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製品の概要製品の概要
EventsCalendar for ASP.NET Web Forms は、ユーザーが予定を追加、編集、および管理できるフル機能のスケジュール

です。

ComponentOne for ASP.NET Web Forms のヘルプのヘルプ
ComponentOne for ASP.NET Web Forms の各コントロールで共通したト ピック、アセンブリの追加、テーマの適用、クライア

ント側情報などについては「ASP.NET Web Forms ユーザーガイド」を参照してください。
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主な特長主な特長

C1EventsCalendarの主な機能として、次の事項が挙げられます。

Microsoft Outlook スタイルの予定スタイルの予定

アラーム、ラベル、および予約状況ステータスを備えたワンタイム、終日、または定期的予定をスケジュールします。 分
類項目、リソース、連絡先の整理された状態を保ちます。

組み込みデータビュー組み込みデータビュー

１つのプロパティを設定するだけで、スケジューラのデータビューを変更します。 データビューには、日、稼働日、縦型

形式の週、横型形式の週、および月が含まれます。

組み込みのデータ層組み込みのデータ層

スケジュール作成アプリケーションとの間のデータのロード／保存をすばやく実行します。 EventsCalendar は、標準

の ADO.NET データバインディングまたは EventsCalendar の生成済み XML ファイルを使用してデータの保存／ロー

ドを実行する組み込みデータストレージを提供する。

汎用の汎用の .NET データバインディングデータバインディング

EventsCalendar for ASP.NET Web Forms は、少しのコードまたはコードなしで ADO.NET、OLEDB、および SQL
Server を含むさまざまなデータソースにバインドできます。

充実したクライアント側オブジェクトモデル充実したクライアント側オブジェクトモデル

EventsCalendarは、クライアント側レンダリング技術を使用して、Web フォームでのパフォーマンスを向上させていま

す。

インポート／エクスポートインポート／エクスポート

Import および Export メソッドを使用して、iCalendar、XML、および PDF／画像形式の間でデータをインポート／エク

スポートします。

スケジュール作成のローカライズスケジュール作成のローカライズ

スケジュールのテキストと日付をローカライズすると共に、ローカルまたは定義済みタイムゾーンでタスクとカレンダー

を表示します。

CSS のサポートのサポート

CSS（Cascading Style Sheet）のスタイルを使用して、カスタムスキンを定義します。
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機能一覧機能一覧
このトピックでは、EventsCalendar for ASP.NET Web Formsの主な機能の一覧と、機能を理解するのに役立つページへのリ

ンクを記載しています。

カレンダーの機能カレンダーの機能

機能機能 サンプルサンプル ヘルプヘルプ リファレンスリファレンス KB

ビューの種類 ○ ○

カレンダーのリスト ○

色のリスト ○

月ビューの日セルヘッダの書式 ○

日／週／リストビューの日ヘッダの書式 ○

イベントタイトルの書式 ○

週の最初の日 ○

月ビューの先頭行の最初のセルヘッダの書式 ○

ヘッダバーの表示 ○1、 ○2 ○

ナビゲーションバーの表示 ○1、 ○2 ○

選択された日付 ○ ○

日ビューの時間間隔 ○ ○

日ビューの時間間隔の高さ ○ ○

日ビューの時間ルーラの書式 ○

日ビューの時間ルーラの間隔 ○ ○

イベント情報格納用のWebサービスのURL ○

ログコンソール ○

カルチャ ○ ○

テーマの機能テーマの機能

機能機能 サンプルサンプル ヘルプヘルプ リファレンスリファレンス KB

7種類の組み込みテーマ ○

jQuery UIテーマ、jQuery UI ThemeRoller ○

データ連結の機能データ連結の機能

機能機能 サンプルサンプル ヘルプヘルプ リファレンスリファレンス KB

データソースID ○ ○ ○

データメンバ ○
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タイトルのフィールド ○ ○

色のフィールド ○ ○

場所のフィールド ○ ○

メモのフィールド ○ ○

プロパティのフィールド ○

タグ情報のフィールド ○ ○

イベントデータの機能イベントデータの機能

機能機能 サンプルサンプル ヘルプヘルプ リファレンスリファレンス KB

イベントのエクスポート（XML、iCal、バイナリ） ○ ○

イベントのインポート（XML、iCal、バイナリ） ○

データの読み込み ○

データの保存 ○

イベントの機能イベントの機能

機能機能 サンプルサンプル ヘルプヘルプ リファレンスリファレンス KB

タイトル ○

色 ○

終日イベント ○

開始日時 ○

終了日時 ○

場所 ○

メモ ○

繰り返しの基準イベントのID ○

繰り返しの属性 ○

繰り返しの状態 ○

属するカレンダー ○

未処理のイベントデータ ○

タグ情報 ○

デザイン時の機能デザイン時の機能

機能機能 サンプルサンプル ヘルプヘルプ リファレンスリファレンス KB

スマートタグ ○

プロパティビルダー ○
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クイックスタートクイックスタート

このクイックスタートでは、カスタマイズした簡単なイベントカレンダーを作成して、C1EventsCalendarコントロールの機能を探

索します。

手順手順 1：ページへのコントロールの追加：ページへのコントロールの追加

この手順では、まずページに C1EventsCalendarコントロールを追加します。

開始するには、以下の手順を実行します。

1. 新しい ASP.NET Web サイトプロジェクトを作成します。

2. ドキュメントウィンドウのすぐ下の「デザインデザイン」タブをクリックして、デザインビューに切り替えます。

3. 3.Visual Studio ツールボックスに移動し、C1EventsCalendarをダブルクリックして、ページにコントロールを追加しま

す。

手順手順 2：コントロールのカスタマイズ：コントロールのカスタマイズ

この手順では、いくつかのプロパティを設定してイベントカレンダーのサイズを変更し、カレンダーに表示する時間間隔を指定

します。以下の手順を実行します。

1. C1EventCalendar1のスマートタグをクリックして［C1EventsCalendar タスクタスク］メニューを開き、コントロールの幅コントロールの幅 プロ

パティを 800px、コントロールの高さコントロールの高さ プロパティを 500px に設定します。

2. Visual Studio のプロパティウィンドウで、以下のプロパティを指定した値に設定します。

プロパティプロパティ 値値 説明説明

TimeInterval 60 このプロパティは、日ビューの時間間隔（分単位）

を指定します。

TimeIntervalHeight 25 このプロパティは、日ビューの時間間隔行の高さ

（ピクセル単位）を指定します。

TimeRulerInterval 120 このプロパティは、日ビューのタイムルーラー目盛

（分単位）を指定します。

手順手順 3：コントロールの表示：コントロールの表示

この手順では、アプリケーションを実行して、イベントの追加を開始できるイベントカレンダーを表示します。

［F5］を押して、アプリケーションを実行し、イベントカレンダーを表示します。
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新しいイベントを追加するには、時刻をクリックします。
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デザイン時のサポートデザイン時のサポート

