスは検索文字を入力します。 

     「↓」ボタンでカーソル位置より下方向の検索を実行します 
     「↑」ボタンでカーソル位置より上方向の検索を実行します 
     F3で下検索 Shift+F3で上検索を実行します。 
 
 【置換】 
     メニュー下の制御バーの右にあるエディットボックスは置換文字を入力します。 

     「置換」ボタンでカーソル位置より下方向の検索文字を置換文字に置き換えます。 
     F4で置換を実行します 
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 【透明化】 
 
     メニューの表示の「常に表示」はウィンドウを常に先頭に表示します。メニューの表 

 示の「透過60%」、「透過30%」はウィンドウを透過モードに設定します。「常に表示」 
 と「透過」を併用することで下の文書をみながら文書を作成することができます。 

 

 
 【保存】 
   Ｋｅｉのメモ帳で入力した文書ははプログラム終了時に選択したメモの種類にフォルダ 

 に自動保存します。文字はＡＳＣＩＩテキストファイルで保存します。画像は以下のタ 
 グをテキストファイルに保存ます。 

 
     <IMG SRC="画像ファイル名" WIDTH=幅 HEIGHT=高さ CPOSX=横切り取り位置 CPOSY=縦 

 切り取り位置 CSIZEX=切り取り幅 CSIZEY=切り取り高さ> 
 
   画像データはメニューの「テキスト」から「オプション」で選択したbmpまたはjpgファ 

 イルでテキストファイルと同じフォルダに保存されます。 
   保存する画像のサイズはメニューの「テキスト」から「オプション」の画像の保存方法 

 で指定したサイズとなります。 
   
   （注意） 
     文書ファイルを開いただけで変更をいれなかった場合は、自動保存されません。また、 

 ディスク容量不足等で保存に失敗する場合もあります。大切なデータは次の手動保存 
 で別に保存をお願いします。 
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 【手動保存】 
   ファイルメニューの「名前をつけて保存」「上書き保存」で、ファイルの手動保存を行 

 う事ができます。 
   ファイル名を指定した後に表示される「保存タイプ選択」はＫｅｉのメモ帳の段落情報 

 でをある先頭ＴＡＢを残したまま保存するか、削除するかを指定します。 
   

 
       各々の保存形式は以下の通りです。 
 
 　        [Tab][Tab][Tab]Ｋｅｉのメモ帳をご利用いただきありが 
                          とうございます。[CR} 
 
       ①　Keiのメモ帳形式 
         テキスト： 
 　        [Tab][Tab][Tab]Ｋｅｉのメモ帳をご利用いただきありがとうございます。[CR} 
         画像： 
           オプションの「元画像サイズで保存」にチェックがついている場合は元画像サ 

 イズで、チェックがなければ表示サイズで保存します。   
       
       ②　段落情報を消した形式 
         テキスト： 
     　    Ｋｅｉのメモ帳をご利用いただきありがとうございます。[CR} 
         画像： 
       　  表示サイズで保存します   
       
       ③　段落情報をスペースに置き換えた形式 
         テキスト： 
 　　      □□□□□□Ｋｅｉのメモ帳をご利用いただきありが[CR} 
 　　      □□□□□□とうございます。[CR} 
         画像： 
       　  表示サイズで保存します   
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 【印刷改ページ】 
   メニューの「編集」から「改ページ設定」「改ページ解除」を選択、または、右クリッ 

 クで「改ページ設定」「改ページ解除」を選択すると印刷時の改ページ位置の設定と解 
 除ができます。 

   改ページ位置は下のようにオレンジのラインで表示されます。 
   

 
 【印刷スペース設定】 
   印刷の左、上、下のスペース量をメニューの「テキスト」から「オプション」の印刷設 

 定で指定できます。 
   左スペース量は半角文字の文字数で指定します。 
   上、下スペース量は行数で指定します。 
 
 【印刷プレビュー】 
   メニューの「ファイル」から「印刷プレビュー」で印刷レイアウトの確認ができます。 
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 【プリンタの設定】 
   メニューの「ファイル」から「プリンタの設定」でプリンタの選択や用紙の切り替えが 

