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はじめにはじめに

Ribbon (Classic) for WinForms は、Microsoft Office 2007で導入された 2007 Microsoft Office UI を実装しています。

C1Ribbon を使用すると、.NET アプリケーション開発者は新しい Microsoft Office ユーザーインタフェースと同じルック＆

フィールを備えたアプリケーションを構築できます。

リボンは、従来のメニュー、ツールバー、およびタスクペインに代わって画面上部の領域に表示され、より簡素化されたインタ

フェースシステムを備えています。リボンでは関連するコマンドがグループに分類され、さらに関連するグループがタブに分類

されることにより、コマンドがより見つけやすくなっています。

リボンの目的は、各機能へのアクセスをすばやく簡単に見つけることができるようにし、ユーザーが各タスクを効率的に実行で

きるようにすることです。C1Ribbon と C1StatusBar コントロールが組み込まれたサンプルフォームは、次のような表示になり

ます。

ComponentOne のスマートデザイナをサポートする C1Ribbon (Classic) のノーコードデザインエクスペリエンスは、クイック

アクセスツールバー（QAT）、タブ、グループなどのインタフェース要素の容易なカスタマイズを可能にします。C1Ribbon
(Classic) を使用すると、Office 2007 リボンスタイルのメニューを簡単に作成できます。

コンポーネントをプロジェクトに組み込む方法コンポーネントをプロジェクトに組み込む方法

コンポーネントの組み込みコンポーネントの組み込み

Visual Studio では、ツールボックスにコンポーネントを追加しただけでは、プロジェクトにコンポーネントを追加したことにはな

りません。プロジェクトの参照設定へ追加された時点でコンポーネントが組み込まれます。

以下のいずれかの操作を行うとプロジェクトへコンポーネントが組み込まれます。

1. フォームにコンポーネントを配置する

2. ソリューションエクスプローラ上で参照の追加を行う

プロジェクトに組み込まれているコンポーネントの一覧は、ソリューションエクスプローラで確認できます。また、各コンポーネン
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トが使用している DLL もソリューションエクスプローラに登録される場合があります。詳細については、Visual Studio の製品ヘ

ルプを参照してください。

本製品で使用しているコンポーネントの一覧を以下に示します。

ファイル 内容

C1.C1Ribbon.4.5.2.dll 本体アセンブリ（※）

C1.C1Ribbon.4.5.2.Design.dll デザイナアセンブリ（※）

※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。

フォームにコンポーネントを配置する方法フォームにコンポーネントを配置する方法

以下に、C1Sizer コントロールをツールボックスに追加し、フォームに配置する方法を示します。これにより、コンポーネントがプ

ロジェクトに組み込まれます。

配置手順配置手順

1. ［ツール］メニューから［ツールボックス アイテムの選択］を選択します。

2. ［ツールボックス アイテムの選択］ダイアログの「.NET Framework コンポーネント」タブを選択します。

3. 使用するコンポーネントのチェックボックスを ON にして〈OK〉ボタンをクリックしてください。ツールボックスに指定したコ

ントロールのアイコンが表示されます。

4. ツールボックスから指定したコントロールのアイコンを選択してフォームに配置します。ソリューションエクスプローラの

参照設定に指定したコントロールの名前空間が追加されます。

コンポーネントのランタイムファイルコンポーネントのランタイムファイル

C1Ribbon (Classic) のランタイムファイルは、 C:\Program Files\ComponentOne\WinForms\Bin\ フォルダにインストールさ

れる次のファイルです。

ファイル 内容

C1.C1Ribbon.4.5.2.dll 本体アセンブリ（※）
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※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。

注意：注意：本製品に含まれているファイルのうち、上記以外のファイルは配布できません。
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主な特長主な特長

C1Ribbon (Classic) の豊富な機能を使用してOffice 2007 式のきれいなリボンを作成できます。

広範囲の広範囲の Office 2007 式のナビゲーション要素式のナビゲーション要素

単体のボタンからはじめ、カラーパレット、ギャラリー等を含めて、C1Ribbon (Classic)ではリボンコントロールの豊富な機能

が用意されています。C1Ribbon で対応されている要素は以下のようです：

アプリケーションメニュー、タブ、グループ(ダイアログランチャーのオプションを含め)、QAT(クイックアクセスツールバー)、設
定ツールバー、ギャラリー、ツールバー、メニュー、カラーピッカ、コンボボックス、フォントコンボボックス、編集ボックス、

チェックボックス、ボタン、トグルボタン、スプリットボタン、ラベル、区切り線、トラックバー、プログレスバー 
Office 2007 用のユーザーインターフェース用のユーザーインターフェース

リボンコントロール、ステータスバーとカスタムフォームを含む C1Ribbon (Classic)の UI 要素でMS Office 2007 と同じよう

なインタフェースを実現できます。

任意のコントロールを簡単に任意のコントロールを簡単に C1Ribbon に埋め込めるに埋め込める

RibbonControlHost 要素を使用して任意のコントロールをリボンに埋め込めることが可能です。たとえば、以下の画像に

て、リボンでは標準の TextBox コントロールが含まれています。

任意のコントロールの追加の詳細については、「 リボンへのコントロールの埋め込み」を参照できます。

設計時サポートで設計処理が便利設計時サポートで設計処理が便利

スマートタグ、単一のマウスクリックでアクティブになるコンテクストに応じたフローティングツールバー、コレクションエディタ

等で広範囲のデザイン時サポートを提供します。

Visual Studio のテンプレートでリボンのアプリケーションが実現しやすいのテンプレートでリボンのアプリケーションが実現しやすい

インストールされている Visual Studio テンプレートでリボンアプリケーションを簡単に作成でき、リボンフォームを追加できま

す。

Office 2007/2010、、Windows7の表示スタイルのサポートの表示スタイルのサポート

組み込みのOffice 2007/2010、Windows7 の表示スタイルを選択することで、C1Ribbon (Classic) の表示スタイルを変更

できます。きれいで強力と効率な Windows のエイロインタフェースに適応できます。

リボンアイテムのリボンアイテムの700以上の画像でアクセス可能以上の画像でアクセス可能Access to over 700 stock images for Ribbon items
C1Ribbon (Classic) では、アプリケーションメニュー、グループ、グループ項目で使用される組み込みの画像ライブラリーが

あります。画像が2つのサイズで用意されています：大画像(32x32)と小画像(16x16)。
個々のタブに豊富な要素が使用可能個々のタブに豊富な要素が使用可能

サイズを変更する必要がある場合、グループが縮小します。

テンプレートのコレクションが作成可能テンプレートのコレクションが作成可能

タブとコントロールグループを作成し、XML テンプレートとして保存することが可能です。ゼロから始まる必要はありません。

カスタム画像に関連する困難なタスクを除外カスタム画像に関連する困難なタスクを除外

時間を節約する自動的な画像処理があり、カスタム画像のグレーや強調表示の画像を提供する必要はありません。

Office 2007 式のツールチップが容易に作成可能式のツールチップが容易に作成可能

設計時のマルチラインエディタでOffice 2007式のツールチップを簡単に作成でき、画像も追加できます。
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ダイアログのランチャーボタンで詳細な機能がアクセスしやすいダイアログのランチャーボタンで詳細な機能がアクセスしやすい

リボンの機能的なグループにあるダイアログランチャーでリボンの単純な機能とダイアログボックスの詳細な機能がつなが

ります。

アプリケーションメニューのカスタマイズが可能アプリケーションメニューのカスタマイズが可能

設計時に、アプリケーションボタンの画像を変更でき、必要に応じて画像、テキストなど表示メニュー項目を変更してアプリ

ケーションメニューをカスタマイズできます。

QATをアクセス可能な位置に配置可能をアクセス可能な位置に配置可能

クリックするだけでQATの位置をリボンの上下のどちらかに切り替えることができます。

キーストロークでコマンドをすぐに使用可能キーストロークでコマンドをすぐに使用可能

特定のコマンドを実行するにはキーボードを使用できます。たとえば、テキストをふと文字にするには、単に「Ctrl+B」を押下

します。

カスタム可能なクイックアクセスツールバーカスタム可能なクイックアクセスツールバー(QAT)
設計時のスマートデザイナで、開発者が容易にQATにC1Ribbon アイテムやC1Ribbon グループを追加できます。開発者

が実行時にQATのカスタム化を簡約でき、C1Ribbon アイテムをQATに接するドロップダウンメニューを追加できます。

Gallery アイテム用のコンテキストメニューアイテム用のコンテキストメニュー

Gallery 要素の各項目にコンテキストメニューが加えられます。

リボンを最小化するオプションリボンを最小化するオプション

画面上の領域を節約するには、リボンを容易に最小化できます。

32ビット・ビット・64ビットとの互換性ビットとの互換性

C1Ribbon (Classic) は32ビットおよび64ビットの両方の環境で正常に機能できます。
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クイックスタートクイックスタート

このセクションでは、C1Ribbon および C1StatusBar  コントロールを使用するリボンフォームの作成方法について説明しま

す、さらに、リボンのデザインの変更、リボンへのイベントハンドラの追加、およびエディタへのサンプルテキストファイルのロー

ドの方法も示します。以降のトピックで説明されている手順に従うと、リボンユーザーインタフェースを備えたアプリケーションを

作成できるようになります。

手順手順 1：リボンフォームを作成する：リボンフォームを作成する

まず、Visual Studio WinForms プロジェクトを作成し、ツールボックスに C1Ribbon コントロールと C1StatusBar コントロール

を追加します。

まず始めに、リボンフォームを作成して設定するには以下の手順に従います。

1. C1Ribbon コントロールをフォームに追加するコントロールをフォームに追加する

ツールボックスから、C1Ribbon コントロールをダブルクリックし、それをフォームに追加します。フォームの上部にドッ

キングされます。

2. C1StatusBar コントロールをフォームに追加するコントロールをフォームに追加する

ツールボックスから、C1StatusBar コントロールをダブルクリックし、それをフォームに追加します。フォームの下部に

ドッキングされます。

3. リボンフォームにリッチテキストボックスコントロールを追加するリボンフォームにリッチテキストボックスコントロールを追加する

1. ツールボックスから、RichTextBox コントロールをダブルクリックし、それをフォームに追加します。

2. プロパティウィンドウで、RichTextBox1.Dock プロパティを Fill に設定します。

4. リボンフォームを作成するリボンフォームを作成する

フォームを宣言するコードを変更して、Windows フォームをリボンフォームに変更します。以下に例を示します。

Visual Basic 言語の場合言語の場合

1. ソリューションエクスプローラで、ツールバーの［すべてのファイルを表示］［すべてのファイルを表示］ボタンをクリックします。

2. ソリューションエクスプローラウィンドウで、Form1.vb ノードを展開して、フォームのデザイナを表示します。

3. Form1.Designer.vb をダブルクリックして、コードエディタを開きます。

C# 言語の場合言語の場合

コードエディタを開くには、Windows フォームを右クリックし、［コードの表示］を選択します。

続き（すべての言語）続き（すべての言語）

コードエディタで、次の記述を探します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Partial Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    '...
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End Class

C# コードの書き方

C#

partial class Form1 : Form {
    //...
}

上の記述を以下の記述に置き換えます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Partial Class Form1
    Inherits C1.Win.C1Ribbon.C1RibbonForm
    '...
End Class

C# コードの書き方

C#

partial class Form1 : C1.Win.C1Ribbon.C1RibbonForm {
   //...
}

アプリケーションの実行と動作の確認アプリケーションの実行と動作の確認

これで、リボンフォームに C1Ribbon、C1StatusBar、および RichTextBox コントロールが正常に追加されました。

次の手順ではリボンアイテムを追加します。

手順手順 2：リボンアイテムを追加する：リボンアイテムを追加する
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フォームに C1Ribbon コントロールを追加すると、リボンには１つのグループが入った１つのタブがすでに追加されています。

このトピックでは、グループにリボンアイテムを追加し、スマートデザイナを使用してそのプロパティを変更する方法を示しま

す。

以下の手順を実行します。

1. リボングループにツールバーを追加するリボングループにツールバーを追加する

1. リボングループリボングループをクリックしてこのアイテムをアクティブにし、グループのフローティングツールバーを有効にしま

す。

2. ［アクションアクション］ボタンをクリックします。アクションのリストが表示されます。

3. ［ツールバーの追加ツールバーの追加］を選択します。

１つのボタンを含むツールバーがグループに追加されます。

2. トグルボタンを１つ追加し、そのプロパティを変更するトグルボタンを１つ追加し、そのプロパティを変更する

1. ツールバーをクリックしてそのアイテムをアクティブにします。フローティングツールバーも有効にされ、以下の

手順を実行します。

2.  フローティングツールバーから、［アクションアクション］ボタンをクリックし、［トグルボタンの追加トグルボタンの追加］を選択します。

ツールバーにトグルボタンが追加されます。

3. ToggleButton1 のフローティングツールバーから、［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックします。［画像の変更画像の変更］ダイア

ログボックスが表示されます。

4. ［小画像（小画像（16x16）］）］ドロップダウンリストから、［Bold］を選択します。

5. ToggleButton1 のフローティングツールバーから、［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックします。［テキストの設定テキストの設定］

ダイアログボックスが表示されます。

6. ［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスで、以下のプロパティを設定します。

［テキスト］を削除します。

［ツールチップ］を「太字」に設定します。

3. ツールバーに入っていた最初のボタンを削除するツールバーに入っていた最初のボタンを削除する

リボンツールバーにはすでに１つのボタンが含まれています。このツールバーには３つのトグルボタンを含める予定で

あるため、以下の手順を実行してボタンを削除します。

1. RibbonButton1 を選択してこのアイテムをアクティブにし、アイテムのフローティングツールバーを有効にしま

す。

2. ［アクションアクション］ボタンをクリックし、［削除削除］を選択して、ツールバーからボタンを削除します。

これで、ツールバーにはトグルボタンが１つ含まれているはずです。

4. ２つめのトグルボタンを追加し、そのプロパティを変更する２つめのトグルボタンを追加し、そのプロパティを変更する

ツールバーをクリックし、そのアイテムをアクティブにします。フローティングツールバーも有効にします。

1. フローティングツールバーから、［アクションアクション］ボタンをクリックし、［トグルボタンの追加トグルボタンの追加］を選択します。

Tツールバーに２つめのトグルボタンが追加されます。

2. トグルボタンのフローティングツールバーを使用し、ToggleButton2 のプロパティを変更します。

ToggleButton2 をクリックし、フローティングツールバーをアクティブにし、以下のタスクを実行します。

画像を［小画像（小画像（16x16）］の［Italic］プリセット画像に設定します。

［テキスト］を削除します。
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［ツールチップ］を「斜体」に設定します。

5. ３つめのトグルボタンを追加し、そのプロパティを変更する３つめのトグルボタンを追加し、そのプロパティを変更する

ツールバーをクリックし、そのアイテムをアクティブにします。フローティングツールバーも有効にされ、以下の手順を実

行します。

1. フローティングツールバーから、［アクションアクション］ボタンをクリックし、［トグルボタンの追加トグルボタンの追加］を選択します。

ツールバーに３つめのトグルボタンが追加されます。

2. トグルボタンのフローティングツールバーを使用し、ToggleButton3 のプロパティを変更します。

ToggleButton3 をクリックし、フローティングツールバーをアクティブにし、以下のタスクを実行します。

画像を［小画像（小画像（16x16））］の［Underline］プリセット画像に設定します。

［テキスト］を削除します。

［ツールチップ］を「下線」に設定します。

リボングループは次のような表示になります。

これで、グループにリボンアイテムが追加され、そのプロパティが正常に変更されました。次の手順では、RibbonGroup1 の３

つのトグルボタンにイベントハンドラを追加します。

手順手順 3：トグルボタンにイベントハンドラを追加する：トグルボタンにイベントハンドラを追加する

この手順では、リボンタブやグループ名として表示されるテキストを変更します。さらに、リボンのフォントグループにある［太

字］、［斜体］、［下線］の各リボンボタンを有効にするためのイベントハンドラを追加します。

トグルボタンにイベントハンドラを追加する前に、タブの Text プロパティを「ホーム」に設定し、グループの Text プロパティを

「フォント」に設定します。これを行うには、以下の手順を実行します

1. リボン上のタブのテキスト部分をダブルクリックし、強調表示にします。タブのテキストを編集できるようになります。

2. 「ホーム」と入力します。

3. ［Enter］を押すか、編集ボックスの外でクリックし、変更を確定します。タブ名が「ホームホーム」と表示されます。

4. リボン上のグループのテキスト部分をダブルクリックし、強調表示にします。グループのテキストを編集できるようになり

ます。

5. 「フォント」と入力します。

6. ［Enter］を押すか、編集ボックスの外でクリックし、変更を確定します。グループ名が「フォントフォント」と表示されます。

リボングループは、次のように表示されます。
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リボンの「フォント」グループの３つのトグルボタン（［太字］、［斜体］、［下線］）を機能させるには、コードエディタで次のコードを

入力します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力します

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
' ［太字］の Click イベントを処理します 
Private Sub RibbonToggleButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles RibbonToggleButton1.Click
    ' ［太字］ボタンのスタイルを割り当てます

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Bold)
End Sub
 
' ［斜体］ボタンの Click イベントを処理します

Private Sub RibbonToggleButton2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles RibbonToggleButton2.Click
    ' ［斜体］ボタンのスタイルを割り当てます

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Italic)
End Sub
 
' ［下線］ボタンの Click イベントを処理します

Private Sub RibbonToggleButton3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles RibbonToggleButton3.Click
    ' ［下線］ボタンのスタイルを割り当てます

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Underline)
End Sub
 
' RichTextBox にフォントスタイルを割り当てます

Sub ToggleSelectionFontStyle(ByVal fontStyle As FontStyle)
  If Me.RichTextBox1.SelectionFont Is Nothing Then
      MessageBox.Show("Cannot change font style while selected text has more than one 
font.")
  Else
      Me.RichTextBox1.SelectionFont = New Font(Me.RichTextBox1.SelectionFont, 
Me.RichTextBox1.SelectionFont.Style Xor fontStyle)
  End If
  Me.RichTextBox1.Focus
End Sub
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C# コードの書き方

C#

// 名前空間の using ディレクティブを入力します

using C1.Win.C1Ribbon;
 
// ［太字］ボタンの Click イベントを処理します

private void ribbonToggleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ［太字］ボタンのスタイルを割り当てます

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Bold);
}
 
// ［斜体］ボタンの Click イベントを処理します

private void ribbonToggleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ［斜体］ボタンのスタイルを割り当てます

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Italic);
}
 
// ［下線］ボタンの Click イベントを処理します

private void ribbonToggleButton3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ［下線］ボタンのスタイルを割り当てます

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Underline);
}
 
// richTextBox にフォントスタイルを割り当てます

void ToggleSelectionFontStyle(FontStyle fontStyle)
{
    if (this.richTextBox1.SelectionFont == null)
    {
        MessageBox.Show("Cannot change font style while selected text has more than 
one font.");
    }
    else
    {
        this.richTextBox1.SelectionFont = new Font(this.richTextBox1.SelectionFont,
            this.richTextBox1.SelectionFont.Style ^ fontStyle);
    }
 
    this.richTextBox1.Focus();
}

これで、RibbonGroup1 の３つのトグルボタンにイベントハンドラを追加できました。次の手順では、左ペインにプログレスバー

を追加し、右ペインにトラックバーを追加して、ステータスバーを設定します。

手順手順 4：ステータスバーを設定する：ステータスバーを設定する

C1StatusBar はリボンフォームの下部に表示され、リボンのエンドユーザーにフィードバックを提供するためのパネルを提供し

ます。
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左ペインにプログレスバー、および右ペインにトラックバーを表示するために、以下の手順を実行します。

1. ステータスバーの左ペインにプログレスバーを追加します：ステータスバーの左ペインにプログレスバーを追加します：

1. C1StatusBar1 コントロールをクリックしてアクティブにします。

2. C1StatusBar1 のプロパティウィンドウで、C1StatusBar LeftPaneItems プロパティをクリックし、（コレクション）

の横の［...］ボタンをクリックします。

［C1StatusBar 左ペイン左ペイン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

3. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、リストから［リボンプログレスバーの追加リボンプログレスバーの追加］を選択します。

4. ［メンバメンバ］リストでプログレスバーを選択し、プロパティウィンドウで以下のプロパティを設定します。

Name = "progressbar"
RibbonProgressBar.Value = 30

2. ステータスバーの右ペインにボタンを追加します：ステータスバーの右ペインにボタンを追加します：

1. C1StatusBar のプロパティウィンドウで、RightPaneItems プロパティをクリックし、（コレクション）の横の［...］ボタ

ンをクリックします。

2. ［C1StatusBar 右ペイン右ペイン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

3. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、［RibbonButton］と［RibbonTrackBar］を選択して、これらのアイテムを

［メンバ］リストに追加します。

4. ［メンバメンバ］リストで RibbonButton を選択し、プロパティウィンドウで以下のプロパティを設定します。

Name = "button"
RibbonItem.SmallImage = None
RibbonButton.Text = "30%"

3. ステータスバーの右ペインにトラックバーを追加します：

1. ［C1StatusBar 右ペイン右ペイン アイテムアイテム］をクリックし、フローティングツールバーを有効にします。

2. ［アクションアクション］ボタンをクリックします。アクションの一覧が表示されます。

3. ［トラックバーの追加トラックバーの追加］を選択します。トラックバーがステータスバーの右ペインに追加されます。

4. ［メンバメンバ］リストで RibbonTrackBar を選択し、プロパティウィンドウで Name プロパティを trackbar に設定します。

4. ステータスバーの右ペインに幅を調整します：ステータスバーの右ペインに幅を調整します：

C1StatusBar のプロパティウィンドウで、RightPaneWidth プロパティを 150 に設定します。

5. 左右のステータスバーペイン項目を有効にするコードを追加します：左右のステータスバーペイン項目を有効にするコードを追加します：

コードエディタで次のコードを追加して、左右パネル内のアイテムを有効にします。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力します

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
    trackbar.SmallChange = 1 
    trackbar.LargeChange = 5 
    trackbar.Minimum = 0 
    trackbar.Maximum = 100 
    trackbar.Value = 30 
    AddHandler trackbar.Scroll, AddressOf trackbar_Scroll 
End Sub 
 
Sub trackbar_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
    Dim val As Integer = trackbar.Value 
    progressbar.Value = val 
    button.Text = val.ToString + "%" 
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の using ディレクティブを入力します