以下のセクションでは、C1EventsCalendar のデザイン時環境を使用して C1EventsCalendar コントロールを構成する方法

について説明します。

C1EventsCalendar スマートタグスマートタグ

C1EventsCalendar コントロールは、Visual Studio のスマートタグ ( ) を備えています。スマートタグ

は、C1EventsCalendarで最もよく使用されるプロパティを提供するショートカットのタスクメニューを表します。

［C1EventsCalendar タスクタスク］メニューにアクセスするには、 C1EventsCalendar コントロールの右上端にあるスマートタグをク

リックします。

［C1EventsCalendar タスクタスク］メニューは、以下のように操作します。

コントロールの幅コントロールの幅

［コントロールの幅コントロールの幅］テキストボックスにカレンダーの幅（ピクセル単位）を入力します。

コントロールの高さコントロールの高さ

［コントロールの高さコントロールの高さ］テキストボックスにカレンダーの高さ（ピクセル単位）を入力します。

ヘッダーバーの表示ヘッダーバーの表示

［ヘッダーバーの表示ヘッダーバーの表示］チェックボックスを ON にして、カレンダービューのタブを含むカレンダーのヘッダーバー領域を

表示します。

ナビゲーションバーの表示ナビゲーションバーの表示

［ナビゲーションバーの表示ナビゲーションバーの表示］チェックボックスを ON にして、カレンダーの最下部に表示され、今日の日付にジャンプし

たり、月内の別の日付を選択できるナビゲーションバーを表示します。

カルチャカルチャ

［カルチャカルチャ］ドロップダウン矢印をクリックして、カレンダーを表示するために使用されるカルチャを選択します。

選択した日付選択した日付

［選択した日付選択した日付］ドロップダウン矢印をクリックして、カレンダーから日付を選択します。これは、実行時

にC1EventsCalendarに表示される日付です。
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テーマテーマ

テーマを組み込みスキンの１つに設定します。

新しいテーマの作成新しいテーマの作成

［新しいテーマの作成］オプションをクリックすると、ThemeRoller for Visual Studio が開きます。したがって、開発環境

内でテーマをカスタマイズすることができます。アプリケーションで ThemeRoller for Visual Studio を使用する方法に

ついては、「ThemeRoller for Visual Studio」 を参照してください

CDN の使用の使用

チェックボックスを ON にすると、CDN からクライアントリソースがロードされます。これはデフォルトで OFF です。

CDN パスパス

CDN の URL パスを表示します。

Bootstrap の使用の使用

［Bootstrap の使用の使用］オプションを選択すると、コントロールに Bootstrap テーマを適用することができます。アプリケー

ションで Bootstrap テーマを使用する方法については、「Bootstrap for ASP.NET Web Forms クイックスタート」 を参照

してください。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報バージョン情報］をクリックすると、製品のバージョン情報を確認できるダイアログボックスが表示されます。

C1EventsCalendar コンテキストメニューコンテキストメニュー

EventsCalendar for ASP.NET Web Forms コントロールは、デザイン時に使用する追加機能のコンテキストメニューを備え

ています。EventsCalendar for ASP.NET Web Forms コントロールを右クリックすると、次のようなコンテキストメニューが開

きます。
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C1EventsCalendar の外観の外観

６種類のプレミアムテーマ（Arctic、Midnight、Aristo、Rocket、Cobalt、および Sterling）のいずれかを選択してイベントカレン

ダーの外観を変更します。または、jQuery UI から ThemeRoller を使用して独自のカスタマイズしたテーマを作成します。

C1EventsCalendar の要素の要素

C1EventsCalendarコントロールのユーザーインタフェースに以下の要素があります：

ヘッダーバーヘッダーバー

デフォルトでヘッダーがC1EventsCalendar の上部に表示され、実行時に「日」、「週」、「月」または、「リスト」ビューに

変更するオプションを提供します。

ナビゲーションバーナビゲーションバー

デフォルトでナビゲーションバーナビゲーションバーが実行時にC1EventsCalendar の下部に表示され、ユーザーが月や日付をクリックし

てまたは、「前へ」や「次へ」の矢印をクリックして選択項目を変更できます。

右側ペイン右側ペイン

右側ペイン右側ペインが「日」と「リスト」ビューに表示され、イベントを作成する時刻をダブルクリックするだけでイベントを設定でき

ます。

テーマテーマ

C1EventsCalendar コントロールには、６種類の組み込みテーマが含まれています。これらのテーマの１つを選択すると、ペー

ジ上の他のすべての ComponentOne for ASP.NET コントロールはそれに応じてスキンされます。テーマ

はC1EventsCalendar コントロールに次のように表示されます。
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Arctic

Aristo

Cobalt
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Midnight

Rocket

Sterling

C1EventsCalendar コントロールのテーマを設定するには、単に Theme プロパティをいずれかの組み込みテーマに設定しま

す。これは、［C1EventsCalendar タスクタスク］メニュー、コード、または Visual Studio のプロパティウィンドウを使用して実行できま

す。詳細については、「組み込みテーマの使用」を参照してください。
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C1EventsCalendarの動作

データビューデータビュー

C1EventsCalendarは、複数の組み込みデータビューを備えています。 Views プロパティを使用して、初期データビューを設

定できます。データビューの変更例については、「データビューの変更」トピックを参照してください。使用可能なデータビューに

は、日（デフォルト）、週、月、およびリストがあります。.

