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はじめに

Easily integrate completely customized Microsoft Office style scheduling functionality into your applications with
Scheduler for WinForms. Now you can build intuitive, polished-looking scheduling applications with ease using
Scheduler for WinForms' built-in visual styles, data views, and appointment labels. With additional options like drag-
and-drop support, customizable dialog boxes, and easy localization, designing a scheduling application to meet the
needs of your end-users has never been easier.

Scheduler for WinForms includes two visual controls, Schedule and Calendar, and a data component,
C1ScheduleStorage. C1Schedule is a fully functional Outlook-style schedule that allows users to add, edit, and
manage their appointments easily. C1Calendar is a calendar control that enables users to select the current date or
the date range to display appointment data in the C1Schedule control. And C1ScheduleStorage, created automatically
by the C1Schedule control, handles all the behind the scenes data operations.

Documentation Blogs

Create Your First Application with Scheduler

DesignTime Support

End-user Interaction

How to Add Outlook-Style Scheduling to your .NET Applications

Videos Demo Samples

ComponentOne WinForms Edition Videos WinForms and WPF Chart Demo

Note: ComponentOne Scheduler for WinForms is compatible with both .NET 4.5.2, .NET 5 and .NET 6.

API References

C1.Win.Scheduler.6 Assembly C1.Win.Scheduler .NET Framework Assembly

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

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.C1Schedule.2.dll 本体アセンブリ

C1.C1Schedule.4.dll 本体アセンブリ（※）

C1.C1Schedule.4.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
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以下に、C1Schedule 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. ツールツール メニューから ツールボックスツールボックス アイテムの選択アイテムの選択 を選択します。

2. ツールボックスツールボックス アイテムの選択アイテムの選択 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

Scheduler for WinForms 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.C1Schedule.4.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。

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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製品の概要