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    trackbar.SmallChange = 1;
    trackbar.LargeChange = 5;
    trackbar.Minimum = 0;
    trackbar.Maximum = 100;
    trackbar.Value = 30;
    trackbar.Scroll += new EventHandler(trackbar_Scroll);
}
void trackbar_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    int val = trackbar.Value;
    progressbar.Value = val;
    button.Text = val.ToString() + "%";
}

これで、ステータスバーに項目を追加できました。次に、編集するリッチテキストファイル（RTF）をロードします。

手順手順 5：：RichTextBox にテキストファイルをロードするにテキストファイルをロードする

編集するリッチテキストファイル（RTF）をロードするには、以下の手順を実行します。

 Form.Load イベントに次のコードを追加します。

Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic

Me.RichTextBox1.LoadFile("C:\MyFile.rtf")

C# コードの書き方

C#

this.richTextBox1.LoadFile(@"C:\MyFile.rtf");

使用するマシン上のファイルパスに合わせ、ファイルパスを変更する必要があることに注意してください。任意の RTF ファイル

をロードして編集できます。

編集する RTF を追加したので、クイックスタートの最後の手順で、アプリケーションを実行し、実行時の操作を試すことができ

ます。

手順手順 6：クイックスタートアプリケーションを実行する：クイックスタートアプリケーションを実行する

クイックスタートアプリケーションを実行するには、［デバッグ開始デバッグ開始］ボタンをクリックします。

テキストボックス内のテキストを選択し、［太字太字］、［斜体斜体］、および［下線下線］ボタンをクリックすると、テキストの書式設定が

行われます。

トラックバー上の と ボタンをクリックするか、スライダをクリックしてドラッグします。プログレスバーの値とボタンテ

キストの値が同時に変化することに注意してください。

おめでとうございます。これで C1Ribbon のクイックスタートは終了です。このクイックスタートでは、以下の方法を習得しまし

た。

C1Ribbonコントロールと C1StatusBarコントロールを使用するリボンフォームを作成する。

リボングループとステータスバーに項目を追加して、リボンの設計を変更する。

リボンにいくつかのイベントハンドラを追加する。
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エディタにサンプルテキストファイルをロードする。
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リボンの要素リボンの要素

リボン UI は、以下のリボン要素で構成されます。

リボンフォーム

 C1RibbonForm クラスによって描画され、C1Ribbon と  C1StatusBar コントロールを表示するために設計されてい

ます。

アプリケーションボタン

アプリケーションウィンドウの左上隅にある大きく丸いボタンです。このボタンがクリックされると、ドロップダウンメニュー

（RibbonApplicationMenu）が表示されます。

クイックアクセスツールバー

よく使うリボンアイテムを格納するユーザーがカスタマイズ可能なツールバーです。

設定ツールバー

一般的に用いられるコマンドを格納するツールバーです。

リボンタブ

関連するリボングループを分類して１画面上に表示します。

リボングループ

リボンアイテムのグループをリボンタブ上に表示します。

リボンコンテナ

他のリボンアイテムを格納できるリボンアイテムです。

リボンアイテム

リボンコンテナまたはグループに含まれます。

ステータスバーアイテム

ステータスバーの右または左ペインに含まれます。

各リボンアイテムの詳細については、以下の各トピックを参照してください。

リボンフォームリボンフォーム

リボンフォームは、C1RibbonForm  クラスによって描画され、C1Ribbon と C1StatusBar コントロールを表示するために設

計されています。リボンフォームには、Windows フォームと同様、タイトルバーとクライアント領域が含まれます。リボンフォー

ムに C1Ribbon コントロールが追加されると、クイックアクセスツールバー（QAT）を含むタイトルバーが自動的に表示されま

す。

リボンフォームの要素リボンフォームの要素

タイトルバータイトルバー

リボンフォームのタイトルバーは、フォームのキャプションを表示します。キャプションは Form.Text プロパティを使用して変更

できます。

 アプリアプリ

ケーションボタンケーションボタン

アプリケーションボタンは、リボンフォームのタイトルバー内のリボンの左上隅に配置されます。
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  アプリアプリ

ケーションメニューケーションメニュー

 アプリケーションメニューアプリケーションメニュー  アプリケーションメニューは、ドキュメント全体を操作する主要なコマンドへのアクセスを提供します。

メニューアイテムは、画像、テキスト、または両方として表示できます。

実行時にアプリケーションボタンをクリックするだけで、主要なコマンドのリストが表示されます。作成されたアプリケーションメ

ニューは、次のような表示になります。

 

必要に応じて、アプリケーションボタンの画像を変更したり、アプリケーションメニューにアイテムを追加したりできます。アプリ

ケーションボタンの変更方法の詳細については、「カスタム画像のアプリケーションボタンへのインポート」、「Windows 7 スタ

イルのアプリケーションボタンの作成」、「アプリケーションボタンの色の変更」、および「アプリケーションメニューの作成」　ト

ピックを参照してください。

リボンフォームの作成方法リボンフォームの作成方法

新しい Windows アプリケーションプロジェクトを作成すると、デザインビューには Windows フォームが表示されます。

Windows フォームをリボンフォームに変更するには、以下の手順を実行します。

Visual Basic 言語の場合言語の場合

1. ソリューションエクスプローラで、ツールバーの〈すべてのファイルを表示すべてのファイルを表示〉ボタンをクリックします。

2. ソリューションエクスプローラウィンドウで、Form1.vb ノードを展開し、フォームのデザイナを表示します。 
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3. Form1.Designer.vb をダブルクリックし、コードエディタを開きます。

C# 言語の場合言語の場合

4. コードエディタを開くには、Windows フォームを右クリックし、［コードの表示コードの表示］を選択します。

それぞれ言語の記述を続行します。それぞれ言語の記述を続行します。

5. コードエディタで、以下を

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Partial Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    '...
End Class

C# コードの書き方

C#

partial class Form1 : Form {
    //...
}

以下のような記述と置き換えます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Partial Class Form1
    Inherits C1.Win.C1Ribbon.C1RibbonForm
    '...
End Class

C# コードの書き方

C#
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partial class Form1 : C1.Win.C1Ribbon.C1RibbonForm {
   //...
}

6. デザインビューに戻り、フォームがリボンスタイルの外観になったことに注意してください。

ウィンドウフォームとリボンフォームの違いは以下のとおりです。

クイックアクセスツールバークイックアクセスツールバー

クイックアクセスツールバー（QAT）は、よく使うコマンドへのクイックアクセスを提供し、生産性を高めます。QAT は、アプリケー

ションボタンの右横か、リボンの下に配置されます。以下のリボンでは、３つのリボンボタン［保存］、［元に戻す］、［繰り返し］を

含む QAT を表示しています。
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ユーザーは、QAT をリボンの下に配置することもできます。設計時に QAT の場所を変更するには、BelowRibbon プロパティ

を使用します。実行時に QAT をリボンの下に移動するには、QAT の横のドロップダウン矢印をクリックし、［リボンの下に表リボンの下に表

示示］を選択します。

 MenuVisible  プロパティを設定することで、Customize QAT のドロップダウンボタンが表示される稼動かを設定できます。

この設定を変更するには、QATプロパティを展開し MenuVisible プロパティの横にあるドロップダウン矢印を使用します。

必要に応じて QAT にアイテムを追加／削除し、設計時に QAT をカスタマイズできます。さらに、ユーザーは実行時に QAT を
カスタマイズすることもできます。QAT 内に最もよく使うアイテムを配置すると、これらのアイテムは一番手前に表示されるよう

になるため、タブやグループ間を探し回る必要がなくなります。設計時における QAT のカスタマイズ手順については、「クイッ

クアクセスツールバーへの項目の追加」を参照してください。

設定ツールバー設定ツールバー

リボン設定ツールバー（RibbonConfigToolBar）は、ユーザーが一般的に使うコマンドを配置するためのもう１つの方法を提

供します。QAT と異なり、設定ツールバーは、ユーザーによる変更やリボンの下への移動は行えません。設定ツールバーは

常に、リボンタブと同レベルにあるリボンの右上隅に配置されます。以下のリボンは、［リボン］ボタンアイテム（［ヘルプ］）を含

む設定ツールバーを示します。

Ribbon for WinForms  

24 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



必要に応じて設定ツールバーにリボンアイテムを追加／削除し、設計時に設定ツールバーをカスタマイズできます。設定ツー

ルバーにアイテムを配置すると、アイテムは一番手前に表示されるようになるため、タブやグループ間を探し回る必要がなくな

ります。設計時における設定ツールバーのカスタマイズ手順については、「設定ツールバーへの項目の追加」を参照してくださ

い。

リボンタブリボンタブ

RibbonTab  は、プログラム主要機能のグループを表します。タブには、分類したプログラムタスクのコレクションが含まれま

す。次の画面では、「クリップボード」、「フォント」、「段落」、「スタイル」という４つのグループを含む「ホームホーム」タブを表示していま

す。

以下のリボンには「挿入挿入」タブがあり、さまざまなタスクがグループに分類され、ラベルが付けられています。この分類によっ

て、ユーザーは特定のアクションの実行に必要なコマンドを簡単に見つけることができます。さらに、タブ内では各コマンドが分

類されて視覚的な階層を提供しているため、ユーザーはより簡単に探すことができます。
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リボングループリボングループ

各リボンタブには、リボングループのセットが含まれます。関連するコマンドを RibbonGroupにグループ化すると、コマンドの

検索や特定がより簡単になります。TrimLongCaption プロパティで、RibbonGroup キャプションがグループのコンテンツよ

り長い場合、キャプションを切り取るかどうかを設定できます。グループの右下には、高度な機能へのアクセスを提供する［ダ

イアログランチャー］ボタンも含まれます。

「クリップボード」、「フォント」、「段落」、「スタイル」という４つのグループを含む「ホームホーム」タブは、次のような表示になります。

RibbonGroup は、ボタン、チェックボックス、コンボボックス、ツールバー、メニューなど、数多くのリボンアイテムを格納できま

す。たとえば、以下の「フォント」グループは、関連するフォントコマンドを分類し、数多くのリボンアイテムを格納します。

グループを縮小するグループを縮小する

リボングループをさらに追加する場合、既存のリボングループのサイズを変更し、タブ上に新しいグループを入れるための空

きを作る必要があることがあります。タブ上にグループの全アイテムを一度に表示するための十分な空きがない場合、グルー

プは縮小表示されます。
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グループへの追加に使用できるアイテムグループへの追加に使用できるアイテム

設計時サポートにより、RibbonGroup にリボンアイテムを簡単に追加できます。使用できるリボンアイテムのリストを表示す

るには、グループフローティングツールバー 上にある［アクション］ボタンをクリックし、以下のリストから選択します。

リボングループへのアイテムの追加 手順については、「リボングループへの項目の追加」トピックを参照してください。

ダイアログランチャーボタンダイアログランチャーボタン

リボングループに含まれるダイアログランチャーは、拡張機能を提供するためにリボンからダイアログボックスを起動すること

ができます。１つのグループに含まれるのは、単一のダイアログランチャーボタンのみです。

「フォント」グループのダイアログランチャーボタンは、次のような表示になります。
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 ダイアダイア

ログランチャーを実装するには、次の操作を実行します。ログランチャーを実装するには、次の操作を実行します。

1. グループをクリックして選択します。

2. プロパティウィンドウで、［イベントイベント］ボタンをクリックします。

3. DialogLauncherClick イベントの右横の空白領域をダブルクリックします。空のイベントハンドラが追加されます。

4. イベント処理コードを入力し、イベントハンドラ全体を次のような記述にします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Private Sub FontGroup_DialogLauncherClick (ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles FontGroup.DialogLauncherClick 

Dim dlg As FontDialog = New FontDialog 

Dim font As Font = Me.RichTextBox1.SelectionFont 

If Not (font Is Nothing) Then 

dlg.Font = font 

End If 

If (dlg.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) Then 

Me.RichTextBox1.SelectionFont = dlg.Font 

End If 

End Sub 

C# コードの書き方

C#

private void FontGroup_DialogLauncherClick (object sender, EventArgs e) 

{ 

FontDialog dlg = new FontDialog (); 
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Font font = this.richTextBox1.SelectionFont; 

if (font != null) dlg.Font = font; 

if (dlg.ShowDialog () != System.Windows.Forms.DialogResult.OK) return; 

this.richTextBox1.SelectionFont = dlg.Font; 

} 

上記のコードを実行するためには、RibbonGroup.Name プロパティが FontGroup に設定されている必要があることに注意

してください。

リボンコンテナリボンコンテナ

 RibbonToolBar は、他の RibbonItem  要素を格納する横長型のコンテナです。たとえば、以下のリボングループには、２

つのツールバーアイテムがあり、各ツールバーにさまざまなリボンアイテムが含まれています。

 

リボングループにツールバーを追加すると、コンテナ内にリボンボタンが１つ表示されます。スマートデザイナを使用し、新たに

リボンアイテムをツールバーにすばやく追加できます。まず、ツールバーの左上隅のグリフ  をクリックし、そのフローティング

ツールバーを有効にします。次に、アイテムのフローティングツールバー上の［アクションアクション］ボタンをクリックし、［ボタンの追加ボタンの追加］

を選択します。

ボタン、チェックボックス、コンボボックス、ラベルなど、さらにリボンアイテムの追加を続行できます。

リボンアイテムリボンアイテム

C1Ribbon リボンコンテナは、以下のリボンアイテムを保持できます。
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ボタンボタン

以下では、「フォント」グループの RibbonButton  アイテムが強調表示されています。

チェックボックスチェックボックス

チェックボックスコントロールを使用し、ユーザーはオプションを有効／無効にできます。以下の「表示／非表示」グループに

は、さまざまな RibbonCheckBox  要素が含まれています。

 

カラーピッカーカラーピッカー

カラーピッカーは、ドロップダウンカラーパレットを表示するボタンです。RibbonColorPicker  を使用し、プリセットのパレットか

ら特定の色を選択します。

 

コンボボックスコンボボックス

コンボボックスは、ドロップダウンリストと単一行のテキストボックスの組み合わせです。以下では、「フォント」グループの

RibbonComboBox アイテムが強調表示されています。

 

コントロールホストコントロールホスト

RibbonControlHost 要素により、ユーザーは  RibbonGroup内の任意のコントロールをホストできます。

RibbonControlHost の使用の詳細については、「リボンへのコントロールの埋め込み 」トピックを参照してください。
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日付ピッカー日付ピッカー

日付ピッカーコントロールにより、ユーザーは数値ボックスに特定の日付を入力したり、ドロップダウンカレンダーから特定の日

付を選択したりできます。カレンダーから日付を選択するには、DatePicker のドロップダウン矢印をクリックします。

テキストボックステキストボックス

テキストボックスコントロールを表します。以下では、「校正」グループの RibbonTextBox アイテムが強調表示されています。

 

ギャラリーギャラリー

ギャラリーは、ギャラリーグループで構成されます。 RibbonGallery は、ユーザーがグリッドまたはメニュー形式のレイアウト

で視覚的にアイテムを選択できるように設計されています。この結果指向のアプローチにより、ユーザーはさまざまな機能をす

ばやく表示して、アイテムグループから選択できます。ギャラリーは、縮小または展開ビューで表示できます。

たとえば、ユーザーは、メニューやダイアログボックスからナビゲーションせずに各種スタイルを含むギャラリーを表示し、結果

をプレビューしながら特定のデザインを選択できます。

 

フォントコンボボックスフォントコンボボックス

 RibbonFontComboBox 　は、使用可能なフォントスタイルを表示するドロップダウンリストと単一行のテキストボックスを組

み合わせたものです。フォントコンボボックスをクリックすると、使用可能なフォントスタイルのリストが表示されます。
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ラベルラベル

以下では、この「クリップボード」グループの RibbonLabel 要素が強調表示されています。

 

メニューメニュー

ドロップダウンメニューを表示するボタンです。関連するコマンドの小さいセットに対するメニューが必要な場合、メニューボタン

を使用します。以下では、「スタイル」グループに RibbonMenu  アイテムが１つ含まれています。

 

数値ボックス数値ボックス

数値ボックスにより、ユーザーはインクリメント／デクリメントボタンを使用するか、数値ボックスに数値を入力して、数値を選択

できます。
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区切り記号区切り記号

区切り記号のアイテムは、リボングループ、ツールバー、またはドロップダウン要素内で使用され、リボンアイテムのグループ

間を視覚的に区分します。以下では、この「段落」グループの  RibbonSeparator アイテムが強調表示されています。

スプリットボタンスプリットボタン

スプリットボタンは、通常のボタンとドロップダウンリストを組み合わせたものです。スプリットボタンは、特によく使用されるコマ

ンドとそのほかのコマンドを組み合わせる目的で使用されます。以下では、この「段落」グループの RibbonSplitButton   要
素が強調表示されています。

 

時刻ピッカー時刻ピッカー

時刻ピッカーコントロールにより、ユーザーは数値ボックスに特定の時刻を入力したり、インクリメント／デクリメントボタンを

使って特定の時刻を選択したりできます。

 

トグルボタントグルボタン

トグルボタンは、コマンドボタンと同じ表示ですが、チェックボックスのように動作します。ToggleGroupName プロパティを使用

してこの要素をグループ化できます。以下では、この「段落」グループの RibbonToggleButton 要素が強調表示されていま

す。

ステータスバーアイテムステータスバーアイテム
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ステータスバーステータスバー は、以下のアイテムを保持できます。

ボタン

ラベル

メニュー

区切り記号

トグルグループ

トグルボタン

プログレスバー

チェックボックス

トラックバー

コンボボックス

ボタン、ラベル、メニュー、区切り記号、トグルボタン、およびコンボボックスの詳細については、「リボンアイテム」を参照してく

ださい。

以下のサンプルリボンフォームは、左ペインにプログレスバー、右ペインにトラックバーを表示したステータスバーを示していま

す。

 

プログレスバープログレスバー

RibbonProgressBar  は、処理の進行状況に応じて、システムの強調表示色で左から右へ塗りつぶされていくバーを表示し

ます。

トラックバートラックバー

RibbonTrackBar  は、標準の TrackBar コントロールと同様に機能し、C1StatusBar での使用のために設計されています。ト

ラックバーを使用すると、ユーザーはたとえばドキュメントウィンドウをズームイン／アウトできます。
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設計時のサポート設計時のサポート

C1Ribbon (Classic) は、視覚的な編集機能を提供し、リボンをより簡単に作成できるようにします。以下の視覚的なエディタ

を使用し、リボンの設定を変更することができます。

プロパティウィンドウプロパティウィンドウ

C1Ribbon と C1StatusBar のプロパティにアクセスするには、コントロールを右クリックして［プロパティ］を選択するか、［プロプロ

パティパティ］ウィンドウのドロップダウンボックスから該当するクラスを選択します。

スマートタグスマートタグ

スマートタグは、各コントロールの最もよく使うプロパティを提供するショートカットタスクメニューを表します。C1Ribbon や
C1StatusBar  のタスクメニューを起動するには、コントロールの右上隅のスマートタグ（

）をクリックします。スマートタグの使用方法の詳細については、「スマートタグ」を参照してください。

コンテキストメニューコンテキストメニュー

設計時に、C1Ribbon コントロールや C1StatusBar  コントロールのコンテキストメニューを使用して機能を追加できます。詳

細については、「コンテキストメニュー」を参照してください。

コレクションエディタコレクションエディタ

C1Ribbon は、以下のコレクションエディタを提供します。各コレクションエディタアプリケーションの主要部は１つの Windows
フォームで、これを適宜使用して、リボン項目を追加したり、項目のプロパティを編集することができます。

RibbonApplicationMenu BottomPaneItems コレクションエディタ

RibbonApplicationMenu LeftPaneItems コレクションエディタ

RibbonApplicationMenu RightPaneItems コレクションエディタ

QAT Items コレクションエディタ

QAT MenuItems コレクションエディタ

RibbonConfigToolBar Items コレクションエディタ

RibbonTab コレクションエディタ

RibbonGroup コレクションエディタ

RibbonGroup Items コレクションエディタ

RibbonGalleryItem コレクションエディタ

RibbonGallery Menu Items コレクションエディタ

RibbonToolBar Items コレクションエディタ

RibbonMenu Items コレクションエディタ

RibbonComboBox Items コレクションエディタ

RibbonComboBox Menu Items コレクションエディタ

RibbonFontComboBox Menu Items コレクションエディタ

RibbonSplitButton Items コレクションエディタ

StatusBar LeftPaneItems コレクションエディタ

StatusBar RightPaneItems コレクションエディタ

スマートデザイナスマートデザイナ

スマートデザイナを使用し、パワフルかつ高度なリボンの作成を完全に制御できます。C1Ribbon と C1StatusBar のスマート

デザイナの詳細については、「C1Ribbon スマートデザイナ」と「C1StatusBar スマートデザイナ」トピックを参照してください。

インプレースのテキスト編集インプレースのテキスト編集

インプレース編集機能を使用し、リボン要素のラベルをすばやく編集できます。インプレース編集機能の詳細については、「イ

ンプレースのテキスト編集」トピックを参照してください。
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スマートタグスマートタグ

 C1Ribbon と C1StatusBarコントロールは、スマートタグからのよく使うプロパティへのすばやい簡単なアクセスを提供しま

す。

C1Ribbon スマートタグスマートタグ

［C1Ribbon タスク］メニューにアクセスするには、C1Ribbon コントロールの右上隅のスマートタグ（ ）をクリックします。

 

［C1Ribbon タスクタスク］メニューでは以下の各アイテムを操作します。

Ribbon テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み

［Ribbon テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］をクリックすると、［Ribbon テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］ダイアログボックスが開きま

す。ここで、書式付きのリボンを含む XML ファイルをインポートできます。

Ribbon テンプレートの保存テンプレートの保存

C［Ribbon テンプレートの保存テンプレートの保存］をクリックすると、［Ribbon テンプレートの保存テンプレートの保存］ダイアログボックスが開きます。ここ

で、リボンレイアウトを XML ファイル形式で保存できます。

表示スタイル表示スタイル

［表示スタイル表示スタイル］ドロップダウン矢印をクリックすると、使用可能な配色テーマのリストを選択できます。

QAT の位置の位置

［QAT の位置の位置］ドロップダウン矢印をクリックすると、リボンに対する相対的なクイックアクセスツールバーの位置（上、

下）を選択できます。

スマートデザイナを有効にするスマートデザイナを有効にするEnable Smart Designer
［スマートデザイナを有効にするスマートデザイナを有効にする］チェックボックスをオンにすると、スマートデザイナが有効になります。