日日

ビューを Day に設定すると、C1EventsCalendar  コントロールは、選択した日の月と午前 12 時から始まる 24 時間を表示す

る選択した日のスケジュールを表示します。これはデフォルトのデータビューです。

週週

ビューを Week に設定すると、 C1EventsCalendar コントロールは、週の７日間を含むカレンダーを表示します。
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月月

ビューを Month に設定すると、C1EventsCalendar コントロールは、標準的な印刷カレンダーの場合と同様、月全体のカレン

ダーに加えて、前の月と次の月の複数の日も表示します。MonthView モードでは、時刻がイベントの外側に表示されないこと

に注意してください。

リストリスト
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ビューを List に設定すると、C1EventsCalendar コントロールは、現在または選択した日のスケジュールとスケジュールされ

たすべてのイベントのリストを表示します。

ビューの変更ビューの変更

C1EventsCalendarコントロールのデータビューは、設計時に、ソースビュー、［プロパティ］ウィンドウ、およびコードを使用して

変更できます。

ここでは、次の手順を実行して、ビューをMonthに設定します。

ソースビューの場合ソースビューの場合

ソースビューに切り替えて、<cc1:C1EventsCalendar>タグにViewType="Month"を追加します。次のようになります。

<cc1:C1EventsCalendarID="C1EventsCalendar1" runat="server"
    ViewType="Month">

［プロパティ］ウィンドウの場合［プロパティ］ウィンドウの場合

1. C1EventsCalendarコントロールをクリックして選択します。

2. Visual Studioの［プロパティ］ウィンドウに移動し、Viewsプロパティを見つけます。

3. Viewsプロパティの横にある省略符ボタン(...)をクリックして、Viewコレクションエディタを開きます。

4. Monthsメンバに移動し、IsActiveをTrueに設定します。

5. Typeプロパティのドロップダウンをクリックし、Monthを選択します。

コードの場合コードの場合

Page_Loadイベントに次のコードを追加して、カレンダーのビューをMonthに設定します。

Visual Basic

 C1EventsCalendar1.Views[2].IsActive = true
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C#

 C1EventsCalendar1.Views[2].IsActive = true;

ここまでの成果ここまでの成果

プロジェクトを実行すると、EventsCalendarが次の図のように表示されます。

ビューのカスタマイズビューのカスタマイズ

EventsCalendarは、デフォルトのビューとして、日日、週週、月月、およびリストリストビューを表示します。イベントカレンダーを変更して、簡単に

カスタムビューを表示することができます。それには、ビューのViewTypeを"Custom"に設定して新しいビュー（２週間ビュー、２か月

ビューなど）を追加します。C1EventsCalendarコントロールのデータビューは、設計時に、［プロパティ］ウィンドウ、ソースビュー、およ

びコードを使用してカスタマイズできます。

ここでは、次の手順を実行して、2 Days、2 Weeks、2 Months、2 Yearsの４種類のカスタムビューを追加し、アクティブなビュー

を"2 Months"に設定します。

ソースビューの場合ソースビューの場合

ソースビューに切り替えて、<cc1:C1EventsCalendar>タグを次のように変更します。

                 
<cC1:C1EventsCalendar runat="server" ID="C1EventsCalendar1" Width="60%" Height="475px">
   <Views>
        <cC1:View Type="Day">
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        </cC1:View>
        <cC1:View Type="Custom" Name="2 Days" Unit="Day" Count="2">
    </cC1:View>
        <cC1:View Type="Custom" Name="2 Weeks" Unit="Week" Count="2">
        </cC1:View>
        <cC1:View Type="Custom" Name="2 Months" Unit="Month" Count="2" IsActive ="true" />>
        </cC1:View>
        <cC1:View Type="Custom" Name="2 Years" Unit="Year" Count="2">
    </cC1:View>
  </Views>
</cC1:C1EventsCalendar>
        

［プロパティ］ウィンドウの場合［プロパティ］ウィンドウの場合

1. C1EventsCalendarを右クリックして［プロパティ］ウィンドウを開きます。

2. Visual Studioの［プロパティ］ウィンドウに移動し、Viewsプロパティを見つけます。

3. Viewsプロパティの横にある省略符ボタン(...)をクリックして、Viewコレクションエディタコレクションエディタを開きます。

4. ［追加］［追加］ボタンを５回クリックして、ヘッダーバーに５個の新しいメンバを追加します。

5. メンバ１、２、３、４のTypeをCustomに設定します。デフォルトでは、Dayに設定されています。

6. 追加したメンバのNameプロパティをそれぞれ次のように設定します。

メンバ１：2 Days
メンバ２：2 Weeks
メンバ３：2 Months
メンバ４：2 Years

7. ４つのカスタムメンバのすべてで、Countプロパティを２２に設定します。デフォルトでは、１に設定されています。

8. "2 Months" メンバのIsActiveをTrueに設定します。

9. ［［OK］］をクリックし、［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

コードの場合コードの場合

Visual Basic

C1EventsCalendar1.Views[2].IsActive = true
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C#

C1EventsCalendar1.Views[2].IsActive = true;

ここまでの成果ここまでの成果

プロジェクトを実行すると、EventsCalendarが次の図のように表示されます。

データおよびデータ連結データおよびデータ連結

EventsCalendar for ASP.NET Web Forms では、標準 ADO.NET データ連結を使用して C1EventsCalendar コントロール

をデータソースに連結できます。

C1EventsCalendar コントロールへのデータの連結は、次の２つの簡単な手順で構成されます。

1. AccessDataSourceの設定：の設定： 連結するデータベースを選択し、データベーステーブルのフィールドにマップするパラメー

ターを指定します。

2. データストレージへのマッピング：データストレージへのマッピング： データソースを C1EventStorage.DataSourceID や
C1CalendarStorage.DataSourceID プロパティに指定し、Mappings プロパティを使用してデータフィールドの名前を

入力して、C1EventsCalendar データストレージ（ C1EventStorage または C1CalendarStorage）にマップします。各

データベーステーブルとその列がストレージ内の個別の領域にマップされ、カレンダー、件名、色、説明、開始および終

了時刻、場所などがデータベースからロードできるようになります。

C1EventStorage
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C1EventsStorage クラスでは、データソースを DataSourceID プロパティに指定して、データソースへの連結を開始できま

す。次に、C1EventStorageMappings プロパティを使用して、データソースから EventStorage にフィールドをマップできま

す。

C1EventStorageMappings プロパプロパ

ティティ
説明説明

CalendarMapping カレンダープロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

ColorMapping 色プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

DescriptionMapping 説明プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

EndMapping 終了プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

IdMapping ID プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結します。

LocationMapping 場所プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

PropertiesMapping その他のイベントプロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

StartMapping 開始プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

SubjectMapping 件名プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

TagMapping タグプロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます（タグプロパティ

は、ユーザー定義情報を格納するために使用できます）。

C1CalendarStorage

C1CalendarStorage クラスでは、単にデータソースを C1CalendarStorage.DataSourceID プロパティに指定して、データソー

スへの連結を開始できます。次に、C1EventStorageMappings プロパティを使用して、データソースから CalendarStorage
にフィールドをマップできます。

C1CalendarStorageMappings プロパプロパ

ティティ
説明説明

ColorMapping 色プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。
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DescriptionMapping 説明プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