C1Schedule は、アプリケーションにスケジュール機能を組み込むための .NET コントロールとコンポーネントスイートです。

C1Schedule には、スケジュール、データ提示、ユーザーインタフェースなどの数多くの機能が搭載されており、直観的で洗練

された外観のアプリケーションを構築できます。

標準的なデータ連結、または組み込みのデータソース標準的なデータ連結、または組み込みのデータソース

C1Schedule では、標準的な ADO.NET データ連結、組み込みの DataSource のいずれかを使用するオプションを提供しま

す。C1ScheduleStorage コンポーネントを処理する［データソース設定］から、データソースに接続してテーブルの各列にマッ

プし、予定、分類項目、連絡先、ラベル、リソース、および予定のステータスを保存／ロードできます。

組み込みのデータソースを使用する場合、アプリケーションの必要に応じて、任意のサポートされた形式（バイナリ、XML また

は iCal）でデータを保存、ロードできます。これを行うには、C1ScheduleStorage の Export メソッドと Import メソッドを使用

します。エンドユーザーは、C1Schedule コントロールのコンテキストメニューから［インポート］／［エクスポート］項目を使用し、

いつでもデータをインポート／エクスポートできます。

C1Schedule のデータソースへの連結方法や組み込みのデータソースの使用方法の詳細については、「手順、「手順 2：データソース：データソース

に連結するに連結する」または データをインポート／エクスポートする を参照してください。

予定予定

ユーザーは、簡単に C1Schedule 内に新しい予定を作成したり、既存の予定を編集したりできます。予定は、１回限りの発生、

または設定した回数の定期的な発生を設定できます。また、アラームを設定して予定が見過ごされないようにできます。さら

に、C1Schedule は、12 種類の組み込みのラベルと、４種類の空き時間オプションを提供し、ユーザーによる各予定の管理を

支援します。また、カスタムラベルを作成する機能も提供します。予定を分類項目別に編成し、各予定のリソース、連絡先を指

定できます。予定の詳細については、「予定」を参照してください。

組み込みのデータビュー組み込みのデータビュー

C1Schedule コントロールには、４種類の組み込みのデータビューが含まれています。これらを使って、ユーザーがスケジュー

ルを表示するさまざまな方法を提供できます。組み込みのデータビューを備えているので、単一の ViewType プロパティを使

用してビューを設定できます。そのため、複数のコントロールを使用してそれぞれのビューを表示する必要がなく、開発時間が

短縮されます。各データビューは次のとおりです。

ビュー 説明

DayView 特定の日の予定を表示する詳細ビューを表示します。

MonthView １カ月または複数の月の予定を表示します。

WeekView 指定した稼働日の予定を表示します。

WorkWeekView 指定した週間の予定を表示します。デフォルトは、月曜日～金曜日です。

各データビューの詳細については、データビューを参照してください。

表示スタイル表示スタイル 

C1Schedule には、10 種類の組み込みの表示スタイルが含まれています。また、設計時にカスタマイズした表示スタイルを作

成し、それらを XML ファイルに保存することもできます。

表示スタイル 説明

Aero ライトイエローパレットを使用します。

Office 2007 Black Microsoft Office 2007（黒）スタイルのテーマを使用します。

Office 2007 Blue Microsoft Office 2007（青）スタイルのテーマを使用します。

Office 2007 Silver Microsoft Office 2007（シルバー）スタイルのテーマを使用します。

Royale Microsoft Windows Media Center（ロイヤル）スタイルのテーマを使用します。

System 現在のデスクトップ設定を使用します。
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Windows XP Blue Microsoft Microsoft Windows XP（青）スタイルのテーマを使用します。

Windows XP Olive Microsoft Microsoft Windows XP（オリーブグリーン）スタイルのテーマを使用します。

Windows XP Silver Microsoft Microsoft Windows XP（シルバー）スタイルのテーマを使用します。

Yahoo グレーパレットを使用します。

組み込みの表示スタイルの詳細については、「表示スタイル」を参照してください。

Office 2007 サポートサポート

C1Schedule には、３種類の Office 2007 スタイルの表示スタイルが含まれ、デフォルトで BubbleLook プロパティが True に
設定されます。

表示スタイル 説明

Office 2007 Black Microsoft Office 2007（黒）スタイルのテーマを使用します。

Office 2007 Blue Microsoft Office 2007（青）スタイルのテーマを使用します。

Office 2007 Silver Microsoft Office 2007（シルバー）スタイルのテーマを使用します。

さらに、C1Schedule は Office 2007 スタイルの週ビューもサポートしています。 

製品の構成

 C1Schedule は、スケジュールアプリケーションの各種機能を提供する以下のコントロールとコンポーネントから構成されま

す。

C1Schedule コントロールコントロール

C1Schedule コントロールは、フル機能の Outlook スタイルのスケジュールで、これを使って、ユーザーは、連結データソース

または組み込みのデータソースからすべての予定データをロードして、予定を追加、編集、管理できます。データソースは、バ

イナリ、XML または iCal ファイル形式でデータをロード、保存します。デフォルトでは、C1Schedule コントロールは、

DayView 内の予定データを表示し、現在の日は表示される最初の日付となります。

C1Calendar コントロールコントロール

C1Calendar コントロールは、フル機能の Outlook スタイルのカレンダーで、これを使って、エンドユーザーは、C1Schedule コ
ントロール内に予定データを表示する一方で、現在の日付または日付セットを選択して C1Schedule コントロール