C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報

［C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報］をクリックすると、［C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報］ダイアログボックスが表示され、

C1Ribbon のバージョン番号とオンラインリソースを見ることができます。

C1StatusBar スマートタグスマートタグ

［C1StatusBar タスク］メニューにアクセスするには、 C1StatusBar  コントロールの右上隅のスマートタグ（

）をクリックします。［C1StatusBar タスク］メニューが開きます。
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［C1Ribbon タスクタスク］メニューでは以下の各アイテムを操作します。

StatusBar テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み

［StatusBar テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］をクリックすると、［StatusBar テンプレートの読み込み］ダイアログボックスが開

きます。ここで、書式付きのステータスバーを含む XML ファイルをインポートできます。

StatusBar テンプレートの保存テンプレートの保存

［StatusBar テンプレートの保存テンプレートの保存］をクリックすると、［StatusBar テンプレートの保存テンプレートの保存］ダイアログボックスが開きます。こ

こで、ステータスバーレイアウトを XML ファイル形式で保存できます。

表示スタイル表示スタイル

［表示スタイル表示スタイル］ドロップダウン矢印をクリックすると、使用可能な配色テーマのリストを選択できます。

スマートデザイナを有効にするスマートデザイナを有効にする

D［スマートデザイナを有効にするスマートデザイナを有効にする］チェックボックスをオンにすると、スマートデザイナが有効になります。

C1StatusBar のバージョン情報のバージョン情報

［C1StatusBar のバージョン情報のバージョン情報］をクリックすると、［C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報］ダイアログボックスが表示され、

C1Ribbon のバージョン番号とオンラインリソースを見ることができます。

コンテキストメニューコンテキストメニュー

 C1Ribbon  コントロールは、設計時に使用する追加機能のコンテキストメニューを提供します

C1Ribbon のコンテキストメニューにアクセスするにはのコンテキストメニューにアクセスするには

C1Ribbon コントロールを右クリックし、そのコンテキストメニューを開きます。
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C1Ribbon のコンテキストメニューの機能は次のとおりです。

［［C1Ribbon のバージョン情報］のバージョン情報］

［C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報］アイテムをクリックすると、［C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報］ダイアログボックスが表示さ

れ、C1Ribbon のバージョン番号とオンラインリソースを見ることができます。

［ローカライズ］［ローカライズ］

［ローカライズ］ダイアログボックスが開き、実行時の文字列リソースのユーザー定義ローカライゼーションを追加できま

す。

［［Ribbon テンプレートのロード］テンプレートのロード］Load Ribbon Template
C1Ribbon コントロールの保存済みレイアウトをロードします。この機能を使用し、エンドユーザーはタブとコントロール

グループにすぐ使えるテンプレートのコレクションを作成できます。

［［Ribbon テンプレートの保存］テンプレートの保存］

C1Ribbon コントロールのレイアウトを保存します。

C1StatusBar のコンテキストメニューにアクセスするにはのコンテキストメニューにアクセスするには

 C1StatusBar コントロールを右クリックし、そのコンテキストメニューを開きます。
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C1StatusBar のコンテキストメニューの機能は次のとおりです。

［［C1StatusBar のバージョン情報］のバージョン情報］

［C1StatusBar のバージョン情報のバージョン情報］アイテムをクリックすると、［C1Ribbon のバージョン情報のバージョン情報］ダイアログボックスが表

示され、C1Ribbon のバージョン番号とオンラインリソースを見ることができます。

L［ローカライズ］［ローカライズ］

［ローカライズローカライズ］ダイアログボックスが開き、実行時の文字列リソースのユーザー定義ローカライゼーションを追加できま

す。

［［StatusBar テンプレートのロード］テンプレートのロード］Load StatusBar Template
C1StatusBar コントロールの保存済みレイアウトをロードします。この機能を使用し、エンドユーザーはすぐ使えるテン

プレートのコレクションを作成できます。

［［StatusBar テンプレートの保存］テンプレートの保存］Save StatusBar Template
C1StatusBar コントロールのレイアウトを保存します。

コレクションエディタコレクションエディタ

各コレクションエディタアプリケーションの重要部にて、ウィンドウフォームが提供されていて、リボン項目の追加やそのプロパ

ティの編集を行うことができます。C1Ribbon  は、以下のコレクションエディタを提供します。

アプリケーションメニューコレクションエディタ

クイックアクセスツールバーコレクションエディタ

設定ツールバーコレクションエディタ

タブコレクションエディタ

グループコレクションエディタ

グループアイテムコレクションエディタ

ギャラリーアイテムコレクションエディタ

ツールバーアイテムコレクションエディタ

メニューアイテムコレクションエディタ

コンボボックスアイテムコレクションエディタ

コンボボックスメニューアイテムコレクションエディタ

フォントコンボボックスメニューアイテムコレクションエディタ

スプリットボタンアイテムコレクションエディタ

各エディタでは、リボンアイテムの追加、および各アイテムのプロパティの編集をタイムリーに行えます。以下の各トピックで
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は、C1Ribbon のコレクションエディタを簡単に紹介し、各コレクションエディタへのアクセス方法について説明します。

アプリケーションメニューコレクションエディタアプリケーションメニューコレクションエディタ

アプリケーションメニューには、以下のコレクションエディタが含まれます。

下ペインアイテムコレクションエディタ

左ペインアイテムコレクションエディタ

右ペインアイテムコレクションエディタ

リボンアプリケーションメニューのコレクションエディタ（下ペイン、左ペイン、および右ペイン）を使用し、ユーザーはアプリケー

ションメニューにリボンアイテムを追加／削除できます。さに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

下ペインアイテムコレクションエディタ下ペインアイテムコレクションエディタ

アプリケーションメニューの下ペインを編集するには、［Ribbon アプリケーションメニューアプリケーションメニュー 下ペイン下ペイン アイテムコレクションエディアイテムコレクションエディ

タタ］を使用します。

 

［追加追加］ボタンをクリックすると、アプリケーションメニューに［リボン］ボタン（複数可）が追加されます。

左ペインアイテムコレクションエディタ左ペインアイテムコレクションエディタ

アプリケーションメニューの左ペインを編集するには、［Ribbon アプリケーションメニューアプリケーションメニュー 左ペイン左ペイン アイテムコレクションエディアイテムコレクションエディ

タタ］を使用します。
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［追加］追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、アプリケーションメニューの左ペインに追加できる以下のリボンアイテムを含むド

ロップダウンリストが表示されます。

右ペインアイテムコレクションエディタ右ペインアイテムコレクションエディタ

アプリケーションメニューの右ペインを編集するには、［Ribbon アプリケーションメニューアプリケーションメニュー 右ペイン右ペイン アイテムコレクションエディアイテムコレクションエディ

タタ］を使用します。
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［追加追加］ボタンをクリックすると、アプリケーションメニューにリストアイテム（複数可）が追加されます。

リボンアプリケーションメニューのコレクションエディタにアクセスするにはリボンアプリケーションメニューのコレクションエディタにアクセスするには

1. リボンフォームに  C1Ribbon を追加します。

2. アプリケーションボタンをクリックしてアクティブにします。

3. C1Ribbon のプロパティウィンドウで、BottomPaneItems、、LeftPaneItems、または RightPaneItems プロパティの

横の（コレクションコレクション）をクリックします。次に、［...］ボタンをクリックし、各メニューペインのコレクションエディタを開きます。

クイックアクセスツールバーコレクションエディタクイックアクセスツールバーコレクションエディタ

クイックアクセスツールバー（QAT）には、以下のコレクションエディタが含まれます。

QAT アイテムコレクションエディタ
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QAT メニューアイテムコレクションエディタ

QAT のコレクションエディタを使用し、ユーザーは QAT または QAT のメニューにリボンアイテムを追加／削除できます。さら

に、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

QAT アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ

QAT 内のアイテムを追加、削除、または編集するには、［QAT アイテムアイテム コレクションエディタコレクションエディタ］を使用します。

 

既存のアイテム既存のアイテム］リスト内のアイテムを選択し、［>］ボタンクリックすると、［QAT アイテムアイテム］リストにアイテムが追加されます。上

下矢印ボタンを使用し、［QAT アイテムアイテム］リスト内のアイテムを並べ替えることができます。

［［QAT アイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには:

1. リボンフォームに C1Ribbon を追加します。

2. C1Ribbon コントロールをクリックしてアクティブにします。

3. C1Ribbon のプロパティウィンドウで、Qat プロパティノードを展開します。Items プロパティの横の（コレクション）をク

リックし、［...］ボタンをクリックします。

［QAT アイテムアイテム コレクションエディタコレクションエディタ］が表示されます。

QAT メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ

QAT のメニュー（ホットリスト）内のアイテムを追加、削除、または編集するには、［QAT メニューアイテムメニューアイテム コレクションエディタコレクションエディタ］

を使用します。
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［既存のアイテム［既存のアイテム］リスト内のアイテムを選択し、［>］ボタンクリックすると、［QAT メニューアイテムメニューアイテム］リストにアイテムが追加さ

れます。上下矢印ボタンを使用し、［QAT メニューアイテムメニューアイテム］リスト内のアイテムを並べ替えることができます。

［［QAT メニューアイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはメニューアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

1. リボンフォームに  C1Ribbon　を追加します。

2. C1Ribbon コントロールをクリックしてアクティブにします。

3. C1Ribbon のプロパティウィンドウで、Qat プロパティノードを展開します。MenuItems プロパティプロパティの横の（コレクションコレクション）

をクリックし、［...］ボタンをクリックします。

［QAT メニューアイテム コレクションエディタ］が表示されます。

設定ツールバーアイテムコレクションエディタ設定ツールバーアイテムコレクションエディタ

設定ツールバーアイテムのコレクションエディタ設定ツールバーアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは設定ツールバーに、リボンアイテムを追加／削除できま

す。さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます

設定ツールバーを編集するには、［Ribbon 設定ツールバー設定ツールバー アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、設定ツールバーに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウンリスト

が表示されます。

Ribbon 設定ツールバー設定ツールバー アイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

1. リボンフォームに C1Ribbon を追加します。

2. C1Ribbon コントロールをクリックしてアクティブにします。

3. C1Ribbon のプロパティウィンドウで、ConfigToolBar プロパティノードを展開します。Items プロパティの横の（コレクコレク
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ションション）をクリックし、［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon 設定ツールバーアイテムコレクションエディタ設定ツールバーアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

タブコレクションエディタタブコレクションエディタ

タブのコレクションエディタタブのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、リボンに任意の数のタブを追加／削除できます。さらに、ユーザーはタブの

プロパティを編集することもできます。

リボンのタブを編集するには、［RibbonTab コレクションエディタコレクションエディタ］を使用します。

 

［追加追加］ボタンをクリックすると、リボンにタブ（複数可）が追加されます。

［［RibbonTab コレクションエディタ］にアクセスするにはコレクションエディタ］にアクセスするには

1. リボンフォームに C1Ribbon を追加します。

2. C1Ribbon コントロールをクリックしてアクティブにします。

3. リボンのプロパティウィンドウで、 Tabs プロパティの横の（コレクションコレクション）をクリックし、［...］ボタンをクリックします。

［RibbonTab コレクションエディタコレクションエディタ］が表示されます。

グループコレクションエディタグループコレクションエディタ

グループのコレクションエディタグループのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、タブに任意の数のグループを追加／削除できます。さらに、ユーザー

はグループのプロパティを編集することもできます。

リボンのグループ（複数可）を編集するには、［RibbonGroup コレクションエディタコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ボタンをクリックすると、リボンにグループ（複数可）が追加されます。

［［RibbonGroup コレクションエディタ］にアクセスするにはコレクションエディタ］にアクセスするには

オプション１オプション１

1. リボンフォームに  C1Ribbon を追加します。

2. RibbonTab 要素をクリックしてアクティブにします。

3. リボンのプロパティウィンドウで、Groups プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［RibbonGroup コレクションエディタコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２

1. ［タブコレクションエディタ］にアクセスします。

2. ［RibbonTab コレクションエディタコレクションエディタ］のプロパティウィンドウで、Groups プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。
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［RibbonGroup コレクションエディタコレクションエディタ］が表示されます。

グループアイテムコレクションエディタグループアイテムコレクションエディタ

グループアイテムのコレクションエディタグループアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、グループに任意の数のリボンアイテムを追加／削除できま

す。さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

リボンアイテムを編集するには、［Ribbon グループアイテムコレクションエディタグループアイテムコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、グループに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウンリストが表示さ

れます。

［［Ribbon グループグループ アイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

オプション１オプション１

1. リボンフォームに C1Ribbon を追加します。

2. RibbonGroup 要素をクリックしてアクティブにします。

3. グループのプロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon グループグループ アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２
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1. ［ グループコレクションエディタ］にアクセスします。

2. ［RibbonGroup コレクションエディタコレクションエディタ］のプロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon グループグループ アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

ギャラリーアイテムコレクションエディタギャラリーアイテムコレクションエディタ

ギャラリーアイテムのコレクションエディタギャラリーアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、ギャラリーに任意の数のアイテムを追加／削除できます。さ

らに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

リボンギャラリーアイテムを編集するには、［RibbonGalleryItem コレクションエディタコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ボタンをクリックすると、リボンにギャラリーアイテム（複数可）が追加されます。

［［RibbonGalleryItem コレクションエディタ］にアクセスするにはコレクションエディタ］にアクセスするには

RibbonGalleryItem コレクションエディタコレクションエディタにアクセスするには、以下の２つのオプションのいずれかを使用します。

オプション１オプション１

1. リボングループに RibbonGallery  を追加します。

2. ギャラリー要素をクリックしてアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［RibbonGalleryItem コレクションエディタコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２

1. ［グループアイテムコレクションエディタ］にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、ギャラリーアイテムを追加します。

3. ［メンバメンバ］リストで RibbonGallery を選択し、プロパティウィンドウで Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックしま

す。
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「RibbonGalleryItem コレクションエディタコレクションエディタ」が表示されます。

ギャラリーメニューアイテムコレクションエディタギャラリーメニューアイテムコレクションエディタ

Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタでは、任意の数のメニューアイテムをギャラリーのドロップダウン部分

の下部に追加したり、ギャラリーのドロップダウン部分の下部から削除したりできます。さらに、アイテムのプロパティを編集で

きます。

リボンギャラリーのメニューアイテムを編集するには、Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタを使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、ギャラリーのドロップダウン部分に追加可能な以下のリボンアイテムを含むドロッ

プダウンリストが表示されます。

Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタへのアクセスメニューアイテムコレクションエディタへのアクセス

以下の２つのオプションのいずれかを使用して、Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタにアクセスできます。

オプションオプション1

1. RibbonGallery  をリボングループに追加します。

2. ギャラリー要素をクリックし、それをアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、MenuItems  プロパティの横にある［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２

1. ［ グループアイテムコレクションエディタ］にアクセスします。
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2. ［Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］のプロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタ

ンをクリックします。

［Ribbon ギャラリーギャラリー メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

ツールバーアイテムコレクションエディタツールバーアイテムコレクションエディタ

ツールバーアイテムのコレクションエディタツールバーアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、ツールバーに任意の数のリボンアイテムを追加／削除でき

ます。さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

リボンアイテムを編集するには、［Ribbon ツールバーアイテムコレクションエディタツールバーアイテムコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、ツールバーに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウンリストが表

示されます。

［［Ribbon ツールバーツールバー アイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

RibbonToolBar Items コレクションエディタコレクションエディタにアクセスするには、以下の２つのオプションのいずれかを使用します。

オプション１オプション１

1. リボングループに RibbonToolBar  を追加します。

2. ツールバー要素をクリックしてアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon ツールバーツールバー アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２
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1. ［グループアイテムコレクションエディタ］にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、ツールバーアイテムを追加します。

3. ［メンバメンバ］リストで RibbonToolBar を選択し、プロパティウィンドウで Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックしま

す。

［Ribbon ツールバーツールバー アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ

メニューアイテムのコレクションエディタメニューアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、メニューに任意の数のリボンアイテムを追加／削除できます。

さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

リボンアイテムを編集するには、［Ribbon メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、メニューに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウンリストが表示さ

れます。

［［Ribbon メニューメニュー アイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

RibbonMenu Items コレクションエディタコレクションエディタにアクセスするには、以下の２つのオプションのいずれかを使用します。

オプション１オプション１

1. リボングループにRibbonMenu を追加します。

2. メニュー要素をクリックしてアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２

1. ［グループアイテムコレクションエディタ］にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、メニューアイテムを追加します。

3. ［メンバメンバ］リストで RibbonMenu を選択し、プロパティウィンドウで Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。
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［Ribbon メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ

Ribbon コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタでは、任意の数のリボンアイテムをコンボボックスに追加したり、コンボ

ボックスから削除したりできます。さらに、アイテムのプロパティを編集できます。

リボンアイテム（複数可）を編集するには、Ribbon コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタを使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、コンボボックスに追加可能な以下のリボンアイテムを含むドロップダウンリストが

表示されます。

［［Ribbon コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタ］へのアクセスアイテムコレクションエディタ］へのアクセス

以下の２つのオプションのいずれかを使用して、Ribbon コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタにアクセスできます。

オプションオプション1

1.  RibbonComboBox をリボングループに追加します。

2. コンボボックス要素をクリックし、それをアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、Items プロパティの横にある［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプションオプション2

1. 「グループアイテムコレクションエディタ」にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、コンボボックスアイテムを追加します。

3. メンバメンバのリストで選択した RibbonComboBox で、プロパティウィンドウの Items プロパティの横にある［...］ボタンをク

リックします。
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［Ribbon コンボボックスコンボボックス アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ

Ribbon コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタでは、任意の数のリボンメニューアイテムをコンボボックスのド

ロップダウン部分に追加したり、コンボボックスのドロップダウン部分から削除したりできます。さらに、アイテムのプロパティを

編集できます。

リボンアイテム（複数可）を編集するには、Ribbon コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタを使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、コンボボックスのドロップダウン部分に追加可能な以下のリボンアイテムを含む

ドロップダウンリストが表示されます。

Ribbon コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタへのアクセスメニューアイテムコレクションエディタへのアクセス

以下の２つのオプションのいずれかを使用して、Ribbon コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタにアクセスできま

す。

オプションオプション1

1. RibbonComboBox をリボングループに追加します。

2. コンボボックス要素をクリックし、それをアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、MenuItems プロパティの横にある［...］ボタンをクリックします。

Ribbon コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタが表示されます。

オプションオプション2
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1. 「グループアイテムコレクションエディタ」にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、コンボボックスアイテムを追加します。

3. メンバメンバのリストで選択した RibbonComboBox で、プロパティウィンドウの MenuItems プロパティの横にある［...］ボタ

ンをクリックします。

Ribbon コンボボックスコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタが表示されます。

フォントコンボボックスフォントコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ

Ribbon フォントコンボボックスメニューアイテムコレクションエディタフォントコンボボックスメニューアイテムコレクションエディタでは、任意の数のリボンメニューアイテムをフォントコンボ

ボックスのドロップダウン部分に追加したり、フォントコンボボックスのドロップダウン部分から削除したりできます。さらに、アイ

テムのプロパティを編集できます。

リボンアイテム（複数可）を編集するには、Ribbon フォントコンボボックスフォントコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタを使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、フォントコンボボックスのドロップダウン部分に追加可能な以下のリボンアイテム

を含むドロップダウンリストが表示されます。

［［Ribbon フォントコンボボックスフォントコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタ］へのアクセスメニューアイテムコレクションエディタ］へのアクセス

以下の２つのオプションのいずれかを使用して、、Ribbon フォントコンボボックスフォントコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタにアクセ

スできます。

オプションオプション1

1.  RibbonFontComboBox をリボングループに追加します。

2. フォントコンボボックス要素をクリックし、それをアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、MenuItems プロパティの横にある［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon フォントコンボボックスフォントコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタメニューアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプションオプション2
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1. 「グループアイテムコレクションエディタ」にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、フォントコンボボックスアイテムを追加します。

3. メンバメンバのリストで選択した  RibbonFontComboBox で、プロパティウィンドウの MenuItems プロパティの横にある

［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon フォントコンボボックス メニューアイテムコレクションエディタ］が表示されます。The RibbonFontComboBox
Menu Items Collection Editor appears.