LocationMapping 場所プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

NameMapping 名前プロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます。

PropertiesMapping その他のカレンダープロパティをデータソースの該当するフィールドに連結でき

ます。

TagMapping タグプロパティをデータソースの該当するフィールドに連結できます（タグプロパ

ティは、ユーザー定義情報を格納するために使用できます）。

「データの連結のチュートリアル 」では、２つの AccessDataSource コントロールを設定し、C1EventStorage と
C1CalendarStorage にマッピングする手順を説明します。

C1EventsCalendar コントロールへのデータの連結のチュートリアコントロールへのデータの連結のチュートリア

ルル

このチュートリアルでは、いくつかのイベントとカレンダーのサンプルを備えるコントロールをロードするために使用する

EventsCalendarNwind.mdb データベースに C1EventsCalendar コントロールを連結する手順について説明します。１つは 
C1EventStorage  に、もう一つは C1CalendarStorageにマップする、２つの AccessDataSource コントロールを設定する必

要があります。

開始する前に、自分のプロジェクトフォルダの App_Dataフォルダにデータベースをコピーします。

まず新しい Web アプリケーションまたは Web サイトアプリケーションを作成し、EventsCalendarNwind.mdb データベース

をプロジェクトに追加します。次に、C1EventsCalendar と２つの AccessDataSource コントロールをページに追加します。こ

れを行うには、以下の手順を実行します。

1. 新しい Web アプリケーションを作成します。

2. ソリューションエクスプローラ で、App Data フォルダを右クリックし、［追加追加］→［既存項目既存項目］を選択します。

3. ［既存項目の追加既存項目の追加］ダイアログボックスで、EventsCalendarNwind.mdb を選択し、［追加追加］をクリックします。

4. C1EventsCalendar コントロールと２つの Microsoft AccessDataSource データコントロールをフォームに追加しま

す。最初のAccessDataSource コントロールの ID を AccessDataSource_Events に変更し、２番目の

AccessDataSource コントロールの ID を AccessDataSource_Calendars に変更します。

AccessDataSource コントロールの設定コントロールの設定
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この例では、１つはデータベースの Appointments テーブル（AccessDataSource_Events と呼びます）、 １つはデータベース

の Calendars テーブル（AccessDataSource_Calendars と呼びます）という、２つの AccessDataSource コントロールを設定

します。

最初の最初の Events AccessDataSource コントロールの設定コントロールの設定

データベースの Appointments テーブル内のフィールドにマップするために使用される、最初の AccessDataSource コント

ロールを設定します。このテーブルには予定の開始および終了時刻、件名（ここで、予定は終日イベントです）、予定 ID、色、

および関連するカレンダーに関するデータが含まれます。

1. デザインビューで、 AccessDataSource_Events を選択し、スマートタグをクリックして、［データソースの構成データソースの構成］を選択し

ます。

2. App_Data フォルダ内の EventsCalendarNwind.mdb を選択し、〈OK〉をクリックします。

3. 〈次へ次へ〉を クリックします。

4. ［テーブルまたはビューから列を指定しますテーブルまたはビューから列を指定します］の下にある［Appointments］を選択します。SELECT ステートメントが

SELECT * FROM [Appointments] になります。

5. 〈次へ次へ〉をクリックし、〈完了完了〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

DeleteQuery プロパティプロパティ

1. デザインビューで、AccessDataSource_Events を選択し、Visual Studio のプロパティウィンドウで、DeleteQuery プ
ロパティの横の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。

2. ［コマンドおよびパラメーターのエディタコマンドおよびパラメーターのエディタ］で、次の DELETE コマンドを追加します。
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ソースビュー

DELETE FROM [Appointments] WHERE [AppointmentId] = ?

3. 〈パラメーターの追加パラメーターの追加〉ボタンをクリックし、AppointmentId という名前のパラメーターを追加します。〈詳細設定プロパ詳細設定プロパ

ティの表示ティの表示〉リンクをクリックし、Type プロパティの横の［Object］を選択します。

4. 〈OK〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

InsertQuery プロパティプロパティ

1. デザインビューで、 AccessDataSource_Events を選択し、Visual Studio のプロパティウィンドウで、InsertQuery プ
ロパティの横の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。

2. ［コマンドおよびパラメーターのエディタコマンドおよびパラメーターのエディタ］で、次の INSERT コマンドを追加します。

ソースビュー

INSERT INTO [Appointments] ([AppointmentId], [Description], [End], [Location], [Start], [Subject], [Properties],
[Color], [Calendar], [Tag]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)

3. 〈パラメーターの追加パラメーターの追加〉ボタンをクリックし、以下のパラメーターを追加して、NameとTypeを指定します。〈詳細設定プロ詳細設定プロ

パティの表示パティの表示〉リンクを選択し、Type プロパティを表示および指定する必要があることに注意してください。

パラメーター名パラメーター名 タイプタイプ

AppointmentId Object

Description String

End DateTime

Location String

Start DateTime

Subject String

Properties String

Color String

Calendar String

Tag String
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4. 〈OK〉をクリックして 、ダイアログボックスを閉じます。

UpdateQuery プロパティプロパティ

1. デザインビューで、AccessDataSource_Events を選択し、Visual Studio のプロパティウィンドウで、UpdateQuery プ
ロパティの横の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。

2. ［コマンドおよびパラメーターのエディタコマンドおよびパラメーターのエディタ］で、次のUPDATE コマンドを追加します。

ソースビュー

UPDATE [Appointments] SET [Description] = ?, [End] = ?, [Location] = ?, [Start] = ?, [Subject] = ?, [Properties]
= ?, [Color] = ?, [Calendar] = ?, [Tag] = ? WHERE [AppointmentId] = ?