のViewType ロパティを変更できます。使用可能なスペースに応じて、C1Calendar コントロールは同時に１つまたは複数の月

を表示できます。C1Calendar コントロールを使わなくても機能的なスケジュールアプリケーションを作成できますが、

C1Calendar は視覚的なナビゲーション機能を提供します。

C1ScheduleStorage コンポーネントコンポーネント

C1ScheduleStorage コンポーネントは、C1Schedule コントロールのすべてのデータ操作を処理し、予定、リソース、連絡先、

ラベル、ステータスのそれぞれに固有のデータストレージを備えています。各ストレージは異なるコレクションをデータに連結す

るために使用されます。C1ScheduleStorage コンポーネントは、バイナリ、iCal、XML などの他のスケジュール形式を使用して

データのインポート／エクスポートも処理します。

C1Schedule コントロール

C1Schedule コントロールは、フル機能の Outlook スタイルのスケジュールで、これを使って、ユーザーは予定を追加、編集、

管理できます。デフォルトでは, ViewType はDayView 設定され、現在の日は表示される最初の日付となります。使用可能な

追加のデータビューの詳細については、 Data Views トピックを参照してください。C1Schedule コントロール内の日ビューの予
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定は次のような表示になります。

C1Schedule コントロールは、 C1ScheduleStorage コンポーネントからすべての予定データをロードします。

C1ScheduleStorage コンポーネントは、個別のデータストレージ（予定、リソース、分類項目、ラベル、ステータス）から

C1Schedule コントロールにデータをリンクします。コードを使用せずにデータストレージを設定できます。組み込みのデータ

ソースを使用する場合、C1ScheduleStorage の Export メソッドと Import メソッドを使用し、アプリケーションの必要に応じ

て、任意のサポートされた形式（バイナリ、XML または iCal）でデータを保存／ロードできます。

また、 C1Schedule スマートデザイナ または［C1Schedule タスク］メニュー の データソースの設定データソースの設定 ダイアログボックスから、

DataSource テーブルを C1Schedule 内のマッピングプロパティにマップして、C1Schedule をデータソースに連結することもで

きます。

,実行時に、予定予定 ダイアログボックスを使用し、新しい予定のスケジュールや、予定の編集、削除します。さらに、予定に任意

のリソース、分類項目、連絡先を指定したり、予定がプライベートかどうかを決定したりできます。予定の詳細については、 予
定、 C1Schedule を操作する を参照してください。

C1Calendar コントロール

C1Calendar コントロールは、フル機能の Outlook スタイルのカレンダーです。これを使って、エンドユーザー

は、C1Schedule コントロール内の現在の日付や予定データの表示に使用する日付セットを選択できます。デフォルトでは、

CalendarDimensions プロパティは 1 に設定され、１つの月のみがコントロールに表示されます。

使用可能なスペースに応じて、C1Calendar コントロールは同時に１つまたは複数の月を表示できます。表示に使用可能な月

の数は、CalendarDimensions プロパティによって決定されます。これは、C1Calendar コントロールに表示する月の最大数を

決定しますが、使用可能なスペースに入る数の月のみが表示されます。一度に３つの月が表示された場合は次のような表示

になります。
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実行時に C1Calendar コントロール内のさまざまな範囲を選択し、C1Schedule コントロールの ViewType プロパティを変更で

きます。さまざまな範囲と使用可能なビューの詳細については、C1Calendar コントロールのインタラクティブ操作 および デー

タビュー の各トピックを参照してください。

C1Calendar コントロールを使わなくても機能的なスケジュールアプリケーションを作成できますが、C1Calendar は視覚的なナ

ビゲーション機能を提供します。

C1ScheduleStorage コンポーネント

C1ScheduleStorage コンポーネントは C1Schedule コントロールのすべてのデータ操作を処理します。C1ScheduleStorage
コンポーネントは、C1Schedule コントロールによって自動的に作成されるため、ユーザーがコードからこのコンポーネントを作