スプリットボタンアイテムコレクションエディタスプリットボタンアイテムコレクションエディタ

スプリットボタンアイテムのコレクションエディタスプリットボタンアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、スプリットボタンに任意の数のリボンアイテムを追加／

削除できます。さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

リボンアイテムを編集するには、［Ribbon スプリットボタンアイテムコレクションエディタスプリットボタンアイテムコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、メニューに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウンリストが表示さ

れます。

［［Ribbon スプリットボタンスプリットボタン アイテムコレクションエディタ］にアクセスするにはアイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

RibbonSplitButton Items コレクションエディタコレクションエディタにアクセスするには、以下の２つのオプションのいずれかを使用します。

オプション１オプション１

1. リボングループに RibbonSplitButton を追加します。

2. スプリットボタンをクリックしてアクティブにします。

3. プロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon スプリットボタンスプリットボタン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

オプション２オプション２

1. ［グループアイテムコレクションエディタ］にアクセスします。

2. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックし、スプリットボタンを追加します。
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3. ［メンバメンバ］リストで RibbonSplitButton を選択し、プロパティウィンドウで Items プロパティの横の［...］ボタンをクリック

します。

［Ribbon スプリットボタンスプリットボタン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

ステータスバーコレクションエディタステータスバーコレクションエディタ

ステータスバーステータスバーは、以下のコレクションエディタを提供します。

左ペインアイテムコレクションエディタ

右ペインアイテムコレクションエディタ

各エディタアプリケーションの主要部分は、ユーザーがステータスバーアイテムの追加、および各アイテムのプロパティの編集

をタイムリーに行える Windows フォームで構成されます。以下の各トピックでは、C1StatusBar のコレクションエディタを簡単

に紹介し、各エディタへのアクセス方法について説明します。

左ペインアイテムコレクションエディタ左ペインアイテムコレクションエディタ

ステータスバー左ペインアイテムのコレクションエディタステータスバー左ペインアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、左ステータスバーペインにリボンアイテムを追

加／削除できます。さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

左ステータスバーペインを編集するには、［C1StatusBar 左ペイン左ペイン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］を使用します。
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［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、左ステータスバーペインに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウ

ンリストが表示されます。

[C1StatusBar 左ペイン アイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

1. リボンフォームに C1StatusBar を追加します。

2. C1StatusBar コントロールをクリックしてアクティブにします。

3. C1StatusBar のプロパティウィンドウで、LeftPaneItems プロパティプロパティの横の（コレクションコレクション）をクリックし、［...］ボタンをク

リックします。
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［C1StatusBar 左ペイン左ペイン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。

右ペインアイテムコレクションエディタ右ペインアイテムコレクションエディタ

ステータスバー右ペインアイテムのコレクションエディタステータスバー右ペインアイテムのコレクションエディタを使用し、ユーザーは、右ステータスバーペインにリボンアイテムを追

加／削除できます。さらに、ユーザーはアイテムのプロパティを編集することもできます。

右ステータスバーペインを編集するには、［C1StatusBar 右ペイン右ペイン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］を使用します。

 

［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックすると、右ステータスバーペインに追加できる以下のリボンアイテムを含むドロップダウ

ンリストが表示されます。
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［C1StatusBar 右ペイン アイテムコレクションエディタ］にアクセスするには

1. リボンフォームに C1StatusBar を追加します。

2. C1StatusBar コントロールをクリックしてアクティブにします。

3. C1StatusBar のプロパティウィンドウで、RightPaneItems プロパティプロパティの横の（コレクションコレクション）をクリックし、［...］ボタンをク

リックします。

［C1StatusBar 右ペイン右ペイン アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。C1StatusBar 右ペイン アイテムコレクションエ

ディタ

C1Ribbon スマートデザイナスマートデザイナ

C1Ribbon  は、視覚的な編集機能を提供し、リボンをより簡単に作成できるようにします。スマートデザイナを使用し、フォー

ム上に直接的にプロパティを設定できます。リボン上のアイテムにマウスを移動すると、フォームの左下側にタブが表示され、

マウスが上に置かれたアイテムを示します。アイテムをクリックすると、フローティングツールバーが表示されます。

 

また、一部のアイテムでは、アイテムのカスタマイズ方法に関して、フォーム上で直接的に指示を提供します。
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スマートデザイナは、以下のフローティングツールバーで構成されます。

フローティングツールバー 説明

リボンフローティングツールバー：リボンフローティングツールバー：リボンのフローティングツールバーで

は、テンプレートのロードと保存、タブの追加、ツリーベースのデザイナの

オープン、リボンの表示スタイルの設定を行います。

タブフローティングツールバー：タブフローティングツールバー：タブのフローティングツールバーでは、グ

ループの追加、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテムの有

効化／無効化を行います。

グループフローティングツールバー：グループフローティングツールバー：グループのフローティングツール

バーでは、グループテンプレートのロードと保存、リボンアイテムの追加、

およびアイテムの有効化／無効化を行います。グループのキャプション

領域をクリックすると、フローティングツールバーが表示され、テキスト設

定の変更、起動ツールボタンの追加／削除ができるようになります。ま

た、QAT とホットリストにグループを追加できます。

ボタンフローティングツールバー：ボタンフローティングツールバー：ボタンのフローティングツールバーで

は、画像の変更、テキスト設定の変更、アイテムの有効化／無効化、

QAT へのボタンの追加、およびホットリストへのボタンの追加を行いま

す。

チェックボックスフローティングツールバーチェックボックスフローティングツールバー：チェックボックスのフローティ

ングツールバーでは、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテム

の有効化／無効化を行います。また、QAT とホットリストにチェックボック

スを追加できます。

カラーピッカーフローティングツールバー：カラーピッカーフローティングツールバー：カラーピッカーのフローティング

ツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびカラー

ピッカーの有効化／無効化を行います。また、QAT とホットリストにカラー

ピッカーを追加できます。

コンボボックスフローティングツールバー：コンボボックスフローティングツールバー：コンボボックスのフローティング

ツールバーでは、画像の変更、テキスト設定の変更、テキスト領域の幅

／最大テキスト長／テキストプロパティの設定、およびアイテムの有効化

／無効化を行います。また、QAT とホットリストにコンボボックスを追加で

きます。

編集ボックスフローティングツールバー：編集ボックスフローティングツールバー：編集ボックスのフローティング
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ツールバーでは、画像の変更、テキスト設定の変更、テキスト領域の幅

／最大テキスト長／テキストプロパティの設定、およびアイテムの有効化

／無効化を行います。

ギャラリーフローティングツールバー：ギャラリーフローティングツールバー：ギャラリーのフローティングツール

バーでは、ギャラリーの有効化／無効化を行います。

ラベルフローティングツールバー：ラベルフローティングツールバー：ラベルのフローティングツールバーで

は、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテムの有効化／無効

化を行います。

メニューフローティングツールバー：メニューフローティングツールバー：メニューのフローティングツールバー

では、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテムの有効化／無

効化を行います。また、QAT とホットリストにメニューアイテムを追加でき

ます。

区切り記号フローティングツールバー：区切り記号フローティングツールバー：区切り記号のフローティングツー

ルバーでは、アイテムの切り取り、コピー、貼り付け、または削除を行いま

す。

スプリットボタンフローティングツールバー：スプリットボタンフローティングツールバー：スプリットボタンのフローティン

グツールバーでは、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテムの

有効化／無効化を行います。また、QAT とホットリストにスプリットボタン

を追加できます。

トグルボタンフローティングツールバー：トグルボタンフローティングツールバー：トグルボタンのフローティングツー

ルバーでは、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテムの有効

化／無効化を行います。また、QAT とホットリストにトグルボタンを追加で

きます。

ツールバーフローティングツールバー：ツールバーフローティングツールバー：ツールバーのフローティングバー

では、リボンアイテムの追加、およびアイテムの有効化／無効化を行いま

す。

リボンフローティングツールバーリボンフローティングツールバー

リボンのフローティングツールバーは、マウスが上に置かれたアイテムに関係なく表示される唯一のフローティングツールバー

です。リボンのフローティングツールバーを表示するには、フォームの左上隅の

  ボタンをクリックします。フローティングツールバーを閉じるには、

ボタンをクリックします。
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リボンフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：テンプレートのロード／保存、およびタブの追加を行います。

［リボンアイテムの表示／非表示リボンアイテムの表示／非表示］：リボンアイテムを追加／削除します。

［リボンの表示スタイルを変更リボンの表示スタイルを変更］：リボンの表示スタイルを編集します。

［ローカライズローカライズ］：［ローカライズ］ダイアログボックスを表示します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。リボンテンプレートのロード／保存機能を使用

し、エンドユーザーは、リボンにすぐ使えるテンプレートのコレクションを作成できます。

 

リボンアイテムの表示／非表示リボンアイテムの表示／非表示

［リボンアイテムの表示／非表示リボンアイテムの表示／非表示］ボタンをクリックすると、［リボンアイテムの表示／非表示リボンアイテムの表示／非表示］デザイナが開きます。デザイナ

で、リボン上の既存のアイテムを簡単に選択／選択解除し、表示／非表示にできます。

表示スタイル表示スタイル

［リボンの表示スタイルを変更リボンの表示スタイルを変更］ボタンをクリックすると、［配色配色］ダイアログボックスが開きます。ここで、リボンの表示スタイルを

Office2007Black または Office2007Silver に変更するか、デフォルトの Office2007Blue スタイルを維持できます。
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アプリケーションメニューのフローティングツールアプリケーションメニューのフローティングツール

［アプリケーションアプリケーション］メニューのフローティングツールバーでは、［アプリケーションアプリケーション］メニューの画像を変更し、メニューを有効／

無効にできます。タブのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されています。

［画像の変更］：［画像の変更］：画像を編集します。

［その他の設定］：［その他の設定］：メニューを有効／無効にします。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが表示されます。［インポートインポート］ボタンをクリックしてカス

タム画像をブラウズしたり、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックして大きい（32x32）プリセット画像または小さい

（16x16）プリセット画像のリストから選択できます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが表示されます。［その他その他］ダイアログボックスで、メ

ニューを有効（デフォルトで ON）にしたり、メニューを無効（OFF）にしたりできます。
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タブフローティングツールバータブフローティングツールバー

タブのフローティングツールバーを使用し、グループの追加、画像の変更、テキスト設定の変更、およびアイテムの有効化／

無効化を行います。タブのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

の 16x16 画像を検索するか、［画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、プリセットの 16x16 画像リストから選択できま

す。
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テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、タブのテキストプロパティ（テキストテキスト、説明、ツールチップツールチップなど）を編集できます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、タブを有効

（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

グループフローティングツールバーグループフローティングツールバー

グループのフローティングツールバーを使用し、リボンアイテムの追加、グループの有効化／無効化を行います。また、QAT
とホットリストにグループを追加できます。グループのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行います。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。
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［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、グループを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。
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テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、グループのテキストプロパティ（テキストテキスト、説明、ツールチップツールチップなど）を編集できます。

ランチャーボタンの追加／ランチャーボタンの削除ランチャーボタンの追加／ランチャーボタンの削除

［ランチャーボタンの追加ランチャーボタンの追加］ボタンをクリックすると、グループにダイアログランチャーボタンが追加されます。また、グループに

ダイアログランチャーボタンが追加された後に［ランチャーボタンの削除ランチャーボタンの削除］ボタンをクリックすると、グループからダイアログラン

チャーボタンが削除されます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、QAT にリボングループが追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、リボングループを QAT から削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、リボングループはホットアイテムリストに追加され、QAT の横のドロップダ

ウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、ホットリストからリボングループを削除できるようになります。

ボタンフローティングツールバーボタンフローティングツールバー

ボタンのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびボタンの有効化／無効化を行います。

また、QAT とホットリストにボタンを追加できます。ボタンのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。
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［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。

テキストの設定テキストの設定Text settings

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、ボタンのテキスト（テキストテキスト、説明説明、ツールチップツールチップなど）を編集できます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、ボタンを有

効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、QAT に［リボン］ボタンが追加されます。

 をクリックすると、ボタンは

 に切り替わり、QAT から［リボン］ボタンを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、［リボン］ボタンがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したドロッ

プダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンはに

切り替わり、ホットリストから［リボン］ボタンを削除できるようになります。

チェックボックスフローティングツールバーチェックボックスフローティングツールバー

チェックボックスのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびチェックボックスの有効化／

無効化を行います。また、QAT とホットリストにチェックボックスを追加できます。チェックボックスのフローティングツールバー

は、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。
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［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

の 16x16 画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、16x16 プリセット画像のリストから選択できます。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、チェックボックスのテキスト（テキスト、説明テキスト、説明、ツールチップツールチップなど）を編集できます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、チェックボッ

クスを有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、チェックボックスは QAT に追加されます。

 をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からチェックボックスを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、チェックボックスがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したド

ロップダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンは

 に切り替わり、ホットリストからチェックボックスを削除できるようになります。

カラーピッカーフローティングツールバーカラーピッカーフローティングツールバー

カラーピッカーのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびカラーピッカーの有効化／無

効化を行います。また、QAT とホットリストにカラーピッカーを追加できます。カラーピッカーのフローティングツールバーは、以

下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。
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［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、メニューのテキストのプロパティ（テキスト、説明、ツールチップテキスト、説明、ツールチップなど）を編集できます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、メニューを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、カラーピッカーが QAT に追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からカラーピッカーを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、カラーピッカーがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したドロッ

プダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンがに

切り替わり、ホットリストからカラーピッカーを削除できるようになります。

コンボボックスフローティングツールバーコンボボックスフローティングツールバー

コンボボックスのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、テキスト領域幅／最大テキスト長／

テキストのプロパティの設定、およびコンボボックスの有効化／無効化を行います。また、QAT とホットリストにコンボボックス

を追加できます。コンボボックスのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。
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［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、メニューのテキストのプロパティ（テキスト、説明、ツールチップテキスト、説明、ツールチップなど）を編集できます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、メニューを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、コンボボックスは QAT に追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からコンボボックスを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、コンボボックスがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したドロッ

プダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンはに

切り替わり、ホットリストからコンボボックスを削除できるようになります。

編集ボックスフローティングツールバー編集ボックスフローティングツールバー

編集ボックスのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、テキスト領域の幅／最大テキスト長／

テキストのプロパティの設定、および編集ボックスの有効化／無効化を行います。編集ボックスのフローティングツールバー

は、以下のボタンで構成されます。
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［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、メニューのテキストのプロパティ（テキスト、説明、ツールチップテキスト、説明、ツールチップなど）を編集できます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、メニューを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

ギャラリーフローティングツールバーギャラリーフローティングツールバー

ギャラリーのフローティングツールバーでは、ギャラリーの有効化／無効化を行います。ギャラリーのフローティングツール

バーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。
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画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、メニューのテキストのプロパティ（テキスト、説明、ツールチップテキスト、説明、ツールチップなど）を編集できます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、メニューを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。
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ラベルフローティングツールバーラベルフローティングツールバー

ラベルのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびラベルの有効化／無効化を行いま

す。ラベルのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。
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テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、メニューのテキストのプロパティ（テキスト、説明、ツールチップテキスト、説明、ツールチップなど）を編集できます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、メニューを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

メニューフローティングツールバーメニューフローティングツールバー

メニューのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびメニューの有効化／無効化を行いま

す。また、QAT とホットリストにメニューアイテムを追加できます。メニューのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成

されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。
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［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、大きい（32x32）または小さい（16x16）プリセット画像のリス

トから選択できます。また、オプションとして、テキストの上側に画像を配置することもできます（デフォルトでは大きい画像）。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、メニューのテキストのプロパティ（テキスト、説明、ツールチップテキスト、説明、ツールチップなど）を編集できます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、メニューを

有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、メニューアイテムが QAT に追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からメニューアイテムを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、メニューアイテムがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したド

ロップダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、ホットリストからメニューアイテムを削除できるようになります。

区切り記号フローティングツールバー区切り記号フローティングツールバー

区切り記号のフローティングツールバーを使用し、アイテムの切り取り、コピー、貼り付け、または削除を行います。区切り記号

のフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行います。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

アクションアクション
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［アクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。

クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、スプリットボタンが QAT に追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からスプリットボタンを削除できるようになります。

スプリットボタンフローティングツールバースプリットボタンフローティングツールバー

スプリットボタンのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびスプリットボタンの有効化／

無効化を行います。また、QAT とホットリストにスプリットボタンを追加できます。スプリットボタンのフローティングツールバー

は、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。
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画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

の 16x16 画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、16x16 プリセット画像のリストから選択できます。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、チェックボックスのテキスト（テキスト、説明テキスト、説明、ツールチップツールチップなど）を編集できます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、チェックボッ

クスを有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。
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クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加］［クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、スプリットボタンが QAT に追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からスプリットボタンを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、スプリットボタンがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したドロッ

プダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、ホットリストからスプリットボタンを削除できるようになります。

トグルボタンフローティングツールバートグルボタンフローティングツールバー

トグルボタンのフローティングツールバーを使用し、画像の変更、テキスト設定の変更、およびトグルボタンの有効化／無効化

を行います。また、QAT とホットリストにトグルボタンを追加できます。トグルボタンのフローティングツールバーは、以下のボタ

ンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行いま

す。

［画像の変更画像の変更］：画像を編集します。

［テキストの設定テキストの設定］：テキスト、説明、ツールチップ の各プロパティを編集します。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］：QAT にボタンを追加します。

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］：ホットアイテムリストにボタンを追加します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。
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画像の変更画像の変更

［画像の変更画像の変更］ボタンをクリックすると、［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが開きます。［インポートインポート］ボタンをクリックし、カスタム

の 16x16 画像を検索するか、［画像の選択画像の選択］ドロップダウン矢印をクリックし、16x16 プリセット画像のリストから選択できます。

テキストの設定テキストの設定

［テキストの設定テキストの設定］ボタンをクリックすると、［テキストの設定］ダイアログボックスが開きます。［テキストの設定テキストの設定］ダイアログボック

スで、チェックボックスのテキスト（テキスト、説明テキスト、説明、ツールチップツールチップなど）を編集できます。

その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、チェックボッ

クスを有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

Ribbon for WinForms  

96 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加

［クイックアクセスツールバーに追加クイックアクセスツールバーに追加］ボタンをクリックすると、トグルボタンが QAT に追加されます。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、QAT からトグルボタンを削除できるようになります。

ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加

［ホットアイテムリストに追加ホットアイテムリストに追加］ボタンをクリックすると、トグルボタンがホットアイテムリストに追加され、QAT に隣接したドロップ

ダウン矢印のクリックで使用可能になります。

をクリックすると、ボタンは

に切り替わり、ホットリストからトグルボタンを削除できるようになります。

ツールバーフローティングツールバーツールバーフローティングツールバー

リボンツールバーのフローティングツールバーを使用し、リボンアイテムの追加、およびリボンツールバーの有効化／無効化

を行います。アイテムのフローティングツールバーを有効にするには、アイテムの左上隅のグリフ  をクリックします。リボンツー

ルバーのフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されます。

［アクションアクション］：グループの追加、およびタブの切り取り／コピー／貼り付け／削除を行います。

［その他の設定その他の設定］：タブを有効／無効にします。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、使用可能なアクションのリストが開きます。
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その他の設定その他の設定

［その他の設定その他の設定］ボタンをクリックすると、［その他その他］ダイアログボックスが開きます。［その他その他］ダイアログボックスで、リボンツー

ルバーを有効（デフォルトでオン）／無効（オフ）にできます。

C1StatusBar スマートデザイナスマートデザイナ

C1StatusBar は、視覚的な編集機能を提供しており、ステータスバーの作成がより簡単になります。ステータスバーを使用す

ると、フォーム上で直接ステータスバーにアイテムを追加できます。マウスポインタが C1StatusBar コントロール上に置かれた

ときに、マウスポインタが置かれているアイテムを示すタブがフォームの下部左側に表示されます。

 

アイテムをクリックすると、以下のフローティングツールバーが表示されます。

フローティングフローティング

ツールバーツールバー
説明説明
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LeftPaneItems フローティングツールバー：フローティングツールバー：LeftPaneItems のフローティングツールバーでは、

ステータスバーの左ペインにアイテムを追加できます。

RightPaneItems フローティングツールバーフローティングツールバー：RightPaneItems のフローティングツールバーで

は、ステータスバーの右ペインにアイテムを追加できます。

LeftPaneItems フローティングツールバーフローティングツールバー

LeftPaneItems のフローティングツールバーでは、 C1StatusBar コントロールの左ペインにステータスバーアイテムを追加で

きます。アイテムのフローティングツールバーを有効にするには、左ペインの左上端にあるグリフ をクリックします。

LeftPaneItems のフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されています。

[アクション］アクション］: C1StatusBar コントロールの左ペインにステータスバーアイテムを追加します。

アクションアクションActions

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、利用可能なアクションのリストが開きます。

RightPaneItems フローティングツールバーフローティングツールバー

RightPaneItems のフローティングツールバーでは、C1StatusBar コントロールの右ペインにステータスバーアイテムを追加で

きます。アイテムのフローティングツールバーを有効にするには、右ペインの左上端にあるグリフ をクリックします。
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RightPaneItems のフローティングツールバーは、以下のボタンで構成されています。

［アクション］：［アクション］：C1StatusBar コントロールの右ペインにステータスバーアイテムを追加

します。

アクションアクション

［アクションアクション］ボタンをクリックすると、利用可能なアクションのリストが開きます。

インプレースのテキスト編集インプレースのテキスト編集

C1Ribbon  要素のラベルを編集するには、マウスポインタでテキストをクリックし、テキストを強調表示にして、適切なテキスト

を入力するだけで済みます。

この機能を使用するには、以下の手順を実行します。

1. C1Ribbon 要素（タブなど）のテキストを選択し、強調表示にします。タブのテキストを編集できるようになります。

Ribbon for WinForms  

100 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



2. 新しいタブ名（「ホームホーム」など）を入力します。

3. ［Enter］を押すか、編集中のボックスの外でクリックし、変更を確定します。

ToolTip エディタエディタ

ToolTip エディタは、RibbonTab、、RibbonGroup、および RibbonItem のリッチな ToolTip の作成に使用されます。

ToolTip エディタへのアクセスエディタへのアクセス

ToolTip エディタを開くには、以下の手順を実行します。

1. ToolTip を追加する RibbonGroup, RibbonTab, またはRibbonItem を選択します。

2. プロパティウィンドウで、ToolTip プロパティを探し、その省略（ ）ボタンを押します。ToolTip エディタエディタが表示されま

す。

ToolTip エディタのレイアウトエディタのレイアウト

ToolTip エディタエディタには、ダイアログボックスの左側に「Office」、「HTML」、および「プロパティ」の３つのタブがあります。各タブ

ページは、ToolTip のコンテンツ、ソース、またはプロパティを変更できるエディタを備えています。エディタの右側には、

ToolTip をリアルタイムにプレビューできる［プレビュー］ペインがあります。

以下のトピックでは、「Office」、「HTML」、および「プロパティ」タブペインについて詳しく説明します。

「「Office」タブ」タブ
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「Office」タブページは、コンテンツ、グラフィックス、および区切り線の ToolTip への追加に使用されます。エディタは、ToolTip
の背後にあるすべての HTML コードを自動的に作成し、ユーザーの時間と労力を節約します。「Office」タブで ToolTip に対し

て行った追加や変更は［プレビュー］ペインに反映されます。

 

下の表で、Office エディタの要素について説明します。

要素要素 説明説明

タイトル タイトル要素は ToolTip の上部に表示されます。デフォルトでは太字です。

画像 この画像は ToolTip の本体テキストの上に表示されます。デフォルトでは、左側に表示されま

す。

上部区

切り線

タイトルまたは画像の下に横線を引きます。横線は濃い灰色です。

本体テ

キスト

本体テキストは ToolTip のメインコンテンツです。ここで、ツールの説明または手順を表示しま

す。タイトルとサブタイトルの間に表示されます。

下部区

切り線

本体テキストの下に横線を引きます。横線は濃い灰色です。

サブタイ

トル

サブタイトル要素は ToolTip の下部に表示されます。

サブ画

像

この画像は ToolTip の本体テキストの下に表示されます。デフォルトでは、左側に表示されま

す。

「「Html」タブ」タブ

「Html」タブページは、ToolTip のコンテンツの追加または変更に使用されます。「Html」タブで ToolTip を作成する場合、

ToolTip のデザインの制御を強化できます。「Html」タブで ToolTip に加えた変更は［プレビュー］ペインに反映されます。
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「Html」タブページは、コマンドボタンと HTML エディタウィンドウのツールバーで構成されます。コマンドボタンを使用してマー