3. パラメーターの追加パラメーターの追加〉ボタンをクリックし、以下のパラメーターを追加して、NameとTypeを指定します。〈the 詳細設定詳細設定

プロパティの表示プロパティの表示〉リンクを選択し、Type プロパティを表示および指定する必要があることに注意してください。

パラメーター名パラメーター名 タイプタイプ

String String

End DateTime

Location String

Start DateTime

Subject String

Properties String

Color String

Calendar String

Tag String
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AppointmentId Object

4. 〈OK〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

2番目の Events AccessDataSource コントロールの設定

データベースの Calendar テーブル内のフィールドにマップするために使用される、２番目の AccessDataSource コントロール

を設定します。このテーブルには、２種類の異なるカレンダーの名前、説明、場所、色、およびカレンダー ID が含まれていま

す。

1. デザインビューで、 AccessDataSource_Calendars を選択し、スマートタグをクリックして、［データソースの構成データソースの構成］を選

択します。

2. App_Data フォルダ内のEventsCalendarNwind.mdb を選択し、〈OK〉をクリックします。

3. 〈次へ次へ〉をクリックします。

4. ［テーブルまたはビューから列を指定しますテーブルまたはビューから列を指定します］の下にある［Calendar］を選択します。SELECT ステートメントが SELECT *
FROM [Calendars] になります。
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5. 〈次へ次へ〉をクリックし、〈完了完了〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

DeleteQuery プロパティプロパティ

1. デザインビューで、 AccessDataSource_Calendars を選択し、Visual Studio のプロパティウィンドウで、DeleteQuery
プロパティの横の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。

2. コマンドおよびパラメーターのエディタコマンドおよびパラメーターのエディタ］で、次の DELETE コマンドを追加します。

ソースビュー

DELETE FROM [Calendars] WHERE [CalendarId] = ?

3. 〈パラメーターの追加パラメーターの追加〉ボタンをクリックし、CalendarId という名前のパラメーターを追加します詳細設定プロパティの表詳細設定プロパティの表

示示〉リンクをクリックし、Type プロパティの横の［String］を選択します。

4. 〈OK〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

InsertQuery プロパティプロパティ

1. デザインビューで、AccessDataSource_Calendars を選択し、Visual Studio のプロパティウィンドウで、InsertQuery
プロパティの横の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。

2. ［コマンドおよびパラメーターのエディタコマンドおよびパラメーターのエディタ］で、次のINSERT コマンドを追加します。

ソースビュー

INSERT INTO [Calendars] ([CalendarId], [Name], [Description], [Color], [Tag], [Location], [Properties]) VALUES
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)

3. 〈パラメーターの追加パラメーターの追加〉ボタンをクリックし、以下のパラメーターを追加して、NameとTypeを指定します。〈詳細設定プロ詳細設定プロ
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パティの表示パティの表示〉リンクを選択し、Type プロパティを表示および指定する必要があることに注意してください。

パラメーター名パラメーター名 タイプタイプ

CalendarId String

Name String

Description String

Color String

Tag String

Location String

Properties String

4. 〈OK〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

UpdateQuery プロパティプロパティ

1. AccessDataSource_Events を選択し、Visual Studio のプロパティウィンドウで、UpdateQuery プロパティの横

の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。

2. ［コマンドおよびパラメーターのエディタコマンドおよびパラメーターのエディタ］で、次のUPDATE コマンドを追加します。

ソースビュー

UPDATE [Calendars] SET [Name] = ?, [Description] = ?, [Color] = ?, [Tag] = ?, [Location] = ?, [Properties] = ?
WHERE [CalendarId] = ?

3. 〈パラメーターの追加パラメーターの追加〉ボタンをクリックし、以下のパラメーターを追加して、NameとTypeを指定します。〈詳細設定プロ詳細設定プロ

パティの表示パティの表示〉リンクを選択し、Type プロパティを表示および指定する必要があることに注意してください。

パラメーター名パラメーター名 タイプタイプ
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Name String

Description String

Color String

Tag String

Location String

Properties String

CalendarId String

4. 〈OK〉をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

データストレージへのマッピングデータストレージへのマッピング

AccessDataSource コントロールがデータベースにマッピングされると、C1EventsCalendar データストレージへのマッピング

を開始できます。これは、データソースにあるイベントとカレンダーをアプリケーションのイベントカレンダーに表示するために実

行する必要があります。EventsCalendarNwind.mdb には両方のイベントとカレンダーが格納され、AccessDataSource を
データベースのこれらのテーブルにアクセスするように設定したので、C1EventStorage  に C1EventStorage と
C1CalendarStorage をマップできます。

C1EventStorage にマップするには、以下の手順を実行します。

1. C1EventsCalendar コントロールを選択して、［表示］→［プロパティウィンドウ］をクリックします。

2. DataStorage ノードを展開し、EventStorageノードを展開します。

3. AcccessDataSource_Eventsプロパティの横にDataSourceを入力します。

4. Mappingsノードを展開し、このノードの下にある各ノードを展開します。下の表で定義されたとおりマッピングプロパ

ティを入力します。

マッピングノードマッピングノード MappingName プロパティプロパティ
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CalendarMapping Calendar

ColorMapping Color

DescriptionMapping Description

EndMapping End

IdMapping AppointmentId

LocationMapping Location

PropertiesMapping N/A

StartMapping Start

SubjectMapping Subject

TagMapping Tag

C1CalendarStorage にマップするには、以下の手順を実行します。

1. C1EventsCalendar コントロールを選択して、［表示表示］→［プロパティウィンドウプロパティウィンドウ］をクリックします。

2. DataStorage  ノードを展開し、CalendarStorage ノードを展開します。

3. Enter AcccessDataSource_Calendars next to the DataSource property.
4. Mappings ノードを展開し、このノードの下にある各ノードを展開します。下の表で定義されたとおりマッピング

プロパティを入力します。

マッピングノードマッピングノード MappingName プロパティプロパティ

ColorMapping Color

DescriptionMapping Description

IdMapping CalendarId

LocationMapping Location

NameMapping Name

PropertiesMapping Properties

TagMapping Tag

プロジェクトの実行プロジェクトの実行

F5を押して、アプリケーションを実行します。

データビューで C1EventsCalendar の最下部にある日付バーを使用して、2012年9月26日を選択します。

  EventsCalendar for ASP.NET Web Forms

29 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



赤色のイベントをクリックします。［イベント］ダイアログボックスのカレンダープロパティが 佐藤のカレンダー佐藤のカレンダーにマップされている

ことを確認してください。緑色のイベントが 鈴木のカレンダー鈴木のカレンダーにマップされています。

エクスポートサービスエクスポートサービス

ComponentOne ASP.NET Export Serviceを使用すると、複雑なエクスポートアプリケーションを作成しなくても、

EventsCalendarをExcel、CSV、およびPDFにエクスポートできます。このサービスはアプリケーションサーバー上に置かれま

す。

ComponentOne ASP.NET Export Serviceを使用する利点は次のとおりです。

書式設定を維持したままEventsCalendarをエクスポートできます。

エクスポートされたファイルの設定を必要に応じて変更できます。

Export Serviceは、インターネットインフォメーションサービス（IIS）上に配布されるWebアプリケーションです。C:\Program
Files\ComponentOne\ASP.NET Web Forms フォルダにあるC1ASPNETExportServiceインストーラを実行してください。次の