 できます。 
 

       
 【印刷】 
   メニューの「ファイル」から「印刷」印刷を実行できます。 
 

 
 【日付・時刻】 
   メニューの「テキスト」→「日付を入力」、「時刻を入力」で今の日付、時刻を入力で 

 きます。 
   日付は　2009年 8月25日(火)、時刻は　12時 4分46秒 の形式となります。 
 

- 17 -



 ４.ライセンス登録 
 
   本プログラムはシェアウェアです。継続使用はライセンス料をお支払いいただき、ライ 

 センスキーを登録してください。ライセンスキーはメニューの「ヘルプ」から「登録」 
 で表示されるライセンス登録ダイアログで入力します。 

 
     

 
   ※ライセンス未登録は起動回数に制限があり、制限を超えると使用できなくなります。 
 
 ５.送金の方法 
 
   当社に直接送金する場合は以下の手順でお願いします。 
 
   ライセンス料金：１５００円（振込手数料はお客様負担でお願いします） 
 
   振り込み先： 
 　  近畿大阪銀行　天神橋筋支店 
 　  普通　１１０３４９２ 
 　  ケイソフトクリエイト（カ 
 
     送金確認のためにも、お振込控えは大切に保管してください。 
 
   お振込の連絡 
     regist@kei-softcreate.jpまで当社から返信可能なメールアドレスで、 
   　以下の内容をご連絡ください。 
 
     メールのタイトル：ライセンス料振込 
     製品名　：Ｋｅｉのメモ帳 
     振込名義：お振込のお名前 
     振込金額：１ライセンス：１５００円 
     振込日　：お振込をおこなった日付 
     その他　：お客様連絡事項 
 
     （ご注意）　 
       お送り頂いたメールが文字化け等により判別不能場合や、ウィルスメール、迷惑メー 

 ルと誤認された場合、当社から送付元のアドレスに確認メールを送信することはご 
 ざいません。 

       ライセンスが届かない旨、再度のご連絡をお願いします。 
 
   ライセンスキーの送付 
     お振込を確認でき次第、ご連絡をいただいたメールアドレスにライセンスキーを返信 

 します。ライセンスキーの返信までには５営業日程度が必要な場合がございます。連 
 休を挟む場合などは送付が遅れる場合がございますのでご了承ください。 

 
 （注意事項） 
     当社以外のお支払いサイトを利用する場合は、お支払いサイトとの手続きとなります。 

 当社への直接のご連絡はお受けできません。ライセンスキーの発行はご利用いただい 
 たお支払いサイトにて行ってください。 
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 ６.ライセンスキーの再発行 
 
   当社はライセンスキーの再発行をおこないません。ライセンスキーを紛失した場合は、 

 新規のご購入が必要です。 
 
 ７.本プログラムの使用に係る免責事項 
 
   ①当社は支払済みのプログラム代金の返却は一切行いません。 
   ②当社は利用者がプログラムを利用することで損害を被ったとしても、一切の責任を負 

 わないものといたします。 
   ③当社はプログラムの利用に際して全ての環境での正常な動作を保証致しません。 
   ④当社はバグ･不具合等を修正する義務を負いません。 
   ⑤当社はバグ･不具合等で発生した損害等について、一切の責任を負いません。  
   ⑥当社は任意にプログラムの販売を終了することが出来るものとします。 
   ⑦当社はプログラムの操作方法など、使用に関するサポート義務を負わないこととしま 

 す。 
 
 ８.不具合のご連絡 
   動作がおかしいなど、不具合がございましたらcontact@kei-softcreate.jpまでご連絡 

 ください。 
 
     メールのタイトル　：不具合連絡 
     製品名　　　　　　：Ｋｅｉのメモ帳　Ver2.0.4 　 
     ライセンスキー番号：お客様のライセンス番号を記載ください 
     お名前　　　　　　：お客様のお名前 
     ＯＳ　　　　　　　：ご使用のOSとサービスパックの番号 
     ＰＣの情報　　　　：製品名　メモリの量など 
     不具合の内容　　　： 
 
   当社はご連絡いただいた不具合につきまして、即時の修正を行える体制を整えておりま 

 せん。修正の対応には時間がかかる場合がございます。また、次製品の参考とさせてい 
 ただき、当該製品への修正を実施しない場合もございます。 

   お送り頂いた不具合のご連絡に対しまして個別の返信は行っておりません。修正履歴は 
 弊社ホームページにてご確認ください。 

   ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。 
 
   Keiソフトクリエイト株式会社 
  http://www.kei-softcreate.jp/ 
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