クアップタグをプロジェクトに追加したり、HTML エディタウィンドウで手作業でコードを記述したりできます。

 

下の表で、「Html」タブにあるすべてのコマンドボタンの説明を示します。

ボタボタ

ンン
名前名前 説明説明

切り取り 選択したコンテンツを HTML エディタウィンドウから削除し、それをクリップボードに置

きます。

コピー 選択したコンテンツを HTML エディタウィンドウからクリップボードにコピーします。

貼り付け クリップボードのコンテンツを HTML エディタウィンドウに貼り付けます。

太字 選択したテキストの周囲に太字テキストの HTML タグ（<b></b>）を追加します。

斜体 選択したテキストの周囲に斜体テキストの HTML タグ（<i></i>）を追加します。

下線 選択したテキストの周囲に下線付きテキストの HTML タグ（<u></u>）を追加します。
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箇条書きリス

ト

HTML エディタに箇条書きリストの HTML タグ（<ul><li></li></ul>）を追加します。

番号付きリス

ト

HTML エディタに番号付きリストの HTML タグ（<ol><li></li></ol>）を追加します。

画像の挿入 HTML タグ（<img src = img.gif>）を使用して、ToolTip に画像を挿入します。

「プロパティ」タブ「プロパティ」タブ

「プロパティ」タブ内には、ToolTip の外観と動作のカスタマイズに使用するプロパティグリッドがあります。ToolTip プロパティ

に加えた変更の多くは、プレビューペインに表示されます。

 

下の表で、ToolTip の外観に影響を与えるプロパティのリストを提供します。

プロパティプロパティ 説明説明

BackColor ToolTip ウィンドウの背景色を設定します。

BackgroundImage ToolTip ウィンドウに表示する背景画像を設定します。

BackgroundImageLayout 背景画像のレイアウトを None（デフォルト）、Tile、Center、Stretch、Zoom、ま

たは TileStretch に設定します。

Border ToolTip ウィンドウを実線の枠線で表示するかどうかを設定します。
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BorderColor ToolTip ウィンドウの枠線の色を設定します。

Font ToolTip 内で使用するデフォルトのフォントを設定します。

ForeColor ToolTip ウィンドウの前景色を設定します。

Images ToolTip に表示する画像のコレクションを取得します。

IsBalloon ToolTip をバルーン形状で表示するかどうかを設定します。True に設定する

と、ToolTip はコミックストリップの会話の吹き出しのように表示されます。

RoundedCorners ToolTip ウィンドウが丸みのある角を表示するどうかを設定します。

Shadow ToolTip ウィンドウがドロップシャドウを表示するどうかを設定します。

StripAmpersands テキスト内のアンパサンド（&）を表示するか、非表示にするかを設定します。

UseFading ToolTip を表示するときにフェード効果を使用するかどうかを設定します。

下の表で、ToolTip の動作に影響を与えるプロパティのリストを提供します。

プロパティプロパティ 説明説明

Active ToolTip が現在アクティブかどうかを示す値を設定します。

AutomaticDelay リッチな ToolTip の自動遅延を設定します。

AutoPopDelay マウスポインタが静止している場合に ToolTip を表示したままにする期間（ミリ秒

単位）を設定します。

InitialDelay ToolTip を表示する前に経過する時間を設定します。

MaximumWidth ToolTip の最大幅を設定します。

ReshowDelay マウスポインタがあるコントロールから別のコントロールに移動するときに、後続

の ToolTip が表示される前に必要となる時間の長さを設定します。

ShowAlways 親コントロールがアクティブでないときでも、ToolTip ウィンドウを表示するかどう

かを指定する値を設定します。
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リボンの外観リボンの外観

C1Ribbon は、ユーザーが簡単にカスタマイズできるように設計されています。C1Ribbon は、Office 2007 対応の配色テー

マ、および 700 種類以上のリボンアイテムのストック画像を提供します。

さらに、C1Ribbon はリボンレイアウトの XML シリアル化も提供しているため、リボンのレイアウトと外観をすばやく保存／

ロードできます。

表示スタイル表示スタイル

リボンアイテム画像リボンレイアウトの XML シリアル化Office式または、Windows式の定義済み表示スタイルの中から

C1Ribbon の視覚スタイルを選択できます。これで、C1Ribbon にきれいで効率の良い Windows Aero インターフェースが適

用されます。

表示スタイルの変更手順については、「表示スタイルの変更」トピックを参照してください。

表示スタイル表示スタイル 画像画像

Custom

Office2007Black

Office2007Blue（デフォルト）
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Office2007Silver

Office2010Black

Office2010Blue
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Office2010Silver

Windows7

リボンアイテム画像リボンアイテム画像

C1Ribbon  は、リボンアイテムに大（32x32）小（16x16）のプリセット画像、およびカスタム画像のインポートオプションを提供し

ます。リボンタブには小さい画像を表示できます。リボンアイテムには小さい画像も大きい画像も表示できます。

リボンアイテムの画像を変更するには、以下のオプションを使用できます。
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注記：注記：以下の各タスクでは、リボンフォームに C1Ribbon が追加され、グループにリボンアイテム（トグルボタンなど）が

追加されていることを前提にしています。

スマートデザイナを使用する場合スマートデザイナを使用する場合

スマートデザイナを使用し、リボンアイテムに画像を追加するには、以下の手順を実行します。

1. リボンアイテム（トグルボタンなど）をクリックしてアクティブにし、トグルボタンのフローティングツールバーを有効にしま

す。

2. ［画像の変更］ボタン をクリックします。［画像の変更］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［小画像（16x16）］ドロップダウン矢印をクリックし、［Bold］画像を選択します。

プロパティウィンドウを使用する場合プロパティウィンドウを使用する場合

プロパティウィンドウを使用し、リボンアイテムに画像を追加するには、以下の手順を実行します。

1. リボンアイテム（トグルボタンなど）をクリックしてアクティブにし、プロパティウィンドウにそのプロパティを表示させます。

2. SmallImage プロパティを検索し、ドロップダウン矢印をクリックします。２番目のドロップダウン矢印をクリックし、定義

済みの小さい画像のリストを表示させます。

3. ［太字太字］を選択します。

コレクションエディタを使用する場合コレクションエディタを使用する場合

［Ribbon グループグループ アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］を使用し、リボンアイテムに画像を追加するには、以下の手順を実行しま

す。

1. トグルボタンアイテムを含むグループをクリックします。グループをクリックするとアクティブになります。

2. グループのプロパティウィンドウで、Items プロパティの横の［...］ボタンをクリックします。

［Ribbon グループグループ アイテムコレクションエディタアイテムコレクションエディタ］が表示されます。エディタには、［メンバメンバ］のリスト、および選択した各

メンバに使用可能なプロパティが表示されます。この例では、［メンバメンバ］リストのトグルボタンが強調表示されています。
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3. SmallImage プロパティを検索し、ドロップダウン矢印をクリックします。次に、２番目のドロップダウン矢印をクリック

し、定義済みの小さい画像のリストを表示させます。

4. ［Bold］を選択します。
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リボンレイアウトのリボンレイアウトの XML シリアル化シリアル化

テンプレートのロード／保存機能を使用し、エンドユーザーはタブとコントロールグループにすぐ使えるテンプレートのコレク

ションを作成できます。たとえば、多くの場合、アプリケーションには「クリップボード」と「フォント」グループがあります。アプリ

ケーションごとに最初からこれらのグループを含む新しいリボンを作成する代わりに、タブとコントロールグループを XML ファ

イルとして保存し、後で再利用できます。

リボンテンプレートをロードするリボンテンプレートをロードする

リボンに既存の XML ファイルをインポートするには、以下の手順を実行します。

1. リボンをクリックし、リボンのフローティングツールバーを有効にします。

2. ［アクションアクション］ドロップダウンボタンをクリックします。

3. リストから、［Ribbon テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］を選択します。

4. ［Ribbon テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］ダイアログボックスが表示されますので、XML ファイルを選択します。

5. ［開く開く］をクリックすると、リボンテンプレートが読み込まれます。

6. コードを追加してコマンドを処理します。

リボンテンプレートを保存するリボンテンプレートを保存する

リボンテンプレートを保存するには、以下の手順を実行します。

1. リボンタブへのグループの追加 し、 リボングループへの項目の追加します。

2. リボンをクリックし、リボンのフローティングツールバーを有効にします。

3. ［アクションアクション］ドロップダウンボタンをクリックします。

4. リストから、［Ribbon テンプレートの保存テンプレートの保存］を選択します。

5. ［リボンテンプレートの保存］ダイアログボックスが表示されます。［ファイル名］テキストボックスに XML の名前を入力

し、XML の保存場所を検索します。

6. ［保存］をクリックします。

ステータスバーテンプレートをロードするステータスバーテンプレートをロードする

ステータスバーに既存の XML ファイルをインポートするには、以下の手順を実行します。:

1. ステータスバーのスマートタグ（

 ）をクリックし、［C1StatusBar タスクタスク］を有効にします

2. メニューから、［StatusBar テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］を選択します。

3. ［StatusBar テンプレートの読み込みテンプレートの読み込み］ダイアログボックスが表示されますので、XML ファイルを選択します。

4. ［開く］をクリックすると、ステータスバーテンプレートが読み込まれます。

5. コードを追加してコマンドを処理します。

ステータスバーテンプレートを保存するステータスバーテンプレートを保存する

ステータスバーテンプレートを保存するには、以下の手順を実行します。
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1. ステータスバーアイテムを追加します。

2. ステータスバーのスマートタグ（

 ）をクリックし、［C1StatusBar タスクタスク］を有効にします。

3. メニューから、［StatusBar テンプレートの保存テンプレートの保存］を選択します。

  

4. ［StatusBar テンプレートの保存テンプレートの保存］ダイアログボックスが表示されます。［ファイル名ファイル名］テキストボックスに XML の名前を

入力し、XML の保存場所を検索します。

5. ［保存保存］をクリックします。

テーマテーマ

Themes for WinForms のさまざまな組み込みテーマを使用して、 C1Ribbon コントロールにテーマを適用できます。 適用し

たら、 C1Ribbonはよりクリーンで、より強力で、より効率的なインターフェースを採用します。

C1Ribbon にテーマを適用する方法については、アプリケーションへの組み込みテーマの適用のコントロールを参照してくださ

い。

ビジュアルスタイル名 画像

Office2007Black

Office2007Blue (default)
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Office2007Silver

Office2010Black

Office2010Blue

Office2010Silver
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Windows7
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実行時のインタラクティブ操作実行時のインタラクティブ操作

リボンを最小化するクイックアクセスツールバーをカスタマイズするエンドユーザーは、実行時に必要に応じてリボンをカスタマ

イズできます。たとえば、リボンを最小化してページ上のスペースを節約したり、必要に応じてコマンドを追加／削除してクイッ

クアクセスツールバー（QAT）をカスタマイズしたり、リボンの下に QAT を移動したりできます。実行時におけるリボンのインタ

ラクティブ操作の詳細については、以下の各トピックを参照してください。

リボンを最小化するリボンを最小化する

リボンが画面上の大半を占領している場合、リボンを最小化して一部のタブを必要な場合のみに表示させることができます。

より広いスペースを使用できるようにするには、クイックアクセスツールバー（QAT）の使用、アクティブタブのダブルクリックの

いずれかの方法で、簡単にリボンを最小化できます。

リボンを最小化するにはリボンを最小化するには

オプション１：オプション１：QAT を使用するを使用する

1. QAT の横のドロップダウン矢印をクリックします。

2. ドロップダウンリストから、［リボンの最小化リボンの最小化］をクリックします。

3. 最小化された状態でリボンを使用するには、使用するタブをクリックし、次に、使用するオプションまたはコマンドをク

リックします。

たとえば、リボンが最小化されている状態で、ドキュメント内のテキストを選択し、「ホームホーム」タブをクリックします。次に、

「フォントフォント」グループで、希望するテキストのサイズをクリックします。希望するテキストサイズをクリックしたら、リボンは

最小化された状態に戻ります。

オプション２：アクティブタブをダブルクリックするオプション２：アクティブタブをダブルクリックする

リボンをすばやく最小化するには、アクティブタブの名前をダブルクリックします。タブをもう一度ダブルクリックすると、リボンは

元のサイズに戻ります。

リボンを元のサイズに戻すリボンを元のサイズに戻す

リボンを元のサイズに戻すには、以下のいずれかの手順を実行します。

1. QAT の横のドロップダウン矢印をクリックします。

2. ドロップダウンリストから、［リボンの最小化リボンの最小化］をクリックします。
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クイックアクセスツールバーをカスタマイズするクイックアクセスツールバーをカスタマイズする

実行時のクイックアクセスツールバー（QAT）のカスタマイズは簡単です。１回のマウスクリックだけで、QAT に項目を追加した

り、QAT の位置をリボンの上または下に移動したりできます。

実行時にクイックアクセスツールバーにアイテムを追加するには実行時にクイックアクセスツールバーにアイテムを追加するには

実行時に、クイックアクセスツールバー（QAT）にアイテムを追加できます。作業中、一部のコマンドをよく使用することが気づく

場合があります。アクセスしやすくするため、最もよく使うコマンドを QAT に追加できます。

実行時に QAT にコマンドを追加するには、アイテムを右クリックし、コンテキストメニューから［クイックアクセスツールバーに追クイックアクセスツールバーに追

加加］を選択するだけで済みます。

実行時にクイックアクセスツールバーを移動するには実行時にクイックアクセスツールバーを移動するには

実行時に、クイックアクセスツールバー（QAT）をリボンの上または下に表示できます。このオプションにより、QAT を最もアクセ

スしやすい場所に配置できます。

リボンの下に表示リボンの下に表示

実行時に クイックアクセスツールバー（QAT）をリボンの下に移動するには、QAT の横のドロップダウン矢印をクリック

し、［リボンの下に表示リボンの下に表示］を選択します。
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リボンの上に表示リボンの上に表示

実行時に QAT をリボンの上の場所に戻すには、QAT の横のドロップダウン矢印をクリックし、［リボンの上に表示リボンの上に表示］を

選択します。
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タスク別ヘルプタスク別ヘルプ

タスク別ヘルプは、Visual Studio のプログラミングに精通しているユーザーを対象としています。 ヘルプに記述された手順に

従うことで、C1Ribbon 機能を活用できるようになります。

各タスク別ヘルプトピックでは、新しい Windows アプリケーションプロジェクトを作成し、フォームに C1Ribbon コントロールを

配置していることを前提としています。

リボンフォームのタイトルバーキャプションの配置リボンフォームのタイトルバーキャプションの配置

リボンフォームのタイトルバーにはフォームのキャプションが表示されますが、このキャプションをユーザーの必要に応じて配

置できます。キャプションは、コントロールのタイトルバーの左上隅、中央、または右上隅に水平方向に配置できま

す。C1Ribbon コントロールの CaptionAlignment プロパティを使用して、リボンフォームのタイトルバーキャプションの水平

方向の配置を変更できます。タイトルバーキャプションの配置を変更するには、プロジェクトに次のコードを追加します。

Visual Basic でコードを書く場合

Visual Basic

Me.Ribbon.CaptionAlignment = HorizontalAlignment.Left

C# でコードを書く場合

C#

this.Ribbon.CaptionAlignment = HorizontalAlignment.Left;

リボン項目の追加リボン項目の追加

C1Ribbon  コントロールを Windows フォームに追加すると、タブが１つとタブ内にグループが１つあるリボンがフォームの一

番上に表示されます。リボンを構築するには、項目を追加する必要があります。 以下のトピックでは、クイックアクセスツール

バーへの項目の追加、設定ツールバーへの項目の追加、リボンへのタブの追加、およびグループへの項目の追加の手順を

説明します。

ヒント：ヒント：最終的には、ボタンをクリックしたり、コンボボックスやドロップダウンメニューからオプションを選択したときに、

フォームのコンテンツに対して特定のアクションを実行するイベント処理コードを記述する必要があります。 したがって、

リボンを作成するときに意味のある名前を付けておくと、コードが分かりやすくなり、保守が容易になります。.

クイックアクセスツールバーへの項目の追加クイックアクセスツールバーへの項目の追加

クイックアクセスツールバー（QAT）は、必要なだけいくつでもコマンドを追加できます。 QAT に項目を追加するには、スマート

デザイナを使用するか、コードを追加します。 各オプションについては、以下で説明します。

スマートデザイナを使用してスマートデザイナを使用して QAT 項目を追加するには項目を追加するには

以下の手順を実行します。

1. リボン上のリボン項目をクリックし、フローティングツールバーを有効にします。

2. 〈〈+QAT〉〉ボタンをクリックします。
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コンボボックスが QAT に追加されます。 コンボボックスを選択することで項目を削除できます。これでフローティング

ツールバーが有効になります。 〈〈–QAT〉〉ボタンをクリックします。

プログラム的にプログラム的に QAT を追加するにはを追加するには

注意：注意： 以下の例では、save.png、undo.png、repeat.png の各画像の含まれる埋め込みリソースを使用しています。 リ
ソースを埋め込むには、［プロジェクトプロジェクト］メニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択します。 「リソースリソース」タブから［リリ

ソースの追加ソースの追加］を選択し、既存のファイルを追加するか、新しいファイルを追加します。

リボン項目（〈保存〉、〈元に戻す〉、〈繰り返し〉など）を QAT に追加するには、次のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    C1Ribbon1.Qat.Items.Add(New RibbonButton(My.Resources.Resources.save))
    C1Ribbon1.Qat.Items.Add(New RibbonButton(My.Resources.Resources.undo))
    C1Ribbon1.Qat.Items.Add(New RibbonButton(My.Resources.Resources.repeat))
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
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{
    C1Ribbon1.Qat.Items.Add (new RibbonButton (Properties.Resources.save));
    C1Ribbon1.Qat.Items.Add (new RibbonSplitButton (Properties.Resources.undo));
    C1Ribbon1.Qat.Items.Add (new RibbonButton (Properties.Resources.repeat));
}

ホットリストへの項目の追加ホットリストへの項目の追加

実行時にクイックアクセスツールバーに追加できる項目のリストを含む、ホット項目リストは、実行時にクイックアクセスツール

バーのドロップダウン矢印をクリックすることで使用できます。 デザイン時にホット項目リストに追加した項目は、実行時には

［QAT のカスタマイズ］メニューに表示されます。

スマートデザイナを使用してホットリスト項目を追加するにはスマートデザイナを使用してホットリスト項目を追加するには

以下の手順を実行します。

1. リボン上のリボン項目をクリックし、フローティングツールバーを有効にします。

2. 〈+HOT〉ボタンを選択します。

コンボボックスがホットリストに追加されます。

プログラム的にホットリスト項目を追加するにはプログラム的にホットリスト項目を追加するには
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注意：注意： 以下の例では、画像 NewBtn.png と OpenBtn.png の含まれる埋め込みリソースを使用しています。 リソースを

埋め込むには、［プロジェクトプロジェクト］メニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択します。 「リソースリソース」タブから［リソースのリソースの

追加追加］を選択し、既存のファイルを追加するか、新しいファイルを追加します。

以下の手順を実行します。

1. 以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' ホットリストに項目を追加

    Dim NewFileRibbonBtn As RibbonButton = New RibbonButton()
    Dim OpenFileRibbonBtn As RibbonButton = New RibbonButton()
 
    C1Ribbon1.Qat.MenuItems.Add(NewFileRibbonBtn)
    C1Ribbon1.Qat.MenuItems.Add(OpenFileRibbonBtn)
 
    ' いくつかのホットリスト項目のプロパティを設定

    NewFileRibbonBtn.SmallImage = My.Resources.Resources.NewBtn
    NewFileRibbonBtn.Text = "&New"
    OpenFileRibbonBtn.SmallImage = My.Resources.Resources.OpenBtn
    OpenFileRibbonBtn.Text = "&Open"
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // ホットリストに項目を追加

    RibbonButton NewFileRibbonBtn = new RibbonButton();
    RibbonButton OpenFileRibbonBtn = new RibbonButton();
 
    C1Ribbon1.Qat.MenuItems.Add(NewFileRibbonBtn);
    c1Ribbon1.Qat.MenuItems.Add(OpenFileRibbonBtn);
 
    // いくつかのホットリスト項目のプロパティを設定

    NewFileRibbonBtn.SmallImage = Properties.Resources.NewBtn;
    NewFileRibbonBtn.Text = "&New";
    OpenFileRibbonBtn.SmallImage = Properties.Resources.OpenBtn;
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    OpenFileRibbonBtn.Text = "&Open";
}

2. 〈デバッグの開始デバッグの開始〉ボタンをクリックして、アプリケーションを実行し、QAT ドロップダウン矢印をクリックして、ホットリスト

内の項目のリストを表示します。

3. ホット項目リストから項目を選択して、QAT に追加します。 〈開く開く〉ボタンと〈新規新規〉ボタンがホットリストで選択され、QAT
に追加されます。

4. QAT から項目を削除するには、単純にホットリストで各項の選択を解除します。

設定ツールバーへの項目の追加設定ツールバーへの項目の追加

設定ツールバー(RibbonConfigToolBar)には、必要なだけいくつでもコマンドを追加できます。リボン項目を設定ツールバー

に追加するには、次の手順に従います。

プロパティウィンドウを使用した設定ツールバーへの項目の追加プロパティウィンドウを使用した設定ツールバーへの項目の追加

以下の手順を実行します。

1. リボンをクリックして、プロパティウィンドウにプロパティのリストを表示します。

2. ConfigToolBar プロパティノードを拡張し、Items プロパティを選択して、(Collection) の右側の〈…〉ボタンをクリック

します。

RibbonConfigToolBar 項目コレクションエディタ項目コレクションエディタが表示されます。

3. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックして、リストから［RibbonButton］を選択します。 項目が［メンバメンバ］リストに追加さ

れます。
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4. RibbonButton のプロパティウィンドウで、以下のプロパティを設定します。