ファイルがIISにインストールされます。

これらのファイルは、次の場所にも格納されています。

C:\ProgramData\ComponentOne\C1ASPNET\C1ASPNETExportService

システム要件システム要件

サービスホストのシステム要件は次のとおりです。
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Microsoft Windows 7以上。

ASP.NET 4.0以上（.NET Framework 4.0）を含むIIS 7.0以上。

Microsoft Windows 7またはMicrosoft Windows Server 2008 R2では、.Net Framework 4.0をアップデートできま

す。詳細については、「http://support.microsoft.com/kb/2468871」を参照してください。

EventsCalendarのエクスポート設定のエクスポート設定

EventsCalendarをさまざまな形式でダウンロードするための設定は、次のとおりです。

Excelにエクスポートにエクスポート

ファイル形式ファイル形式：EventsCalendarは、xlsまたはxlsx形式のExcelシートにエクスポートできます。

作成者作成者：データの書き込みに対して責任を負う人または組織の名前を指定します。

行の高さの自動調整行の高さの自動調整：行の高さを内容に応じて自動的に調整するかどうかを選択します。

サーバーサーバーURL：エクスポートするEventsCalendarがあるサーバーのURLを設定します。"<サーバーの

URL>/exportapi/eventscalendar" を入力します。

ファイル名ファイル名：エクスポートされるファイルに使用する名前を設定します。

CSVにエクスポートにエクスポート

サーバーサーバーURL：エクスポートするEventsCalendarがあるサーバーのURLを設定します。"<サーバーの

URL>/exportapi/eventscalendar" を入力します。

ファイル名ファイル名：エクスポートされるファイルに使用する名前を設定します。

PDFにエクスポートにエクスポート

EventsCalendarのヘッダーを繰り返すのヘッダーを繰り返す：EventsCalendarのヘッダーを繰り返します。

幅の自動調整幅の自動調整：自動調整を有効にします。

横横：横長モードを有効にします。

マージン設定マージン設定：

上：上マージンのサイズをポイント単位で設定します。

下：下マージンのサイズをポイント単位で設定します。

右：右マージンのサイズをポイント単位で設定します。

左：左マージンのサイズをポイント単位で設定します。

用紙の種類：用紙の種類（Custom、Letter、LetterSmallなど）を設定します。

用紙サイズ用紙サイズ：

幅：ページの幅をポイント単位で設定します。

高さ：ページの高さをポイント単位で設定します。

ファイルの内容ファイルの内容：

画質：画質をLow（低）、Medium（中）、またはHigh（高）に設定します。

圧縮：圧縮レベルをDefault（デフォルト）、None（なし）、Best Speed（速度優先）、またはBest Compression（圧
縮率優先）に設定します。

フォントタイプ：フォントタイプをTrue TypeまたはEmbedded（埋め込み）に設定します。

ドキュメント情報ドキュメント情報：

作成者：ドキュメントを作成した人または組織の名前を設定します。

作成元アプリケーション：元のドキュメントを作成したアプリケーションの名前を設定します。

サブタイトル：ドキュメントのサブタイトルを設定します。

タイトル：タイトルバーに表示されるドキュメントのタイトルを設定します。

PDF作成アプリケーション：PDFドキュメントを作成したアプリケーションの名前を設定します。

キーワード：PDFドキュメントに関連付けられるキーワードを設定します。これらのキーワードは、ドキュメントの

検索に使用できます。

ドキュメントのセキュリティドキュメントのセキュリティ：

暗号化の種類：暗号化の種類をNotPermit（許可しない）、Standard40、Standard128、またはAes128に設定し

ます。

所有者パスワード：ドキュメントの権限を編集するために必要なパスワードを設定します。

ユーザーパスワード：ドキュメントを開くために必要なパスワードを設定します。
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コンテンツのコピーを許可：コンテンツのコピーを許可または禁止します。

注釈の編集を許可：ユーザーが注釈を編集することを許可または禁止します。

コンテンツの編集を許可：ユーザーがドキュメントの内容を編集することを許可または禁止します。

印刷を許可：ドキュメントの印刷を許可または禁止します。

構成設定構成設定：

サーバーURL：サーバーのURLを設定します。"<サーバーのURL>/exportapi/eventscalendar" を入力しま

す。

ファイル名：エクスポートされるPDFに使用するファイル名を設定します。

使用方法使用方法

EventsCalendarのコンテンツをExcel、CSV、またはPDFにエクスポートするには、exportEventsCalendarメソッドを呼び出

します。以下の手順では、クリックイベントでエクスポート関数を呼び出すボタンがフォームに追加されているとします。

EventsCalendarをExcelにエクスポートするには、<head></head>タグ内に次のコードを追加します。

   <script src=http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js
 type="text/javascript"></script> 
 <asp:PlaceHolder runat="server">
            <script type="text/javascript">

                $(function () {
                    $("#Button1").click(exportExcel);
                });
   
                // Export関数
                function exportExcel() {
                    var fileName = "ExportedEventsCalendar";
                    var type = "Xls";
                    var excelSetting = {
                        autoRowHeight: true,
                        author: "ComponentOne"
                    };
                    var url = "http://demos.componentone.com/ASPNET/ExportService" + 
        "/exportapi/eventscalendar";
               $("#<%=C1EventsCalendar1.ClientID%>").c1eventscalendar
        ("exportEventsCalendar", fileName, type, excelSetting, url);
    }
            </script>
    </asp:PlaceHolder>

EventsCalendarをCSVファイルにエクスポートするには、<head></head>タグ内に次のコードを追加します。

        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js" 
                        type="text/javascript"></script>   
 <asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server">
            <script type="text/javascript">

                $(function () {
                    $("#Button1").click(exportCsv);
                });
               
            // Export関数
             function exportCsv() {
             var fileName = "ExportedEventsCalendar";
             var url = "http://demos.componentone.com/ASPNET/ExportService" + 
               "/exportapi/eventscalendar";
               $("#<%=C1EventsCalendar1.ClientID%>").c1eventscalendar
                ("exportEventsCalendar", fileName, "csv", url);
    }
            </script>
        </asp:PlaceHolder> 

EventsCalendarをPDFにエクスポートするには、<head></head>タグ内に次のコードを追加します。
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<script src=http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js
    
type="text/javascript"></script>
    <asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server">
            <script type="text/javascript">

                $(function () {
                    $("#Button1").click(exportPdf);
                   
                });