成する必要はありません。

データストレージデータストレージ

C1ScheduleStorage コンポーネントには、予定、リソース、ラベル、ステータスの固有のデータストレージが含まれます。これら

は、データ層において、スケジュールアプリケーションにデータを提供する機能を果たします。C1ScheduleStorage コンポーネ

ントに含まれるいくつかの個別ストレージは次のとおりです。

データストレージ 説明

AppointmentStorage 予定データのストレージ。

CategoryStorage 分類項目データのストレージ。

ContactStorage 連絡先データのストレージ。

LabelStorage ラベルデータのストレージ。

StatusStorage ステータスデータのストレージ。

ResourceStorage リソースデータのストレージ。

これらのストレージにデータを提供する場合、データソース内のデータフィールドと、ストレージ内のそれらの解釈の間のマッピ

ングを指定する必要があります。データソースへのマッピングの詳細については、データマッピング を参照してください。

すべてのストレージは、データ連結に必要なすべての基本機能を提供する BaseStorage クラスから継承されます。ストレージ

を特定のデータテーブル（または別のデータオブジェクト）に連結するには、その DataSource と DataMember プロパティを

設定し、次に、それらのプロパティを連結データソース内の対応するデータフィールドにマッピング設定する必要があります。た

とえば、連結データソースが EmployeeName というフィールドを含む場合、MappingName プロパティをこのフィールドの名

前に設定する必要があります。

BaseStorage コンポーネントは、System.Windows.Forms.BindingSource コンポーネントとほとんど同じ機能を持っています

が、System.Windows.Forms 名前空間に依存しません。

メモメモ：CategoryStorage、LabelStorage、StatusStorage の各ストレージには、定義済みの標準項目セットが含まれます。

データのインポート／エクスポート

C1ScheduleStorage コンポーネントは、他のスケジュールアプリケーションやファイル形式に対するデータのインポート／エク
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スポートも処理します。コンポーネントをデータに連結する代わりに、 Export and Import メソッドを使用して、バイナリ、iCal、
XML 形式でデータを保存／ロードできます。
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主な特長

Scheduler for WinForms incorporates several key features, including the following:

Standard Data Binding or Built-in Data Source

Scheduler for WinForms gives you the option of using standard ADO.NET data binding or using a built-in
DataSource. Using the Data Source settings, which work with the C1ScheduleStorage component, you can
attach a DataSource and map to each column in the table to save and load appointments, categories, contacts,
labels, resources, and the status of appointments. If you want to use a built-in DataSource, you can save or load
data in any supported format (binary, XML, or iCal) when it is appropriate for your application. You can do it
using the C1ScheduleStorage Export and Import methods. End-users can import and export data at any time
by using the Import/Export items from the context menu of the C1Schedule control. For additional
information on binding C1Schedule to a data source or using a built-in data source, see Importing and
Exporting Data.

Appointments

Users can easily add new and edit existing appointments within a C1Schedule. Appointments can occur one-
time or recur over a set amount of time, and reminders can be set so no appointment is missed. Additionally,
C1Schedule provides twelve built-in labels and four availability options to help users manage each
appointment, as well as the ability to create custom labels. Appointments can be organized within categories,
and resources and contacts for each appointment can be specified. For more information on appointments, see
Appointments.

Built-in Data Views

The C1Schedule control provides five built-in data views, allowing you to offer a variety of ways for users to
view their schedules. Having built-in data views simplifies development time as it allows you to set the view
using one property named ViewType. For more information on each of the data views, see Data Views.

Extended Views

Scheduler for WinForms supports agenda view and table view with the help of new controls, AgendaView and
TableView, provided by the C1.Win.C1Schedule.Extended assembly (which is only available in .NET framework
for now). For more information, see Agenda View and Table View.

Visual Styles and Themes

The Scheduler and Calendar controls provide different visual styles in .NET 6 and .NET Framework platforms.
For more information on Visual Styles, see Visual Styles. In addition, Scheduler supports themes through
C1Themes which provides built-in themes and an easy to use Theme designer. For more information on
C1Themes, see Themes for WinForms.

MS Office Support

Scheduler for WinForms includes various themes and MS Office Visual Styles, which by default have the
BubbleLook property set to True.

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.
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クイックスタート

In this section you'll learn how to use the basic Scheduler for WinForms functionality to create a simple scheduling application. This
section is not intended to be a comprehensive tutorial of all features of Scheduler for WinForms, but rather provide a quick introduction
and highlight some general approaches to using the product.