デフォルトでは、Text プロパティは［Button］に設定されています。 テキストを削除します。

SmallImage プロパティドロップダウンをクリックしてから、２つ目のドロップダウンをクリックし、リストから

［Help］画像を選択します。

5. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。

プログラムによる設定ツールバーへの項目の追加プログラムによる設定ツールバーへの項目の追加

注意注意： 以下の例では、画像の含まれた埋め込みリソースを使用します。 リソースを埋め込むには、［プロジェクトプロジェクト］メ

ニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択します。 「リソースリソース」タブから［リソースの追加リソースの追加］を選択し、既存のファイル

を追加するか、新しいファイルを追加します。

設定ツールバーにプログラムで項目を追加するには、設定ツールバーにプログラムで項目を追加するには、Form_Load イベントに次のコードを追加します。イベントに次のコードを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

my.C1Ribbon1.ConfigToolBar.Items.Add(new RibbonButton(Properties.Resources.question))

C# コードの書き方

C#

this.C1Ribbon1.ConfigToolBar.Items.Add(new 
RibbonButton(Properties.Resources.question));

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

次の図の設定ツールバーは、〈ヘルプヘルプ〉ボタンへのクイックアクセスを提供します。

  Ribbon for WinForms

123 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



リボンへの操作別タブの追加リボンへの操作別タブの追加

ユーザーが定期的に使用する必要のあるアクションは、ユーザーが数クリックでアクセスできるリボンコントロール上に配置

し、いつでも使用できるようにしておく必要があります。 しかし、一部のアクションは、特定の要素に対して排他的です。たとえ

ば、テキストのフォントに書式設定できるアクションは、ユーザーが RichTextBox でテキストを編集しているときしか必要あり

ません。 このような場合、このアクション（およびその他 RichTextBoxes 固有のアクション）を、ユーザーが RichTextBox を選

択しているときのみ表示される操作別タブに配置すると使いやすくなります。 このトピックでは、RichTextBox が選択されてい

るときにのみ表示される操作別タブグループを追加する方法を示します。

以下の手順を実行します。

1. Visual Studio のツールボックスから、以下のコントロールを Windows フォームに追加します。

(1) C1Ribbon コントロール

(1) ListBox コントロール

(1) RichTextBox コントロール

2. フォームは次のように構成します。

3. リボンの上にマウスカーソルを置き、フローティングツールバーを有効にしてから、〈アクションアクション〉ボタン  をクリック

し、［操作別タブグループの追加操作別タブグループの追加］を選択します。

4. ［表示表示］→［コードコード］を選択して、コードビューに切り替え、プロジェクトに次のコードを入力します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Private Sub richTextBox1_Enter(sender As Object, e As EventArgs)
   ribbonContextualTabGroup1.Visible = True
End Sub
Private Sub richTextBox1_Leave(sender As Object, e As EventArgs)
   ribbonContextualTabGroup1.Visible = False
End Sub

C# コードの書き方

C#

private void richTextBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
           ribbonContextualTabGroup1.Visible = true;
}
private void richTextBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
            ribbonContextualTabGroup1.Visible = false;
}

5. ［表示表示］→［デザイナデザイナ］を選択して、デザインビューに戻ります。

6. プロパティプロパティウィンドウで以下の手順を実行します。

ドロップダウンリストで、c1Ribbon1 を選択し、Selectable プロパティを False に設定します。

ドロップダウンリストで、ribbonContextualTabGroup1 を選択し、Visible プロパティを False に設定します。

ドロップダウンリストから richTextBox1 を選択し、〈イベントイベント〉ボタン  をクリックしてから、以下のイベントハ

ンドラを設定して、RichTextBox コントロールでプロジェクトに追加されたコードを処理できるようにします。

Enter を richTextBox1_Enter に設定します。

Leave を richTextBox1_Leave に設定します。

7. ［F5］キーを押してプロジェクトを実行します。 プロジェクトに追加した操作別タブが表示されていないことを確認しま

す。
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8. RichTextBox の内側をクリックし、操作別タブがオレンジ色で表示されることを確認します。

9. ListBox の内側をクリックし、操作別タブが消えることを確認します。
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これで完了です。 C1Ribbon (Classic) を使用することで、操作別タブをリボンインタフェースに簡単に追加することができま

す。

リボンへのタブの追加リボンへのタブの追加

リボンにタブを追加するには、スマートデザイナかコレクションエディタを使用するか、コードを追加します。 各オプションについ

ては、以下で説明します。 操作別タブの追加方法については、「リボンへの操作別タブの追加」を参照してください。

スマートデザイナを使用したリボンタブの追加スマートデザイナを使用したリボンタブの追加

以下の手順を実行します。

1. マウスポインタをリボンの上に置き、スマートデザイナタグ

 をクリックします。 リボンフローティングツールバーが有効になります。

2. リボンフローティングツールバーから〈アクションアクション〉ドロップダウンボタンをクリックします。

3. ［タブの追加タブの追加］を選択します。 リボンに新しいタブが追加されます。

4. ラベルを編集するには、タブテキストをクリックしてハイライト表示します。 たとえば、書き込み書き込み のように新しいタブ名を

入力します。

5. ［Enter］キーを押すか、編集ボックスの外側をクリックして、変更を承諾します。

6. 次に、 リボンタブへのグループの追加して、タブを整備します。

コレクションエディタを使用したリボンタブの追加コレクションエディタを使用したリボンタブの追加

以下の手順を実行します。

1. リボンを選択してアクティブ化します。

2. リボンのプロパティウィンドウから Tabs プロパティを選択し、(Collection) の横の〈…〉ボタンをクリックします。
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RibbonTab コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

3. コレクションエディタで〈追加追加〉ボタンをクリックします。 リボンに新しいタブが追加されます。新しいタブはコレクションエ

ディタの［メンバメンバ］リストに表示されます。

新しい RibbonTab がハイライト表示された状態で、［プロパティ］リストからプロパティを編集できます。

4. ［プロパティ］リストから Text プロパティを探し、テキストを書き込み書き込みに変更します。

5. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。.

プログラムによるリボンタブの追加プログラムによるリボンタブの追加

リボンタブを追加するには、プロジェクトに次のコードを追加します。

Visual Basic の場合　

Visual Basic

' リボンにタブを追加

Dim RibbonTab2 As RibbonTab = New RibbonTab()
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' タブのラベルを設定

RibbonTab2.Text = "Write"
C1Ribbon1.Tabs.Add(RibbonTab2)

C# の場合

C#

// リボンにタブを追加

RibbonTab RibbonTab2 = new RibbonTab();
// タブのラベルを設定

RibbonTab2.Text = "Write";
C1Ribbon1.Tabs.Add(RibbonTab2);

リボンタブへのグループの追加リボンタブへのグループの追加

リボンタブにグループを追加するには、スマートデザイナかコレクションエディタを使用するか、コードを追加します。 各オプショ

ンについては、以下で説明します。

スマートデザイナを使用してリボングループを追加するにはスマートデザイナを使用してリボングループを追加するには

以下の手順を実行します。

1. 新しいグループを追加するタブを選択します。 新しいタブの作成手順については、「リボンへのタブの追加」トピックを

参照してください。

2. タブをクリックしてアクティブ化し、タブのフローティングツールバーを有効にします。

3. タブのフローティングツールバーから〈アクションアクション〉ドロップダウンボタンをクリックします。

4. ［グループの追加グループの追加］を選択します。 タブに新しいグループが追加されます。

5. ラベルを編集するには、グループテキストをクリックしてハイライト表示します。 たとえば、フォントフォント のように新しいグ

ループ名を入力します。

6. ［Enter］キーを押すか、編集ボックスの外側をクリックして、変更を承諾します。

7. リボングループへの項目の追加してグループを整備します。

RibbonGroup コレクションエディタを使用してリボングループを追加するにはコレクションエディタを使用してリボングループを追加するには

以下の手順を実行します。

1. 新しいグループを追加するタブを選択します。 タブがアクティブ化されます。

2. RibbonTab のプロパティウィンドウから Groups プロパティを選択し、(Collection) の横の〈…〉ボタンをクリックしま

す。
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RibbonGroup コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

3. コレクションエディタで〈追加追加〉ボタンをクリックします。 タブに新しいグループが追加されます。新しいグループは、［メンメン

ババ］リストに表示されます。

新しいグループがハイライト表示された状態で、［プロパティ］リストからプロパティを編集できます。

4. ［プロパティ］リストから Text プロパティを探し、テキストをフォントフォントに変更します。

5. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。

プログラムでリボングループを追加するにはプログラムでリボングループを追加するには

RibbonGroup をRibbonTabに追加するには、次のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

   ' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
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    ' タブをリボンに追加

    Dim RibbonTab2 As RibbonTab = New RibbonTab()
    ' タブのラベルを設定

    RibbonTab2.Text = "Write"
    C1Ribbon1.Tabs.Add(RibbonTab2)
 
    '  グループを「書き込み」タブに追加

    Dim RibbonGroup2 As RibbonGroup = New RibbonGroup()
    ' グループのラベルを設定

    RibbonGroup2.Text = "Font"
    RibbonTab2.Groups.Add(RibbonGroup2)
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // タブをリボンに追加

    RibbonTab RibbonTab2 = new RibbonTab();
    // タブのラベルを設定

    RibbonTab2.Text = "Write";
    c1Ribbon1.Tabs.Add(RibbonTab2);
 
    //  グループを「書き込み」タブに追加

    RibbonGroup RibbonGroup2 = new RibbonGroup();
    // グループのラベルを設定

    RibbonGroup2.Text = "Font";
    RibbonTab2.Groups.Add(RibbonGroup2);
}

注意注意： RibbonGroup.Text プロパティに RibbonGroup のコンテンツより長い値が設定されている場

合、TrimLongCaption プロパティを True に設定することで、RibbonGroup と同じ長さにキャプションを切り詰めること

ができます。

リボングループへの項目の追加リボングループへの項目の追加

リボングループに項目を追加するには、スマートデザイナかコレクションエディタを使用するか、コードを追加します。 各オプ

ションについては、以下で説明します。

スマートデザイナを使用してリボン項目を追加するにはスマートデザイナを使用してリボン項目を追加するには

以下の手順を実行します。

1. リボングループを選択し、グループのフローティングツールバーを有効にします。
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2. 〈アクションアクション〉ドロップダウンボタンをクリックします。 グループに追加するリボン項目のリストが表示されます。

3. 追加する項目を選択します。たとえば、［トグルボタンの追加トグルボタンの追加］を選択します。

4. トグルボタンのラベルを削除するには、テキストをクリックしてハイライト表示し、［Delete］キーを押します。

5. ［Enter］キーを押すか、編集ボックスの外側をクリックして、変更を承諾します。

6. 画像を追加するには、トグルボタンをクリックしてアクティブ化し、トグルボタンのフローティングツールバーを有効にしま

す。

7. 〈画像の変更画像の変更〉ボタン

 をクリックします。 ［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが表示されます。

8. ［小画像（小画像（16x16））］ドロップダウン矢印をクリックし、［AlignTextLeft］画像を選択します。

9. ボタン、チェックボックス、コンボボックス、ツールバーなど必要なリボン要素を追加してグループの構築を続けます。

コレクションエディタを使用してリボン項目を追加するにはコレクションエディタを使用してリボン項目を追加するには

以下の手順を実行します。

1. リボン項目を追加するグループを選択します。 グループがアクティブ化されます。

2. リボングループのプロパティウィンドウから Items プロパティを選択し、(Collection) の右の〈…〉ボタンをクリックしま

す。
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RibbonGroup Items コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

3. コレクションエディタで〈追加追加〉ボタンをクリックします。.
4. 使用可能な項目のリストから RibbonToggleButton を選択します。 新しい項目が［メンバメンバ］リストに表示されます。

新しい項目がハイライト表示された状態で、［プロパティ］リストからプロパティを編集できます。

5. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。

プログラム的に項目を追加するにはプログラム的に項目を追加するには

注意注意： 以下の例では、AlignLeft.png、AlignCenter.png、AlignRight.png の各画像（16x16）の含まれた埋め込みリソー

スが使用されています。 リソースを埋め込むには、［プロジェクトプロジェクト］メニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択しま

す。 「リソースリソース」タブから［リソースの追加リソースの追加］を選択し、既存のファイルを使用するか、新しいファイルを追加します。

トグルボタンなどのリボン項目をグループに追加するには、次のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
        ' タブを追加

        Dim RibbonTab2 As New RibbonTab()
        ' タブのラベルを設定

        RibbonTab2.Text = "Write"
        c1Ribbon1.Tabs.Add(RibbonTab2)
        ' 「書き込み」タブにグループを追加

        Dim RibbonGroup2 As New RibbonGroup()
        'グループのラベルを設定

        RibbonGroup2.Text = "Font"
        RibbonTab2.Groups.Add(RibbonGroup2)
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        Dim ToggleBtn1 As New RibbonToggleButton()
        'リボングループの RibbonToggleButton を追加

        RibbonGroup2.Items.Add(ToggleBtn1)
        ' トグルボタンのプロパティを編集

        ToggleBtn1.SmallImage = My.Resources.Resources.AlignLeft
        ToggleBtn1.Text = ""
        ToggleBtn1.ToolTip = "Align Left"
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
      // タブを追加

      RibbonTab RibbonTab2 = new RibbonTab();
      // タブのラベルを設定

      RibbonTab2.Text = "Write";
      C1Ribbon1.Tabs.Add(RibbonTab2);
      // 「書き込み」タブにグループを追加

      RibbonGroup RibbonGroup2 = new RibbonGroup();
      // グループのラベルを設定

      RibbonGroup2.Text = "Font";
      RibbonTab2.Groups.Add(RibbonGroup2);
      RibbonToggleButton ToggleBtn1 = new RibbonToggleButton();
      // リボングループの RibbonToggleButton を追加

      RibbonGroup2.Items.Add(ToggleBtn1);
      // トグルボタンのプロパティを編集

      ToggleBtn1.SmallImage = Properties.Resources.AlignLeft;
      ToggleBtn1.Text = "";
      ToggleBtn1.ToolTip = "Align Left";
}

RibbonTab での画像の表示での画像の表示

RibbonTab にさまざまなサイズの画像を表示するために、16 x 16 の小さいサイズの画像から 32 x 32 の大きいサイズの画

像まで設定できるようになりました。小さい画像（16 x 16）は、Image プロパティを使用して RibbonTab に簡単に設定できま

す。16 x 16 以外のサイズの画像が RibbonTab に適用されると、RibbonTab のサイズが画像に合わせて拡大されます。大

きい画像（32 x 32）は、Visual Basic アプリケーションの場合は Application.Designer.vb ファイル、CSharp アプリケーションの

場合は program.cs ファイルで、次のコードに示すように DisableGlassEffects() メソッドを使用して RibbonTab に設定でき

るようになりました。

Visual Basic でコードを書く場合
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Visual Basic

C1RibbonForm.DisableGlassEffects()

  

C# でコードで書く場合

C#

C1RibbonForm.DisableGlassEffects();

AllowImageScalingを使用することで、解像度の高いアプリケーションにおいて画像のスケーリングに関連する現象を回避

することが可能です。

メモ：メモ： カスタムビジュアルスタイルビジュアルスタイルでは、大きい画像（32 x 32）をそのままのサイズで表示できません。これは、タブに合

わせてサイズが縮小されます。

リボンアイテムの方向の変更リボンアイテムの方向の変更

C1Ribbon (Classic) for WinFormsでは、コントロールに追加されている項目の方向を変更することが可能です。

FlipImageRtl プロパティを使用することで画像などのようなリボンアイテムのデフォルト方向を「LeftToRight」から「RightToLeft」に
変更できます。

次のコード例は、リボンに追加されているアイテムの方向を「LeftToRight」から 「RightToLeft」に変更する方法を示します。この例

では、「クイックスタート」 セクションで作成したサンプルを使用しています。

コードの場合コードの場合

1. RibbonToolBarに「ToggleButton」コントロールを追加して次の設定を行います。

Name - ribbonToggleButton1
フローティングツールバーにある「画像の変更」アイコンをクリックして「画像 の変更」ダイアログを表示します。「画像

の変更」ダイアログの「小画像 (16*16) 」にあるドロップダウンから「Brush」を選択します。

2. RibbonToolBarにもう1つの「ToggleButton」コントロールを追加して次の設定 を行います。

Name - ribbonToggleButton4
フローティングツールバーにある「画像の変更」アイコンをクリックして「画像 の変更」ダイアログを表示します。「画像

の変更」ダイアログの「大画像 (32*32) 」にある「インポート」ボタンをクリックして「リソースの選択」ダイアログを表 示
します。このダイアログに対象画像のパスを指定します。

3. 次の図のように、C1Ribbon の右端に2つのボタンコントロールを追加しま す。
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4. 1番目の「Button」コントロールの「Text」プロパティを「右から左へ回す」と2番目の「Button」コントロールの「Text」プロパティ

を「フリップ」に設定 します。

                                             

5. 2つの「Button」コントロールのClickイベントを生成します。

6. コードビハインドに「Click」イベントで生成されたイベントハンドラ内に以下の コードを追加します。

Visual Basic
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Private Sub button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles button1.Click
    If Not RightToLeftLayout Then
        RightToLeftLayout = True
        RightToLeft = RightToLeft.Yes
    Else
        RightToLeftLayout = False
        RightToLeft = RightToLeft.No
    End If
End Sub

Private Sub FlipImage_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles FlipImage.Click
    ribbonToggleButton1.FlipImageRtl = Not ribbonToggleButton1.FlipImageRtl
    ribbonToggleButton2.FlipImageRtl = Not ribbonToggleButton2.FlipImageRtl
    ribbonToggleButton4.FlipImageRtl = Not ribbonToggleButton4.FlipImageRtl
End Sub

C#
private void FlipImage_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ribbonToggleButton1.FlipImageRtl = !ribbonToggleButton1.FlipImageRtl;
    ribbonToggleButton2.FlipImageRtl = !ribbonToggleButton2.FlipImageRtl;
    ribbonToggleButton4.FlipImageRtl = !ribbonToggleButton4.FlipImageRtl;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!RightToLeftLayout)
    {
        RightToLeftLayout = true;
        RightToLeft = RightToLeft.Yes;
    }
    else
    {
        RightToLeftLayout = false;
        RightToLeft = RightToLeft.No;
    }
}

7. アプリケーションを実行します。次の図のようなフォームが表示されます。
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8. 「右から左へ回す」ボタンをクリックすると、次の図のように C1Ribbon コン トロールのデフォルト方向が変更されます。

9. ．「フリップ」ボタンをクリックすると、次の図のように「Toggle Button」の方 向がフリップされます。

トグルボタングループの作成トグルボタングループの作成

ToggleGroupName プロパティを使用して、相互に排他的なトグルボタンを作成できます。

以下の手順を実行します。
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1. トグルボタンのグループを追加するリボングループを選択します。 グループのフローティングツールバーが有効になり

ます。

2. 〈アクションアクション〉ドロップダウンボタンをクリックします。 リボン項目が表示され、グループに追加できるようになります。

3. リストから［トグルボタンの追加トグルボタンの追加］を選択します。 ラベル付きのトグルボタンがリボンコントロールに表示されます。

4. トグルボタンを選択して、ボタンのフローティングツールバーをアクティブ化します。

5. 〈その他の設定その他の設定〉

 をクリックして、［その他その他］ダイアログボックスを開きます。

6. 次の図にように、ToggleGroupName プロパティに編集編集と入力します。

7. さらにトグルボタンを追加し、ToggleGroupName プロパティを編集編集に設定して、グループの構築を続けます。

リッチなリッチな ToolTip の作成の作成

ToolTip エディタを使用して、リッチな ToolTip を RibbonItem、 RibbonGroup、および RibbonTab　に追加できます。この

トピックでは、リッチな ToolTip を RibbonTab に追加します。

注意：注意： リボン項目の通常の ToolTip を作成する方法については、「リボンアイテムのツールチップの表示」を参照してく

ださい。

以下の手順を実行します。以下の手順を実行します。

1. C1Ribbon のデフォルトタブを選択してアクティブ化します。 タブのプロパティのリストがプロパティウィンドウに表示さ

れます。

2. プロパティウィンドウで、タブのToolTip プロパティを探し、〈…〉ボタンを押します。

「Office」タブページにフォーカスがある状態で、ToolTip エディタが開きます。

3. 「Office」タブページで、以下のタスクを実行します。

1. ［タイトルタイトル］テキストボックスに「ToolTip チュートリアル」と入力します。

2. ［画像画像］のドロップダウン矢印をクリックし、［画像の追加画像の追加］を選択して、［開く開く］ダイアログボックスにアクセスしま

す。 小さい画像（16x16 ピクセルのアイコンが最良）を選択し、［開く開く］をクリックします。＜br />

3. ［上部区切り線上部区切り線］チェックボックスを ON にします。

4. ［本体テキスト本体テキスト］テキストボックスに「Ribbon for WinForms」と入力します。

5. ［下部区切り線下部区切り線］チェックボックスを ON にします。

6. ［サブタイトルサブタイトル］テキストボックスに「www.componentone.com」と入力します。

以下のような画像がプレビューペインに表示されます。
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4. 「Html」タブをクリックし、そのタブページをフォーカス状態にして、以下の手順を実行します。

1. エディタで、「www.componentone.com」を囲んでいる <b> タグと </b> タグを削除します。

2. 「Ribbon for WinForms」を選択し、〈斜体斜体〉ボタンを押します。

3. タイトル「ToolTip チュートリアル」の前にカーソルを置き、<font color="red"> と入力します。 タイト

ルの末尾にカーソルを移動し、</font> と入力します。

以下のような画像がプレビューペインに表示されます。

5. 「プロパティ」タブをクリックし、そのタブページをフォーカス状態にして、以下のプロパティを設定します。

Border プロパティを True に設定します。

BorderColor プロパティを Red に設定します。

IsBalloon プロパティを True に設定します。

IntialDelay プロパティを "50" に設定します。 これは、ユーザーがタブ上にカーソルを置いてから 50 ミリ秒
（0.05 秒）後にツールチップが表示されるということです。

6. 〈OK〉をクリックして、ToolTip エディタエディタを閉じ、〈OK〉を押して、C1InputPanel コレクションエディタコレクションエディタを閉じます。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

プロジェクトをビルドしたら、RibbonTab の上にカーソルを置いてツールチップが表示されることを確認します。 その結果、

ToolTip は次の図のようになります。
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リボンへのコントロールの埋め込みリボンへのコントロールの埋め込み