                // PDF設定
                unction getPdfSetting() { 
                    return { 
                        repeatHeader: true, 
                        landscape: false, 
                        autoFitWidth: true, 
                        pageSize: { 
                            width: 300, 
                            height: 400 
                        }, 
                        paperKind: 'A3', 
                        margins: { 
                            top: 50, 
                            right: 50, 
                            bottom: 50, 
                            left: 50 
                        }, 
                        imageQuality: 'Low', 
                        compression: 'BestCompression', 
                        fontType: 'TrueType', 
                        author: 'ComponentOne', 
                        creator: 'ComponentOne', 
                        subject: 'EvCal Export', 
                        title: 'Evcal Export', 
                        producer: 'ComponentOne', 
                        keywords: 'EvCal, EventsCalendar, Export, PDF', 
                        encryption: 'NotPermit', 
                        ownerPassword: '0000', 
                        userPassword: '00000', 
                        allowCopyContent: true, 
                        allowEditAnnotations: true, 
                        allowEditContent: true, 
                        allowPrint: true, 
                        
                    } 
                } 

          // Export関数               
            function exportPdf() {
            var fileName = 'ExportEventsCalendar';
            var pdfSetting = getPdfSetting();
            ar url = "http://demos.componentone.com/ASPNET/ExportService" + 
             "/exportapi/eventscalendar";
               $("#<%=C1EventsCalendar1.ClientID%>").c1eventscalendar
        ("exportEventsCalendar", { fileName: fileName,exportFileType: wijmo.exporter.
        ExportFileType["Pdf"],
        pdf: pdfSetting, 
 
    serviceUrl: url, 
 
    theme: 
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    "default" 
}); 
        }

            </script>
</asp:PlaceHolder>

次の図に、生成されるPDFを示します。

 

ファイルがInternet Explorerでダウンロードされない場合は、Internet Explorerの保護モードをオフにしてファイルをエクスポー

トするか、Internet Explorerを管理者として実行します。保護モードをオフにするには、次のようにします。

Internet Explorerの［設定］［設定］を開き、［インターネットオプション］［インターネットオプション］を選択します。

［セキュリティ］［セキュリティ］タブで、［インターネット］［インターネット］を選択し、［保護モードを有効にする］［保護モードを有効にする］のチェックを外します。

イベントイベント

イベントは、ある期間とその期間に行われる何らかの事象の詳細情報を表します。

イベントは、カレンダー上の日付を選択し、時間帯（日、週、またはリストビュー）をクリックして追加できます。月ビューを使用し

ている場合は、イベントの日付をクリックし、［終日終日］チェックボックスを ON にして開始時刻と終了時刻を入力します。
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クライアント側の機能クライアント側の機能

EventsCalendar for ASP.NET Web Forms コントロールには、非常に充実したクライアント側オブジェクトモデルがありま

す。そのメンバは、ほとんどがサーバー側コントロールのメンバと同じです。

C1EventsCalendar コントロールが表示されると、クライアント側コントロールのインスタンスが自動的に生成されます。これ

は、サーバーにポストバックしなくても、C1EventsCalendar コントロールのプロパティやメソッドにアクセスできるということで

す。

クライアント側コードを使用すれば、時間をかけて Web サーバーに情報を送信しなくても、Web ページに多くの機能を実装で

きます。そのため、クライアント側オブジェクトモデルを使用することで、Web サイトの効率を高めることができます。

クライアント側イベントクライアント側イベント

EventsCalendar for ASP.NET Web Forms には、複数のクライアント側イベントが含まれています。それらを利用すれば、

無効な文字の入力などの処理が行われたときに、C1EventsCalendar コントロールを操作できます。

クライアント側イベントクライアント側イベントの表にリストされたサーバー側プロパティを使用して、特定のクライアント側イベントに反応する

JavaScript 関数の名前を指定できます。たとえば、beforeDeleteCalendar という JavaScript 関数を割り当てて、カレンダー

が削除される前に応答させるには、OnClientBeforeDeleteCalendar プロパティを beforeDeleteCalendar に設定します。

下の表に、クライアントスクリプトで使用できるイベントを示します。これらのプロパティはサーバー側で定義されていますが、

実際のイベントや各 JavaScript 関数用に宣言する名前はクライアント側で定義されます。

イベントのサーバー側プロパティイベントのサーバー側プロパティ

名名
イベント名イベント名 説明説明

OnClientBeforeDeleteCalendar beforeDeleteCalendar カレンダー削除処理の前に発生します。

OnClientBeforeDeleteEvent beforeDeleteEvent 削除処理の前に発生します。

OnClientBeforeSaveCalendar カレンダー保存処理の前に発生します。

OnClientBeforeSaveEvent イベント保存処理の前に発生します。

OnClientCalendarsChanged calendarsChanged カレンダーオプションが変更されたときに発生します。

OnClientInitialized initialized イベントカレンダーが構築され、イベントデータが外部または

ローカルデータソースからロードされるときに発生します。

OnClientSelectedDatesChanged selectedDatesChanged 日付値を変更した後に発生します。

OnClientViewTypeChanged viewTypeChanged viewType オプションが変更されたときに発生します。
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タスク別ヘルプタスク別ヘルプ

タスク別ヘルプでは、Visual Studio 環境でのプログラミングに精通し、 EventsCalendar for ASP.NET Web Forms コント

ロールを全般的に理解しているユーザーを対象としています。

各トピックでは、 C1EventsCalendar コントロールを使用した特定のタスクのソリューションを示します。各トピックで概説され

ている手順に従うことによって、さまざまな C1EventsCalendar 機能を使用したプロジェクトを作成できます。

タスク別ヘルプの各トピックでは、ユーザーが新しい AJAX 対応 ASP.NET プロジェクトを作成した経験を持っていることも前提

となります。

テーマの利用テーマの利用

このセクションのトピックは、組み込みテーマとカスタムテーマを利用する方法を示します。

組み込みテーマの使用組み込みテーマの使用

C1EventsCalendar コントロールには、ほんの数クリックで適用できる６種類の組み込みテーマが用意されています。このト

ピックでは、デザインビューおよびコードでテーマを変更する方法について説明します。テーマの詳細については、

「C1EventsCalendar の外観.」を参照してください。

デザインビューでのテーマの変更デザインビューでのテーマの変更

以下の手順を実行します。

1. C1EventsCalendar スマートタグ ( ) をクリックして、［C1EventsCalendar タスクタスク］メニューを開きます。

2. ［テーマテーマ］ドロップダウン矢印をクリックして、リストからテーマを選択します。. この例では、rocket を選択しま

す。rocket テーマが C1EventsCalendar コントロールに適用されます。

コードでのテーマの変更コードでのテーマの変更

以下の手順を実行します。

1. 以下の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basicコードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Web.Wijmo.Controls