In the following quick start guide, you'll create a simple scheduling application and customize its appearance, bind your scheduling
application to a data source, customize the calendar, and explore some of the run-time functionality Scheduler for WinForms provides.
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To create a simple WinForms application in .NET 6 for FlexChart control, complete the following steps: 

1.  Create a new Windows Forms application.
2.  Add a SplitContainer control to the form and set its Orientation property to Horizontal.
3.  If the SplitContainer is not docked on the form, set its Dock property to Fill.
4.  Select Panel1, the top pane of the SplitContainer, and add a C1Calendar control to the form within the pane.
5.  Set C1Calendar1's Dock property to Fill.
6.  Select Panel2, the bottom pane of the SplitContainer, and add a C1Schedule control to the form within the pane.
7.  Set C1Schedule1's Dock property to Fill.
8.  Switch to code view and create a DataTable to fetch data from the data source through OLEDB adapters.

C#

DataTable dt = new DataTable();
string connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" +
             
System.IO.Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments),
             @"ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb") + ";";
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectionString);
OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("Select * from Appointments", conn);
adapter.Fill(dt);

9.  Connect the Scheduler control to c1nwind.mdb file with various data fields.
C#

//スケジューラをデータテーブルに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.DataSource = dt;

10.  Bind the AppointmentStorage object to Appointments list from the datatable.                       
C#

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.DataMember = "Appointments";

11.  Map appointments after setting the datasource using the DataStorage property and MappingInfo class.
C#

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.AppointmentProperties.MappingName = 
"Properties";           
// Bodyプロパティをフィールドに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.Body.MappingName = "Body";
// Endプロパティをフィールドに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.End.MappingName = "End";
// IdMappingプロパティをフィールドに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id";
// Locationプロパティをフィールドに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.Location.MappingName = "Location";
// Startプロパティをフィールドに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.Start.MappingName = "Start";              
// Subjectプロパティをフィールドに連結します

c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Mappings.Subject.MappingName = "Subject";            

12.  Assign values to the StartDayTime, EndDayTime, TimeInterval, TimeScale and WeekStart properties of CalendarInfo object.
C#

// 
c1Schedule1.CalendarInfo.StartDayTime = new TimeSpan(10, 0, 0);
c1Schedule1.CalendarInfo.EndDayTime = new TimeSpan(21, 0, 0);
c1Schedule1.CalendarInfo.TimeInterval = C1.C1Schedule.TimeScaleEnum.FifteenMinutes;
c1Schedule1.CalendarInfo.TimeScale = new TimeSpan(9000000000);
c1Schedule1.CalendarInfo.WeekStart = DayOfWeek.Monday;

13.  Run the project and observe the output:

.NET
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Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future releases.
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Step 1 of 3: Creating the Scheduling Application
In this step you'll create a simple scheduling application using the C1Calendar and C1Schedule controls. You'll then customize the
appearance of your scheduling application using the incorporated Smart Designers and without adding any code to your project.

To begin, complete the following steps:

1.  Create a new .NET project.
2.  Add a SplitContainer control to the form and set its Orientation property to Horizontal.
3.  If the SplitContainer is not docked on the form, set its Dock property to Fill.
4.  Select Panel1, the top pane of the SplitContainer, and add a C1Calendar control to the form within the pane.
5.  Set C1Calendar1's Dock property to Fill.
6.  Select Panel2, the bottom pane of the SplitContainer, and add a C1Schedule control to the form within the pane.
7.  Set C1Schedule1's Dock property to Fill.                                     
8.  Open the C1Calendar Smart Designer located near the top left of the C1Calendar control to set some of the C1Calendar

settings. For more information on the C1Calendar Smart Designer, see C1Calendar Smart Designer.
9.  Click the Settings button on the C1Calendar Smart Designer to open the Settings dialog box and then complete the following:

Select C1Schedule1 from the C1Schedule control drop-down list to link the C1Calendar control to the C1Schedule
control.
Set the Calendar dimensions box to 3.
Close the Settings dialog box.
                          