2008 v2 リリース以降、任意のコントロールを C1Ribbon (Classic) に追加できるようになりまし

た。C1.Win.C1Ribbon.RibbonControlHost  を継承する新しいクラスを定義することで、RibbonControlHost 要素を使用

したコントロールを簡単に追加できます。

リボングループへのリボングループへの TextBox の埋め込みの埋め込み

標準 TextBox コントロールをリボングループに追加するには、以下の手順を実行します。

1. 新しいリボンアプリケーションを作成します。詳細については、「C1Ribbon アプリケーションプロジェクトの作成アプリケーションプロジェクトの作成」を参照

してください。

2. MainRibbonForm を開いてリボンフォームを表示し、［表示表示］-［コードコード］を選択してコードビューを開きます。

3. プロジェクトに以下のコードを追加し、RibbonControlHost 要素を継承する新しい TextBoxHost クラスを作成します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Public Class TextBoxHost
    Inherits C1.Win.C1Ribbon.RibbonControlHost
    Public Sub New()
        MyBase.New(New System.Windows.Forms.TextBox())
    End Sub
End Class

C# コードの書き方

C#

public class TextBoxHost : C1.Win.C1Ribbon.RibbonControlHost
{
    public TextBoxHost()
        : base(new System.Windows.Forms.TextBox())
    {
    }
}

4. プロジェクトをビルドして閉じ、デザインビューに戻ります。
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5. メインメニューのフローティングツールバーを開き、〈アクションアクション〉ボタンをクリックして、［タブの追加タブの追加］を選択します。

空のリボングループを備える新しい「リボン」タブがリボンに追加されます。

6. 新しいリボングループを選択し、フローティングツールバーから〈アクションアクション〉ボタンをクリックして、［ControlHost の追の追

加加］を選択します。

［RibbonControlHost の追加の追加］ダイアログボックスが開きます。

7. ［RibbonControlHost の追加の追加］ダイアログボックスにコントロールホストの名前、たとえば、

「ProjectName.FormName+TextBoxHost」と入力します。ProjectName と FormName は実際のプロジェクトとフォーム

の名前で置き換えてください。

8. 〈OK〉をクリックして、［RibbonControlHost の追加の追加］ダイアログボックスを閉じます。

TextBox コントロールがリボングループに表示されることを確認してください。

ヒントヒント：次回 TextBoxHost 要素を追加するときに、その名前を入力する必要はありません。 このクラスの名前は、

［RibbonControlHost の追加の追加］ダイアログボックスのドロップダウンリストで利用できます。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

実行時に、TextBoxHost 要素を標準 TextBox と同じように操作できるようになります。
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RibbonControlHost クラスは、ホストされるコントロールの標準プロパティとイベントを公開します。ホストされるコントロール

のその他のプロパティ、メソッド、およびイベントにアクセスするには、Control プロパティを使用します。

OnSubscribeControlEvents などのイベントでメソッドをオーバーライドし、ホストされるコントロールで発生したイベントを処理

することもできます。カスタム機能をプロパティに追加して、ホストされるコントロールを拡張できます。

リボングループへのリボングループへの Gauge の埋め込みの埋め込み

 RibbonControlHost element 要素を使用することで、 C1RibbonGroup コントロールまたは a C1StatusBar  コントロール

内で C1Gauge コントロールをホストすることができます。 C1Gauge を RibbonGroup に埋め込むには、以下の手順を実行

します。

注意：注意： このヘルプでは、テンプレートファイルを使用して、C1Gauge コントロールのルーラービューを作成します。 この

ファイルを作成するには、C1Gauge コントロールを Windows フォームに追加し、［新規ゲージギャラリー新規ゲージギャラリー］ダイアログ

ボックスから Linear Gauge Simple Ruler テンプレートを選択します。 C1Gauge スマートタグを開き、〈XML ファイルにファイルに

保存保存〉をクリックします。 ファイル名 Ruler.xml を入力して、〈保存保存〉をクリックします。

1. 新しいリボンアプリケーションを作成します。 詳細については、「C1Ribbon アプリケーションプロジェクトの作成アプリケーションプロジェクトの作成」を参

照してください。

2. C1Ribbon コントロールと C1StatusBar コントロールをフォームに追加します。 フォームを宣言するコードを改変して、

Windows フォームをリボンフォームに変更します。

3. Windows フォームを右クリックし、［コードの表示コードの表示］を選択します。

4. クラス宣言を以下のコードで置き換え、Windows フォームをリボンフォームリボンフォームに変更します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Partial Class Form1
Inherits C1.Win.C1Ribbon.C1RibbonForm
End Class

C# コードの書き方

C#

public partial class Form1 : C1RibbonForm

5. コードビューを閉じずに、RibbonControlHost を使用して新しいクラスを定義し、C1Gauge コントロールを追加しま

す。 このコードは、PointerDragMove イベントを処理し、コントロール内のポインタのドラッグも処理するようになりま

す。 ページの一番上に以下のコードを追加します。

Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic

Imports C1.Win.C1Gauge
Imports System.Xml

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Gauge;
using System.Xml;

6. InitializeComponent() メソッドの後ろに以下のコードを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Public Class GaugeHostControl
     Inherits C1.Win.C1Ribbon.RibbonControlHost
           Private linearGauge As C1LinearGauge
          Public Sub New()
         MyBase.New(New C1.Win.C1Gauge.C1Gauge)
         linearGauge = New C1LinearGauge
         Dim doc As XmlDocument = New XmlDocument
         doc.LoadXml(Properties.Resources.Ruler)
         linearGauge.Load(doc)
         C1Gauge.Gauges.Add(linearGauge)
         C1Gauge.BackColor = System.Drawing.Color.Azure
         linearGauge.PointerDragMove = (linearGauge.PointerDragMove + 
LinearGauge_PointerDragMove)
     End Sub
          <Browsable(false),  _
                                
DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Hidden)> _  
                        Public ReadOnly Property C1Gauge As 
C1.Win.C1Gauge.C1Gauge
         Get
             Return CType(Control,C1.Win.C1Gauge.C1Gauge)
         End Get
     End Property
    
     Private Sub LinearGauge_PointerDragMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 
PointerDragEventArgs)
         e.Pointer.UpdateValue(e.NewValue, 0.5)
     End Sub
 End Class

C# コードの書き方

C#

public class GaugeHostControl : C1.Win.C1Ribbon.RibbonControlHost 
{ 
    private C1LinearGauge linearGauge; 
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    public GaugeHostControl() : base(new C1.Win.C1Gauge.C1Gauge()) 
    { 
        linearGauge = new C1LinearGauge(); 
        XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
        doc.LoadXml(Properties.Resources.Ruler); 
        linearGauge.Load(doc); 
        C1Gauge.Gauges.Add(linearGauge); 
        C1Gauge.BackColor = System.Drawing.Color.Azure; 
        linearGauge.PointerDragMove += LinearGauge_PointerDragMove; 
    } 
    [Browsable(false)]    
[DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Hidden)]   
    public C1.Win.C1Gauge.C1Gauge C1Gauge 
    { 
        get 
        { 
            return (C1.Win.C1Gauge.C1Gauge)Control; 
        } 
    } 
    private void LinearGauge_PointerDragMove(System.Object sender, 
PointerDragEventArgs e) 
    { 
        e.Pointer.UpdateValue(e.NewValue, 0.5); 
    } 
}

7. リューションツールバーから Resources.resx ファイルを開きます。 ［リソースの追加リソースの追加］→［既存のファイルの追加既存のファイルの追加］をク

リックし、Ruler.xml ファイルを保存したフォルダから選択します。

8. プロジェクトをビルドしてから、デザインビューに戻ります。 空のリボングループを選択して、リボングループのフロー

ティングツールバーを開きます。

9. 〈アクションアクション〉ボタン  をクリックし、リストから［コントロールホストの追加コントロールホストの追加 ］を選択します。 ［RibbonControlHost のの
追加追加］ダイアログウィンドウが表示されます。

10. 追加する RibbonControlHost のクラス名を入力します。 クラス名は、ProjectName.FormName+GaugeHostControl
の形式に従う必要があります。ProjectName と FormName は、次の図のように実際のプロジェクト名とフォーム名で

置き換えてください。

11. アプリケーションを実行します。 C1Ribbon アプリケーションが次の図のように表示されます。
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リボンイベントの処理リボンイベントの処理

リボンの多くは、ビジュアルデザイナを使用して作成できますが、リボン上の項目に特定の機能を実行させるには、コーディン

グが必要になります。 以下のトピックでは、ラジオボタン上のさまざまな項目に Click イベントハンドラを追加する方法を示しま

す。

RibbonButton.Click イベントの処理イベントの処理

注意：注意：このトピックでは、３つのリボンボタンをリボンに追加し、リボンフォームに RichTextBox を追加してあることを前

提としています。 リボンにリボンボタンを追加する手順については、「リボングループへの項目の追加」を参照してくださ

い。

リッチテキストボックスのテキストのコピー、切り取り、または貼り付けを実行できるようにするには、〈コピーコピー〉、〈切り取り切り取り〉、〈貼貼

り付けり付け〉の各ボタンの Click イベントハンドラを作成します。 以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
' 〈コピー〉ボタンの Click イベントを処理

Private Sub CopyBtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles CopyBtn.Click
    Me.RichTextBox1.Copy()
    Me.RichTextBox1.Focus()
End Sub
 
' 〈切り取り〉ボタンの Click イベントを処理

Private Sub CutBtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Cutbtn.Click
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    Me.RichTextBox1.Cut()
    Me.RichTextBox1.Focus()
End Sub
 
' 〈貼り付け〉ボタンの Click イベントを処理

Private Sub PasteBtn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles PasteBtn.Click
    Me.RichTextBox1.Paste()
    Me.RichTextBox1.Focus()
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
// コピー〉ボタンの Click イベントを処理

private void CopyBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.richTextBox1.Copy();
    this.richTextBox1.Focus();
}
 
//〈切り取り〉ボタンの Click イベントを処理

private void CutBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.richTextBox1.Cut();
    this.richTextBox1.Focus();
}
 
// 〈貼り付け〉ボタンの Click イベントを処理

private void PasteBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.richTextBox1.Paste();
    this.richTextBox1.Focus();
}

RibbonButton.Name プロパティに以下の値が設定されている点に注意してください。

RibbonButton1.Name = CopyBtn
RibbonButton2.Name = CutBtn
RibbonButton3.Name = PasteBtn

RibbonToggleButton.Click イベントの処理イベントの処理

注意：注意： このトピックでは、RibbonToggleButton をリボンに追加し、RichTextBox コントロールをリボンフォームリボンフォームに追加

していることを前提としています。 リボンにリボンボタンを追加する手順については、「リボングループへの項目の追加」

を参照してください。
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リッチテキストボックスで選択したテキストを太字体にできるようにするには、〈太字太字〉ボタンの RibbonToggleButton.Click イ
ベントハンドラを作成します。 以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
' 〈太字〉ボタンの Click イベントを処理

Private Sub BoldBtn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
BoldBtn.Click
    ' 太字〉ボタンにスタイルを割り当て

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Bold)
End Sub
 
' RichTextBox にフォントスタイルを適用

Sub ToggleSelectionFontStyle(ByVal fontStyle As FontStyle)
 If Me.RichTextBox1.SelectionFont Is Nothing Then
   MessageBox.Show("Cannot change font style while selected text has more than one 
font.")
 Else
   Me.RichTextBox1.SelectionFont = New Font(Me.RichTextBox1.SelectionFont, 
Me.RichTextBox1.SelectionFont.Style Xor fontStyle)
 End If
 Me.RichTextBox1.Focus
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
// 〈太字〉ボタンの Click イベントを処理

private void BoldBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 〈太字〉ボタンにスタイルを割り当て

    ToggleSelectionFontStyle(FontStyle.Bold);
}
 
// RichTextBox にフォントスタイルを適用

void ToggleSelectionFontStyle(FontStyle fontStyle)
{
    if (this.richTextBox1.SelectionFont == null)

Ribbon for WinForms  

148 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



    {
        MessageBox.Show("Cannot change font style while selected text has more than 
one font.");
    }
    else
    {
        this.richTextBox1.SelectionFont = new Font(this.richTextBox1.SelectionFont,
            this.richTextBox1.SelectionFont.Style ^ fontStyle);
    }
 
    this.richTextBox1.Focus();
}

この例では、RibbonToggleButton.Name プロパティが BoldBtn に設定されている点に注意してください。

リボングループへのランチャーボタンの追加リボングループへのランチャーボタンの追加

スマートデザイナ、プロパティウィンドウ、またはコードエディタを使用して、ダイアログボックスランチャーボタンをリボングルー

プに追加することができます。

スマートデザイナを使用してランチャーボタンを追加するにはスマートデザイナを使用してランチャーボタンを追加するには

以下の手順を実行します。

1. マウスポインタを使用して、リボングループをクリックし、グループのキャプション領域にポインタを置いて、次のフロー

ティングツールバーを有効にします。

2. 〈ランチャーボタンの追加ランチャーボタンの追加〉ボタンをクリックします。

プロパティウィンドウを使用してランチャーボタンを追加するにはプロパティウィンドウを使用してランチャーボタンを追加するには

オプションで、プロパティウィンドウを使用してランチャーボタンをリボングループに追加することもできます。 フォーム上のグ

ループをクリックして、プロパティウィンドウのグループプロパティを表示します。 HasLauncherButton  プロパティのドロップ

ダウン矢印を探して、ドロップダウンリストから True を選択します。

プログラム的にランチャーボタンを追加するにはプログラム的にランチャーボタンを追加するには

ランチャーボタンをグループ（RibbonGroup1）に追加するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    ' ランチャーボタンを追加

    Me.RibbonGroup1.HasLauncherButton = True
End Sub
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C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // ランチャーボタンを追加

    this.ribbonGroup1.HasLauncherButton = true;
}

ステータスバー項目の追加ステータスバー項目の追加

sこのタスクを開始する前に、Visual Studio のツールボックスの C1StatusBar アイコンをダブルクリックして、C1StatusBar コ
ントロールをリボンフォームに追加します。ステータスバーがリボンフォームの下にドッキングします。スマートデザイナ、コレク

ションエディタ、またはコードエディタを使用して、ステータスバーに項目を追加できます。このトピックでは、コレクションエディタ

を使用して、ステータスバー項目を追加する方法を示します。

以下の手順を実行します。

1. C1StatusBar コントロールをクリックしてアクティブ化します。

2. C1StatusBar のプロパティウィンドウで、LeftPaneItems プロパティの横の［(Collection)］をクリックしてから〈…〉ボタン

をクリックします。C1StatusBar LeftPaneItems コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。.
3. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックして、リストから［Ribbon ProgressBar］を選択します。.
4. ［メンバメンバ］リストでプログレスバーを選択した状態で、RibbonProgressBar.Value プロパティを 30 に設定します。

5. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。

6. C1StatusBar のプロパティウィンドウで、RightPaneItems プロパティの横の［(Collection)］をクリックしてから〈…〉ボ

タンをクリックします。C1StatusBar RightPaneItems コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

7. ［追加追加］ドロップダウンボタンをクリックして、［RibbonButton と RibbonTrackBar ］を選択し、項目を［メンバメンバ］リストに

追加します。

8. ［メンバメンバ］リストでボタンが選択された状態で、プロパティウィンドウで以下のプロパティを設定します。

RibbonItem.SmallImage = None
RibbonButton.Text = 30%

9. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。

10. C1StatusBar のプロパティウィンドウで、C1StatusBar.RightPaneWidth プロパティを 150 に設定します。

11. コードエディタで、以下のコードを追加し、左右のパネルの項目を有効にします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    RibbonTrackBar1.SmallChange = 1
    RibbonTrackBar1.LargeChange = 5
    RibbonTrackBar1.Minimum = 0
    RibbonTrackBar1.Maximum = 100
    RibbonTrackBar1.Value = 30
    AddHandler RibbonTrackBar1.Scroll, AddressOf RibbonTrackBar1_Scroll
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End Sub
 
Sub RibbonTrackBar1_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim val As Integer = RibbonTrackBar1.Value
    RibbonProgressBar1.Value = val
    RibbonButton1.Text = val.ToString + "%"
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{ 
    ribbonTrackBar1.SmallChange = 1;
    ribbonTrackBar1.LargeChange = 5;
    ribbonTrackBar1.Minimum = 0;
    ribbonTrackBar1.Maximum = 100;
    ribbonTrackBar1.Value = 30;
    ribbonTrackBar1.Scroll += new EventHandler(ribbonTrackBar1_Scroll);
           
}
void ribbonTrackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    int val = _trackbar.Value;
    ribbonProgressBar1.Value = val;
    ribbonButton1.Text = val.ToString() + "%";
}

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

アプリケーションを実行し、トラックバーコントロールをクリックしてドラッグします。 プログレスバーとボタンコントロールの値が

同時に変化する点に注意してください。
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カラーピッカーのテーマの色の変更カラーピッカーのテーマの色の変更

RibbonColorPicker には、テーマの色と標備の色の２つのセクションがあります。

テーマの色を変更するには、プロパティウィンドウから、またはプログラム的にOfficeColorPalette プロパティを変更します。

プロパティウィンドウを使用してカラーピッカーのテーマの色を変更するにはプロパティウィンドウを使用してカラーピッカーのテーマの色を変更するには

プロパティウィンドウを使用して、OfficeColorPalette プロパティを変更できます。 リボングループにカラーピッカーを追加し、

カラーピッカー項目をクリックして、プロパティウィンドウに RibbonColorPicker プロパティを表示します。

OfficeColorPalette プロパティのドロップダウン矢印を探して、リストから新しい配色テーマ、たとえば［Metro］を選択しま

す。
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カラーピッカーのテーマの色をプログラム的に変更するにはカラーピッカーのテーマの色をプログラム的に変更するには

注意：注意： 次の例では、画像 FontColor.png（16x16）の含まれている埋め込みリソースを使用します。 リソースを埋め込む

には、［プロジェクトプロジェクト］メニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択します。 「リソースリソース」タブから［リソースの追加リソースの追加］を

選択し、既存のファイルを選択するか、新しいファイルを追加します。

カラーピッカーのテーマを、たとえばカラーピッカーのテーマを、たとえば Office2007ColorThemes.Metro に変更するには、次のコードをプロジェクトにに変更するには、次のコードをプロジェクトに

追加します。追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
 
    Dim ColorPicker As RibbonColorPicker = New RibbonColorPicker()
 
    ' カラーピッカーをグループに追加

    RibbonGroup1.Items.Add(ColorPicker)
 
    ' FontColor 画像を Resources フォルダに追加

    ' カラーピッカーの画像を設定

    ColorPicker.SmallImage = Properties.Resources.FontColor
 
    ' カラーピッカーのテーマの色を設定

    ColorPicker.OfficeColorPalette = Office2007ColorThemes.Metro
End Sub
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C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    RibbonColorPicker ColorPicker = new RibbonColorPicker();
 
    // カラーピッカーをグループに追加

    ribbonGroup1.Items.Add(ColorPicker);
 
    // FontColor 画像を Resources フォルダに追加

    // カラーピッカーの画像を設定

    ColorPicker.SmallImage = Properties.Resources.FontColor;
 
    // カラーピッカーのテーマの色を設定

    ColorPicker.OfficeColorPalette = Office2007ColorThemes.Metro;
}

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

アプリケーションを実行し、カラーピッカーをクリックします。 新しい配色テーマが［テーマの色テーマの色］セクションの下に表示されます。

表示スタイルの変更表示スタイルの変更

スマートタグ、スマートデザイナ、プロパティウィンドウなどを使用して、またはコードを追加することで VisualStyle プロパティ

を変更し、リボンの表示スタイルを変更できます。 各オプションについては、以下で説明します。

スマートタグを使用して表示スタイルを変更するにはスマートタグを使用して表示スタイルを変更するには

以下の手順を実行します。

1. リボンを選択してコントロールをアクティブ化します。

2. スマートタグ（
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）をクリックして、［C1Ribbon タスクタスク］メニューを有効にします。

3. ［表示スタイル表示スタイル］ドロップダウン矢印をクリックして、［Office2007Black］を選択します。

スマートデザイナを使用して表示スタイルを変更するにはスマートデザイナを使用して表示スタイルを変更するには

以下の手順を実行します。

1. マウスポインタをリボンの上に置き、スマートデザイナタグ

 をクリックします。 リボンフローティングツールバーが有効になります。

2. メインツールバーの〈リボンの表示スタイルの変更リボンの表示スタイルの変更〉

ボタンをクリックします。 ［表示スタイル表示スタイル］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［リボンの表示スタイルリボンの表示スタイル］ドロップダウンリストから新しいカラースキーム、たとえば、［Office2007Black］を選択します。

プロパティウィンドウを使用して表示スタイルを変更するにはプロパティウィンドウを使用して表示スタイルを変更するには

オプションで、プロパティウィンドウを使用して、VisualStyle プロパティを変更することができます。リボンをクリックして、プロパ

ティウィンドウにリボンプロパティを表示します。 VisualStyle プロパティのドロップダウン矢印を探し、リストから新しい

Windows XP テーマ、たとえば、［Office2007Black］を選択します。

プログラムで表示スタイルを変更するにはプログラムで表示スタイルを変更するには

リボンの表示スタイルを Office2007Black に変更するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    Me.C1Ribbon1.VisualStyle = C1.Win.C1Ribbon.VisualStyle.Office2007Black
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
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{
    this.c1Ribbon1.VisualStyle = C1.Win.C1Ribbon.VisualStyle.Office2007Black;
}

ショートカットキーの作成ショートカットキーの作成

キーボードを使用して、特定のコマンドを実行できます。たとえば、テキストを太字にする場合、文字どおりキーの組み合せを

使用できます。アクションをトリガーするには、キーを同時に押す必要があり、ほとんどの場合（すべてではありません）、キー

の組み合せに［Ctrl］キーとその他のキーが含まれます（たとえば、テキストを太字にするには、［Ctrl］+［B］キーを押します）。

注意：注意：このトピックでは、「 手順 2：リボンアイテムを追加する」を完了し、〈太字太字〉ボタンの RibbonToggleButton.Click イ
ベントハンドラを作成していることを前提としています。

以下の手順を実行します。

1. Windows フォームをリボンフォームに変更します。

2. リボンボタン（この場合は〈太字太字〉ボタン）を選択して、プロパティウィンドウでそのプロパティを表示します。

3. ［ShortcutKeys］プロパティを探して、Ctrl チェックボックスを ON にし、ドロップダウンリストから B を選択します。

4. ショートカットキーショートカットキーエディタの外側をクリックして変更を受け入れます。.
5. アプリケーションを保存し、実行します。

ここで、アプリケーションの実行時に［Ctrl］+［B］キーの組合せを押すと、〈太字太字〉ボタンの

RibbonToggleButton.Click イベントイベントがトリガーされ、選択したテキストが太字フォントスタイルになります。.