C#コードの書き方コードの書き方

C#

using C1.Web.Wijmo.Controls;

2. Theme プロパティを設定する次のコードを、Page_Load イベントに追加します。

Visual Basicコードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1EventsCalendar1.Theme = "rocket"

C#コードの書き方コードの書き方
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C#

C1EventsCalendar1.Theme = "rocket";

3. プログラムを実行します。

このトピックは、次のことを示します。このトピックは、次のことを示します。

次の図は、rocket テーマが設定された C1EventsCalendar コントロールを示しています。

C1EventsCalendar での開始日の変更での開始日の変更

デフォルトでは、C1EventsCalendar の日ビューは現在の日付から始まります。SelectedDate プロパティを使用して日付を変

更できます。

1. C1EventsCalendar コントロールを右クリックし、［スマートタグの表示スマートタグの表示］をクリックして［C1EventsCalendar タスクタスク］を表

示します。

2. ［選択した日付選択した日付］の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。

3. カレンダーから日付を選択します。

  EventsCalendar for ASP.NET Web Forms

37 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



これにより、 SelectedDate プロパティが設定され、 C1EventsCalendar が指定した日付で開始されるようになります。

注意：注意：月ビューの場合は、 SelectedDate プロパティを設定しても影響しません。週ビューを使用する場合、カレンダー

の開始日がSelectedDateの週の日曜日となります。

C1EventsCalendar のカルチャの変更のカルチャの変更

各カルチャには、日付、時刻、数値、およびその他の情報を表示するためのさまざまな表記規則と書式があります。このトピッ

クでは、 Culture プロパティを使用して C1EventsCalendar のカルチャを設定するいくつかの方法について説明します。

デザインビューの場合デザインビューの場合

C1EventsCalendar コントロールのカルチャを設定するには、以下の手順を実行します。

1. C1EventsCalendar コントロールを右クリックし、［スマートタグの表示スマートタグの表示］をクリックして［C1EventsCalendar タスクタスク］を表

示します。

2. ［カルチャカルチャ］の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。

3. リストからカルチャ（たとえば、ja-JP）を選択します。C1EventsCalendar が指定したカルチャ書式（この例では、日本

語）を使用します。

ソースビューの場合ソースビューの場合

ソースビューでカルチャを設定するには、Culture="ja-JP" を  <cc1:C1EventsCalendar> タグに追加します。このプ

ロパティを設定すると、マークアップが次のように表示されます。

ソースビュー

<cc1:C1EventsCalendar ID="C1EventsCalendar1" runat="server" Culture="ja-JP">

コードの場合コードの場合

プログラムでカルチャを設定にするには、以下のコードを Page_Load イベントに追加します。

Visual Basicコードの場合コードの場合

Visual Basic

CC1EventsCalendar1.Culture = new System.Globalization.CultureInfo("ja-JP")

C#コードの場合コードの場合

C#

C1EventsCalendar1.Culture = new System.Globalization.CultureInfo("ja-JP");

ヘッダーバーの非表示化ヘッダーバーの非表示化

デフォルトで、 C1EventsCalendar コントロールは、コントロールの最上部にヘッダーバーを表示します。ヘッダーバーには、

実行時に現在のビューを変更できるカレンダービューのタブが含まれています。HeaderBarVisible プロパティを False に設

定して、ヘッダーバーを無効にできます。

デザインビューの場合デザインビューの場合

デザイン時にヘッダーバーを非表示にするには、以下の手順を実行します。
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1. C1EventsCalendar コントロールを右クリックし、［スマートタグの表示スマートタグの表示］をview クリックして［C1EventsCalendar タスタス

クク］を表示します。

2. ［C1EventsCalendar タスクタスク］メニューで、［ヘッダーバーの表示ヘッダーバーの表示］チェックボックスを OFF にします。実行

時、C1EventsCalendarコントロールにヘッダーバーが表示されなくなります。

ソースビューの場合ソースビューの場合

ソースビューでヘッダーバーを非表示にするには、 HeaderBarVisible="False" を  <cc1:C1EventsCalendar> タ
グに追加します。このプロパティを設定すると、マークアップが次のように表示されます。

ソースビュー

<cc1:C1EventsCalendar ID="C1EventsCalendar1" runat="server" HeaderBarVisible="False">

コードの場合コードの場合

プログラムでヘッダーバーを非表示にするには、以下のコードを Page_Load イベントに追加します。

Visual Basicコードの場合コードの場合

Visual Basic

C1EventsCalendar1.HeaderBarVisible = False

C#コードの場合コードの場合

C#

C1EventsCalendar1.HeaderBarVisible = false;

ナビゲーションバーの非表示化ナビゲーションバーの非表示化

デフォルトで、C1EventsCalendar コントロールは、コントロールの最下部にナビゲーションバーを表示します。ナビゲーション

バーは選択した日付を表示し、ユーザーが実行時に前の日付または月、あるいは次の日付または月に移動できるようにしま

す。NavigationBarVisible プロパティを False に設定して、ナビゲーションバーを無効にできます。

デザインビューの場合デザインビューの場合

デザイン時にナビゲーションバーを非表示にするには、以下の手順を実行します。

1. C1EventsCalendar コントロールを右クリックし、［スマートタグの表示スマートタグの表示］をクリックして［C1EventsCalendar タスクタスク］を表

示します。

2. ［C1EventsCalendar タスクタスク］メニューで、［ナビゲーションバーの表示ナビゲーションバーの表示］チェックボックスを OFF にします。実行

時、C1EventsCalendar コントロールにナビゲーションバーが表示されなくなります。

ソースビューの場合ソースビューの場合

ソースビューでナビゲーションバーを非表示にするには、 NavigationBarVisible="False" を
<cc1:C1EventsCalendar>タグに追加します。このプロパティを設定すると、マークアップが次のように表示されます。

ソースビュー

<cc1:C1EventsCalendar ID="C1EventsCalendar1" runat="server" NavigationBarVisible="False">

コードの場合コードの場合

プログラムでナビゲーションバーを非表示にするには、以下のコードをPage_Load イベントに追加します。

  EventsCalendar for ASP.NET Web Forms

39 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



Visual Basicコードの場合コードの場合

Visual Basic

C1EventsCalendar1.NavigationBarVisible = False

C#コードの場合コードの場合

C#

C1EventsCalendar1.NavigationBarVisible = false;
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