Note: The CalendarDimensions property can display only the number of months that it can fit into the available space.

10.  Resize the form and the SplitContainer to accommodate the new C1Calendar dimensions.
11.  Click the Visual Style button on the C1Calendar Smart Designer to open the Visual Style dialog box.
12.  In the Visual Style dialog box, select Office 2007 Black from the Current Visual Style drop-down list, and close the dialog

box.                   
13.  Open the C1Schedule Smart Designer located near the top left of the C1Schedule control to set some of the C1Schedule

settings. For more information on accessing the C1Schedule Smart Designer, see C1Schedule Smart Designer.
14.  Click the Calendar Settings button and in the Calendar Settings dialog box change the year in the First date drop-down box to

2005.
15.  Click the Visual Style button on the C1Schedule Smart Designer to open the Visual Style dialog box and complete the

following:
Select Office 2007 Black from the Current Visual Style drop-down list.
Click the Week View button
Close the Visual Style dialog box.                          

Run the program and observe the following:

A simple schedule application in week view with a three-month calendar using a predefined Visual Style will appear.

.NET FRAMEWORK
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You have successfully created a simple scheduling application without writing a single line of code. In the next step, you'll learn how
to bind the C1Schedule control to a data source.

Step 2 of 3: Binding to a Data Source
In the last step you created a simple scheduling application. In this step you'll walk through binding a data source to the scheduling
application you created in the Creating the Scheduling Application topic.

To bind the C1Schedule control to a data source, complete the following steps:

1.  Click on the C1Schedule1's smart tag to open the C1Schedule Tasks menu. For more information on accessing the C1Schedule
Tasks menu, see C1Schedule Tasks Menu.

2.  In the C1Schedule Tasks menu, click the Choose Appointment Data Source drop-down arrow and select the Add Project Data
Source link from the drop-down box.                        

3.  The Data Source Configuration Wizard appears. Leave the default setting, Database, selected on the Choose a Data Source
Type page, and click Next.

4.  Click the New Connection button to create a new connection or choose one from the drop-down list. The Add Connection
dialog box appears.

5.  Click Browse. In the Select Microsoft Access Database File dialog box, browse to the NWind.mdb database included with the
C1ScheduleDemo sample. Select the C1NWind.mdb file and click OK.

6.  In the Add Connection dialog box, click the Test Connection button to make sure that you have successfully connected to the
database or server and click OK to close the dialog box that appears.

7.  Click OK to close the Add Connection dialog box. The new string appears in the on the Choose Your Data Connection page.
8.  Click the Next button to continue. A dialog box will appear asking if you would like to add the data file to your project and

modify the connection string. Since it is not necessary to copy the database to your project, click No.
9.  Save the connection string in the application configuration file by checking the Yes, save the connection as box and leave the

default name, C1NWindConnectionString. Click the Next button to continue.
10.  On the Choose Your Database Objects page, select the Appointments table and include all of the fields. Enter

AppointmentsDS in the DataSet name box and click Finish to exit the wizard.

11.  Switch to Code view and notice that a DataSet and connection string are added to your project. Additionally, Visual Studio
automatically creates the following code to fill the DataSet:
C#

// TODO: This line of code loads data into the 'appointmentsDS.Appointments' table. You can 
move, or remove it, as needed.
this.appointmentsTableAdapter.Fill(this.appointmentsDS.Appointments);

12.  Add the following code to the Form_FormClosing event to update the database when the form closes:
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C#

this.appointmentsTableAdapter.Update(this.appointmentsDS.Appointments);

13.  Return to Design view; in the C1Schedule Tasks menu, a Set Appointment Mappings link will appear after the data source is
set. Click the Set Appointment Mappings link to open the Appointment Storage Properties dialog box.                        

14.  In the Appointment Storage Properties dialog box, click the Data Source drop-down arrow and select AppointmentDS from
the drop-down list.