キーヒントの作成と表示キーヒントの作成と表示

キーヒントでは、メインの C1Ribbon  コントロールの SupportsKeyTips プロパティと CaptureF10Key プロパティ、および

C1Ribbon コントロールの個々の要素の KeyTip プロパティを使用します。

注意：注意：このトピックでは、「リボンボタンをグループに追加しリボンボタンをグループに追加し」 を完了し、〈太字太字〉ボタンの RibbonToggleButton.Click イベ

ントハンドラを作成していることを前提としています。

以下の手順を実行します。

1. RibbonToggleButton を含むタブを選択します。 プロパティウィンドウで RibbonTab プロパティを表示し、KeyTips
プロパティを探します。 このプロパティは、デフォルトで 1 に設定されています。

2. C1Ribbon 上の〈太字太字〉ボタンを選択します。 プロパティウィンドウで RibbonToggleButton の KeyTips プロパティを
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探します。

3. このヘルプでは、次の図のように KeyTip プロパティを 4 に設定します。

4. C1Ribbon コントロールの他の要素に対して KeyTips を作成します。 KeyTip は、RibbonGroups、 RibbonTabs、
 RibbonButtons、、などに使用できます。

5. ［F5］キーを押してアプリケーションを実行します。 ［Alt］キーを押して、KeyTips を表示し、［F10］を押して、KeyTips の
表示／非表示を切り替えます。 C1Ribbon アプリケーションは次の図のようになっているはずです。

6. 1］キーを押すと、RibbonToggleButton の KeyTips が表示されます。
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リボンアイテムのツールチップの表示リボンアイテムのツールチップの表示

リボン項目のツールチップを表示するには、スマートデザイナやプロパティウィンドウを使用するか、コードを追加し

て、RibbonItem.ToolTipプロパティを設定します。 各オプションについては、以下で説明します。

注意：注意： リッチなツールチップの作成方法については、「 リッチな ToolTip の作成」を参照してください。

スマートデザイナを使用してツールチップを追加するにはスマートデザイナを使用してツールチップを追加するには

以下の手順を実行します。

1. トグルボタンを選択して、要素をアクティブ化し、トグルボタンのフローティングツールバーを有効にします。

2. フローティングツールバーで〈テキスト設定テキスト設定〉ボタン  をクリックします。 ［テキスト設定テキスト設定］ダイアログボックスが表示さ

れます。

3. ［ツールチップツールチップ］ボックスにツールチップテキスト、たとえば、太字太字と入力します。

4. 〈x〉をクリックするか、［テキスト設定テキスト設定］ダイアログボックスを外側をクリックして、変更を承諾します。

5. アプリケーションを保存し、実行します。 マウスポインタを〈太字太字〉ボタンの上に置くと、「太字」ツールチップテキストが表

示されます。

プロパティウィンドウを使用してツールチップを表示するにはプロパティウィンドウを使用してツールチップを表示するには
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オプションで、プロパティウィンドウを使用して ToolTip プロパティを設定することができます。トグルボタンをクリックして、プロ

パティウィンドウに項目のプロパティを表示します。 ToolTip プロパティを探し、ボックスにツールチップテキスト、たとえば、太太

字字を入力します。

プログラム的にツールチップを表示するにはプログラム的にツールチップを表示するには

注意：注意： 次の例では、画像 FontColor.png（16x16）の含まれている埋め込みリソースを使用します。 リソースを埋め込む

には、［プロジェクトプロジェクト］メニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択します。 「リソースリソース」タブから［リソースの追加リソースの追加］を

選択し、既存のファイルを追加するか、新しいファイルを追加します。

トグルボタンのツールチップテキストを太字に設定するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。トグルボタンのツールチップテキストを太字に設定するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    With RibbonToggleButton1
        ' テキストラベルなし

        .Text = ""
        ' 16x16 画像を設定

        .SmallImage = My.Resources.Bold;
        ' ツールチップを表示

        .ToolTip = "Bold"
    End With
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // テキストラベルなし

    this.ribbonToggleButton1.Text = "";
    // 16x16 画像を設定

    this.ribbonToggleButton1.SmallImage = My.Resources.Bold;
    // ツールチップを表示

    this.ribbonToggleButton1.ToolTip = "Bold";
}

ツリーベースのデザイナを使用したリボンアイテムの非表ツリーベースのデザイナを使用したリボンアイテムの非表
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リボンのデザインは、デザイン時にスマートデザイナを使用して簡単にカスタマイズできます。 このトピックでは、リボン項目のリボン項目の

非表示／表示デザイナ非表示／表示デザイナを使用して、リボンのデザインを変更する方法について説明します。

以下の手順を実行します。

1. マウスポインタをリボンの上に置き、スマートデザイナタグ  をクリックします。 リボンフローティングツールバーが有

効になります。

2. メインのフローティングツールバーで、〈リボン項目の非表示／表示リボン項目の非表示／表示〉ボタン をクリックします。 ツリーベースのデザ

イナが表示されます。

3. ［リボン項目の非表示／表示リボン項目の非表示／表示］デザイナでチェックボックスを OFF にすると対応するオブジェクトがリボンから削除され

ます。 この例では、オブジェクト View [RibbonTab] の選択を解除します。

タブがリボンから削除されていることに注意してください。 デザイナで［View [RibbonTab]］チェックボックスを ON に
することで、簡単にリボンに戻すことができます。

グループでのコンボ／編集ボックスの整列グループでのコンボ／編集ボックスの整列

RibbonComboBox.GapBeforeTextArea プロパティと  RibbonTextBox. GapBeforeTextArea  プロパティを使用して、複

数のコンボボックス／編集ボックスのテキストボックス部分をリボングループ上で縦に整列することができます。 このプロパ

ティは、要素のラベル部分とテキストボックス部分の間隔（ピクセル単位）を指定します。 このプロパティの最大許容値は 80
に設定されています。

スマートデザイナとプロパティウィンドウを使用してグループ上でコンボ／編集ボックスを整列させるには以下の手順を実行しスマートデザイナとプロパティウィンドウを使用してグループ上でコンボ／編集ボックスを整列させるには以下の手順を実行し

ます。ます。

1. リボングループを選択し、グループのフローティングツールバーを有効にします。

2. 〈アクションアクション〉ドロップダウンボタンをクリックします。 グループに追加するリボン項目のリストが表示されます。

3. リストから［ComboBox の追加の追加］を選択し、次に［EditBox の追加の追加］を選択します。 各項目がリボングループに追加さ

れます。:
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テキストボックス部分が垂直方向に揃っていないことに注意してください。 次の手順では、要素のラベル部分とテキスト

ボックス部分の間隔を指定し、各部分を揃える方法について説明します。

注意：注意： ラベルの長さによっては、各部分を垂直方向に揃えるために間隔のサイズを拡大／縮小する必要がある

場合があります。

4. コンボボックスを選択してアクティブ化にし、リボンコンボボックスのプロパティウィンドウから以下のとおりします。

RibbonComboBox.GapBeforeTextArea プロパティを探し、間隔（ピクセル単位）を 3 に設定します。

RibbonComboBox.Label プロパティを探し、テキストを「お気に入り：」に設定します。

5. 次に、編集ボックスを選択してアクティブ化にし、リボン編集ボックスのプロパティウィンドウから以下のとおり実行しま

す。

RibbonComboBox.GapBeforeTextArea プロパティを探し、間隔（ピクセル単位）を 28 に設定します。

RibbonTextBox.Label プロパティを探し、テキストを「検索」に設定します。

プログラム的にコンボ／編集ボックスを整列するにはプログラム的にコンボ／編集ボックスを整列するには

オプションで、コードを使用してリボンコンボ／編集ボックスをリボングループに追加し、コンボ／編集ボックスのラベル部分と

テキストボックス部分の間隔を指定することができます。

以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    '  RibbonComboBox 項目と RibbonTextBox 項目を

    '  リボングループに追加

    Dim ComboBox1 As RibbonComboBox = New RibbonComboBox()
    Dim EditBox1 As RibbonTextBox = New RibbonTextBox()
    RibbonGroup1.Items.Add(ComboBox1)
    RibbonGroup1.Items.Add(EditBox1)
 
    ' ラベルを追加

    ComboBox1.Label = "Favorites:"
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    EditBox1.Label = "Find:"
 
    ' コンボ／編集ボックス要素のラベル部分と

"
    ' テキストボックス部分の間隔を指定

    ComboBox1.GapBeforeTextArea = 3
    EditBox1.GapBeforeTextArea = 28
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    //  RibbonComboBox 項目と RibbonTextBox 項目を

    //  リボングループに追加

    RibbonComboBox ComboBox1 = new RibbonComboBox();
    RibbonTextBox EditBox1   = new RibbonTextBox();
    ribbonGroup1.Items.Add(ComboBox1);
    ribbonGroup1.Items.Add(EditBox1);
 
    // ラベルを追加

    ComboBox1.Label = "Favorites:";
    EditBox1.Label = "Find:";
 
    // コンボ／編集ボックス要素のラベル部分と

"
    // テキストボックス部分の間隔を指定

    ComboBox1.GapBeforeTextArea = 3;
    EditBox1.GapBeforeTextArea = 28;
}

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

リボンコンボボックス項目と編集ボックス項目に設定された GapBeforeTextArea プロパティにより、リボングループ上のテキ

ストボックス部分が垂直方向に揃っています。
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複数のラベルの配置複数のラベルの配置

C1Ribbon により、MaxTextWidth と　MinTextWidth プロパティを使用して、 RibbonGroup 内に複数のラベルを配置で

きます。このヘルプでは、RibbonButton（デフォルト）、 RibbonComboBox, および RibbonLabel を含む２つの

RibbonGroup を作成します。

1. ２つの RibbonToolBar をアプリケーションに追加します。デフォルトでは、RibbonToolbar には１つの

RibbonButton が含まれています。

2. グリフ が表示されるまで１つめの RibbonToolBar の左上隅の上にポインタを置きます。アクションボタンを ク

リックし、リストから［ComboBox の追加の追加］を選択します。

3. グリフを再度クリックし、アクションボタンを再度クリックします。リストから［ラベルの追加ラベルの追加］を選択します。

4. ２つめの RibbonToolBar で手順１～３を繰り返します。

5. リボンアプリケーションは次の図のように表示されます。

6. 最初の RibbonToolBar 上の RibbonLabel を選択し、RibbonLabel ツールバーから［テキスト設定］を選択します。

［テキストテキスト］テキストボックスで、「これは非常に長いテキスト文字列です、「これは非常に長いテキスト文字列です」と入力します。

7. RibbonLabel プロパティウィンドウで、MaxTextWidth プロパティまで下方にスクロールし、それを 130 に設定しま

す。MinTextWidth プロパティにも同じ数値を入力します。

8. ２番目の RibbonToolBar 上の RibbonLabel を選択し、RibbonLabel ツールバーから［テキスト設定テキスト設定］を選択します。

［テキストテキスト］テキストボックスで、「これは別の非常に長いテキスト文字列ですこれは別の非常に長いテキスト文字列です」と入力します。

9. RibbonLabel プロパティウィンドウで、MaxTextWidth プロパティまで下方にスクロールし、それを 130 に設定しま

す。MinTextWidth プロパティにも同じ数値を入力します。

10. ［F5］を押して、アプリケーションを実行します。アプリケーションは、次の図のようになります。
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アプリケーションメニューでの作業アプリケーションメニューでの作業

以下のトピックでは、アプリケーションメニューの作成から、アプリケーションボタンの外観のカスタマイズまで、さまざまなアプ

リケーションメニュータスクの実行方法について説明します。 

アプリケーションメニューの作成アプリケーションメニューの作成

デフォルトでは、アプリケーションメニューは空です。必要なだけいくつでもメニューに項目を追加できます。 以下の手順では、

メインアプリケーションボタンのドロップダウンメニューをカスタマイズする方法を示します。

コレクションエディタを使用してスタートメニューを作成するにはコレクションエディタを使用してスタートメニューを作成するには

以下の手順を実行します。

1. アプリケーションボタンをクリックして、プロパティウィンドウにアプリケーションメニュープロパティのリストを表示します。

2. プロパティウィンドウで、LeftPaneItems　プロパティを選択し、［(Collection)］の右の〈…〉ボタンをクリックします。

RibbonApplicationMenu LeftPaneItems コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

3. 〈追加追加〉ドロップダウン矢印をクリックして、［RibbonButton］を選択します。 この手順を繰り返して、さらに２つのリボン

ボタンを追加します。

３つのボタンが［メンバ］リストに追加されているはずです。
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4. リストの１つ目のボタンを選択し、コレクションエディタのプロパティウィンドウを使用して、プロパティを編集します。 １つ
目のボタンの以下のプロパティを設定します。

デフォルトでは、Text プロパティは［Button］に設定されています。 テキストを削除し、「新規新規(&N)」に設定しま

す。

LargeImage  プロパティドロップダウンボタンをクリックしてから、２つ目のドロップダウンボタンをクリックし、リ

ストから New 画像を選択します。

5. リストの２つ目のボタンを選択し、コレクションエディタのプロパティウィンドウを使用して、以下のプロパティを設定しま

す。

デフォルトでは、Textプロパティは［Button］に設定されています。 テキストを削除し、「開く開く(&O)」に設定しま

す。

LargeImage プロパティドロップダウンボタンをクリックしてから、２つ目のドロップダウンボタンをクリックし、リス

トから Open 画像を選択します。

6. リストの３つ目のボタンを選択し、コレクションエディタのプロパティウィンドウを使用して、以下のプロパティを設定しま

す。

デフォルトでは、Textプロパティは［Button］に設定されています。 テキストを削除し、「保存保存(&S)」」に設定しま

す。

LargeImage プロパティドロップダウンボタンをクリックしてから、３つ目のドロップダウンボタンをクリックし、リス

トから Save 画像を選択します。

7. 〈OK〉をクリックして、コレクションエディタを閉じます。

スタートメニューをプログラム的に作成するにはスタートメニューをプログラム的に作成するには

注意：注意： 以下の例では、NewBtn.png、OpenBtn.png、SaveBtn.png の各画像（32x32）の含まれる埋め込みリソースを使

用しています。 リソースを埋め込むには、［プロジェクトプロジェクト］メニューから［プロジェクト名プロジェクト名 のプロパティのプロパティ］を選択します。 「リリ
ソースソース」タブから［リソースの追加リソースの追加］を選択し、既存のファイルを追加するか、新しいファイルを追加します。

コマンドのスタートメニューを作成するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力
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Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    ' 左ペインの項目を作成

    Dim NewButton As RibbonButton = New RibbonButton()
    Dim OpenButton As RibbonButton = New RibbonButton()
    Dim SaveButton As RibbonButton = New RibbonButton()
 
    ' 左ペインメニューに項目を追加

    Me.C1Ribbon1.ApplicationMenu.LeftPane.Items.Add(NewButton)
    Me.C1Ribbon1.ApplicationMenu.LeftPane.Items.Add(OpenButton)
    Me.C1Ribbon1.ApplicationMenu.LeftPane.Items.Add(SaveButton)
 
    ' 左ペイン項目のプロパティを設定

    NewButton.Text = "&New"
    NewButton.LargeImage = My.Resources.Resources.NewBtn
    OpenButton.Text = "&Open"
    OpenButton.LargeImage = My.Resources.Resources.OpenBtn
    SaveButton.Text = "&Save"
    SaveButton.LargeImage = My.Resources.Resources.SaveBtn
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    // 左ペインの項目を作成

    RibbonButton NewButton = new RibbonButton();
    RibbonButton OpenButton = new RibbonButton();
    RibbonButton SaveButton = new RibbonButton();
 
    // 左ペインメニューに項目を追加

    this.c1Ribbon1.ApplicationMenu.LeftPane.Items.Add(NewButton);
    this.c1Ribbon1.ApplicationMenu.LeftPane.Items.Add(OpenButton);
    this.c1Ribbon1.ApplicationMenu.LeftPane.Items.Add(SaveButton);
 
    // 左ペイン項目のプロパティを設定

    NewButton.Text = "&New";
    NewButton.LargeImage = Properties.Resources.NewBtn;
    OpenButton.Text = "&Open";
    OpenButton.LargeImage = Properties.Resources.OpenBtn;
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    SaveButton.Text = "&Save";
    SaveButton.LargeImage = Properties.Resources.SaveBtn;
}

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

アプリケーションを実行し、メインアプリケーションボタンをクリックして、コマンドのドロップダウンメニューを表示します。

アプリケーションボタンの色の変更アプリケーションボタンの色の変更

リボンが Windows 7 スタイルのアプリケーションボタンを表示している場合、ColoredButton  プロパティを使用して、ボタン

の色を別の色に変更できます。 このトピックでは、リボンのアプリケーションボタンをすでに Windows 7 スタイルに設定してい

ることを前提としています。詳細については、「Windows-7 スタイルのアプリケーションボタンの作成」を参照してください。

スマートデザイナを使用してアプリケーションボタンの色を変更するにはスマートデザイナを使用してアプリケーションボタンの色を変更するには

以下の手順を実行します。

1. プロパティウィンドウで、Application Menu ノードを拡張します。

2. ColoredButton ドロップダウン矢印をクリックして、リストから色を選択します。 この例では、Rose を選択します。
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コードでアプリケーションボタンの色を変更するにはコードでアプリケーションボタンの色を変更するには

コードを使用してアプリケーションボタンの色を Rose に変更するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

C1Ribbon1.ApplicationMenu.ColoredButton = C1.Win.C1Ribbon.ColoredButton.Rose

C# コードの書き方

C#

c1Ribbon1.ApplicationMenu.ColoredButton = C1.Win.C1Ribbon.ColoredButton.Rose;

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックの結果は、次の図のようになります。
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カスタム画像のアプリケーションボタンへのインポートカスタム画像のアプリケーションボタンへのインポート

メインアプリケーションボタン（RibbonApplicationMenu）を必要に合わせてカスタマイズできます。アプリケーションボタンと

してカスタム画像を表示するには、スマートデザイナやプロパティウィンドウを使用するか、コードを追加します。各オプションに

ついては、以下で説明します。

スマートデザイナを使用してカスタム画像をインポートするにはスマートデザイナを使用してカスタム画像をインポートするには

以下の手順を実行します。

1. アプリケーションボタンを選択して、要素をアクティブ化し、アプリケーションボタンのフローティングツールバーを有効に

します。

2. 〈画像の変更画像の変更〉ボタンをクリックします。 ［画像の変更画像の変更］ダイアログボックスが表示されます。

3. 32x32 の〈インポートインポート〉ボタンをクリックします。 ［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［ローカルリソースローカルリソース］オプションを選択し（埋め込み画像がある場合は、［プロジェクトリソースファイルプロジェクトリソースファイル］を選択）、〈インイン

ポートポート〉ボタンをクリックします。

5. ［開く開く］ダイアログボックスが表示されます。 カスタム画像を選択し、〈開く開く〉をクリックします。

［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスのプレビューウィンドウに画像が表示されます。:

6. 〈OK〉をクリックします。 画像がアプリケーションボタンとして表示されます。
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プロパティウィンドウを使用してカスタム画像をインポートするにはプロパティウィンドウを使用してカスタム画像をインポートするには

以下の手順を実行します。:

1. アプリケーションボタンをクリックして、プロパティウィンドウにプロパティを表示します。

2. ［LargeImage ］ドロップダウン矢印をクリックして、［インポートインポート］を選択します。

3. ［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。 上記の手順４～６に従います。

プログラム的にカスタム画像をインポートするにはプログラム的にカスタム画像をインポートするには

アプリケーションボタンのカスタム画像を表示するには、以下のコードをプロジェクトに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

' 名前空間の Imports ディレクティブを入力

Imports C1.Win.C1Ribbon
 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
    Me.C1Ribbon1.ApplicationMenu.LargeImage = My.Resources.Resources.AppButtonImage
End Sub

C# コードの書き方

C#

// 名前空間の Imports ディレクティブを入力

using C1.Win.C1Ribbon;
 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    this.c1Ribbon1.ApplicationMenu.LargeImage = Properties.Resources.AppButtonImage;
}
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このトピックの作業結果このトピックの作業結果

次の図のリボンアプリケーションボタンは 32x32 のカスタム画像を使用しています。

Windows 7 スタイルのアプリケーションボタンの作成スタイルのアプリケーションボタンの作成

Office2007 表示スタイルのいずれかを使用している場合でも、リボンのメニューアプリケーションボタンを、Word や Paint な
どのアプリケーションに表示される Windows 7 スタイルのアプリケーションボタンに似せることができます。このトピックで

は、RibbonApplicationMenu.Win7Look　プロパティを使用して、Windows 7 スタイルのアプリケーションボタンを作成しま

す。また、そのボタンにテキストと画像を追加します。

ヒント：ヒント：標準リボンアイコンをプログラム的に参照する機能は、C1Ribbon (Classic) ではサポートされていません。 実行

時にアイコンを追加する必要がある場合は、Visual Studio 2008 Image Library または Visual Studio 2010 Image
Library の画像を使用できます。 これらは Visual Studio と共にデフォルトでインストールされます。場所は次のとおりで

す。

Visual Studio 2008: \...\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\VS2008ImageLibrary\1033\
Visual Studio 2010: \…\Program Files\Microsoft Visual Studio
10.0\Common7\VS2010ImageLibrary\1033\

以下の手順を実行します。

1. プロパティウィンドウで、Application Menu ノードノードを拡張します。

2. 以下の各プロパティを設定します。

Win7Look プロパティを True に設定し、リボンアプリケーションボタンの外観を変更します。

注意：注意： Office2010 表示スタイルのいずれかを使用している場合は、矩形ボタンがすでにあるため、この

操作を行う必要はありません。

Text プロパティを「ファイル」に変更して、リボンアプリケーションボタンにテキストを追加します。

SmallImage プロパティを FolderClosed に設定します。ドロップダウン矢印をクリックし、SmallImage エディ

タのドロップダウン矢印をクリックし、リストから［FolderClosed］を選択します。
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このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックの結果は、次の図のようになります。
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