15.  Click the Data Member drop-down arrow and select Appointments from the drop-down list.
16.  Under Mappings, set the following properties:

Note: Required properties will change from red to green when they are properly set. To ensure that all mappings are set,
there should not be any red properties; otherwise, a run-time error will occur.

17.  Click OK to close the Appointment Storage Properties dialog box.                       

Run the application and observe the following:

Notice that the data from the Appointments table is reflected in both the C1Calendar and C1Schedule controls.
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By default, the Office 2007 Visual Style gives you added navigation options by enabling the navigation panels and the browse buttons.
If an appointment is not present in the visible range of dates, a navigation panel appears on the left and right sides of the schedule.
Clicking on one of the panels changes the current view to the previous or next date with appointments. If there is not a previous or
next appointment, the corresponding panel is disabled. You can also use the navigation buttons to navigate through the schedule. The
navigation buttons appear on the Title bar of the C1Schedule control. Clicking on one of the navigation buttons changes the current
view to the next or previous range of dates. You have successfully bound the scheduling application to a data source. In the next
topic, you will learn how to customize calendar settings for a 10-hour day, four-day work week.                

Step 3 of 3: Customizing the Calendar Settings
The following steps will walk you through setting up the calendar for a 10-hour day, four-day work week, including setting the start
day time, end day time, the time scale, and week start properties. Complete the following to customize the calendar:

1.  On the C1Schedule Smart Designer, click the Calendar Settings button. For more information on accessing the C1Schedule
Smart Designer, see C1Schedule Smart Designer.                        

2.  Set the start and end day times by setting the StartDayTime and EndDayTime properties in the Smart Designer or in code.

In the Designer

In the Calendar Settings dialog box, set the Start day time box to 10:00 (AM) and set the End day time box to 21:00
(9:00 PM).                               
Don't close the dialog box.

In Code

Add the following code to the Form_Load event to set the StartDayTime property to 10:00 AM and the
EndDayTime property to 21:00 (9:00 PM):
C#

this.c1Schedule1.CalendarInfo.StartDayTime = new TimeSpan(10, 0, 0);   
this.c1Schedule1.CalendarInfo.EndDayTime = new TimeSpan(21, 0, 0);

3.  Set the time scale by setting the TimeScale property in the Smart Designer or in code.

In the Designer

In the Calendar Settings dialog box, set the Time scale drop-down to 15 minutes.                                
Don't close the dialog box.

In Code

Add the following code to the Form_Load even to set the TimeInterval property to 15 minutes using the
TimeScaleEnum enumeration:
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C#

this.c1Schedule1.CalendarInfo.TimeInterval = C1.C1Schedule.TimeScaleEnum.FifteenMinutes;

OR

Add the following code to the Form_Load event to set the TimeScale property to 15 minutes by assigning a value:
C#

this.c1Schedule1.CalendarInfo.TimeScale = new TimeSpan(9000000000);

Note: The TimeScale property cannot be set to any arbitrary value. When assigning a value to this property it is
automatically calculated so as to be equal to the nearest TimeScaleEnum enumeration value.

4.  Set the week start day by setting the WeekStart property in the Smart Designer or in code.

In the Designer

In the Calendar Settings dialog box, set the Week start drop-down to Monday.                                
Don't close the dialog box.

In Code

Add the following code to the Form_Load event to set the WeekStart property to Monday:
C#

this.c1Schedule1.CalendarInfo.WeekStart = DayOfWeek.Monday;

5.  Set the work days by setting the WorkDays property in the Smart Designer:
In the Calendar Settings dialog box under Work days, uncheck Friday.                           

6.  Close the Calendar Settings dialog box.

Run the application and observe the following:

The scheduling application displays a 4-day work week when in the Work Week view.

Congratulations! You have successfully set the calendar settings for a 10-hour day, four-day work week. This concludes the Quick
Start.
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設計時のサポート

C1Schedule は、スケジュールの作成を簡単化できる表示的な編集を提供します。以下のセクションでは、C1Schedule の設

計時環境を使用して C1Schedule コントロールを構成する方法について説明します。

スマートタグとタスクメニュースマートタグとタスクメニュー

スマートタグは、各コントロールの最も良く使われる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。コントロール

の右上隅にあるスマートタグ（）をクリックして、各コントロールのタスクメニューを起動します。C1Schedule 内の各コントロール

のスマートタグの使用方法の詳細については ［C1Schedule タスク］メニュー と［C1Calendar タスク］メニュー 参照してくださ

い。

スマートデザイナスマートデザイナ

関連付けられたスマートデザイナを使用し、設計時に C1Schedule コンポーネントを容易に構成できます。C1Schedule ス
マートデザイナの詳細については、 C1Schedule スマートデザイナと C1Calendar スマートデザイナ 参照してください。

プロパティウィンドウプロパティウィンドウ

Visual Studio のプロパティウィンドウを使用しても、設計時に C1Schedule を容易に構成できます。コントロールを右クリック

してプロパティプロパティ 選択し、プロパティウィンドウに容易にアクセスできます。

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

スマートタグ

Visual Studio の C1Schedule コントロールと C1Calendar コントロールには、スマートタグがあります。スマートタグは、各コ

ントロールで最もよく使用されるプロパティを提供するショートカットタスクメニューです。各コントロールのタスクメニューを呼び

出すには、各コントロールの右上隅にあるスマートタグ  をクリックします。C1Schedule 内の各コントロールのタスクメニュー

を使用する方法については、C1Schedule タスクメニューと C1Calendar タスクメニューを参照してください。

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

［C1Schedule タスク］メニュー

C1Scheduleタスクタスク メニューで、スマートデザイナを迅速かつ簡単に有効にし、データソースに接続したりデータソースを選択し

たり、プロパティを設定したり、コントロールをドッキングしたりできます。

C1Schedule タスクタスク メニューにアクセスするには、コントロールの右上隅にあるスマートタグ（ ）をクリックしま

す。C1Schedule タスクタスク メニューが開きます。
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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

スマートタグを有効にするスマートタグを有効にする チェックボックスをオンにすると、C1Schedule コントロール上のスマートデザイナがアクティブ化さ

れ、設計時のインタラクティブ操作性が向上します。デフォルトは、オンに設定されます。スマートデザイナの詳細について

は、C1Schedule スマートデザイナ 参照してください。

Appointment データソースの選択データソースの選択

Appointment データソースの選択データソースの選択 ックスのドロップダウン矢印をクリックし、AppointmentStorage に使用可能なデータ

ソースのリストを開きます。新しいデータソースを追加できるようになります。プロジェクトに新しいデータソースを追加するに

は、プロジェクトにデータソースを追加プロジェクトにデータソースを追加をクリックしてデータソース構成ウィザードデータソース構成ウィザードを開きます。プロジェクトへの新しいデータソー

スの追加方法の詳細については、手順手順 2：データソースに連結する：データソースに連結するを参照してください。
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データソースに連結すると、データマッピングのオプションが表示されます。

Appointment マッピングの設定マッピングの設定リンクをクリックすると、Appointment ストレージのプロパティストレージのプロパティ ダイアログボックスが開きま

す。ここで、予定データソースのデータマッピングを設定できます。
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Category データソースの選択データソースの選択

CategoryStorage に使用可能なデータソースのリストが開き、新しいデータソースを追加できます。データソースに連結する

と、データマッピングのオプションが表示されます。

Contact データソースの選択データソースの選択

Contact データソースの選択データソースの選択 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると ContactStorage に使用可能なデータソースの

リストが開き、新しいデータソースを追加できます。データソースに連結すると、データマッピングのオプションが表示されます。

オーナーデータソースの選択オーナーデータソースの選択

オーナーデータソースの選択オーナーデータソースの選択 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると OwnerData に使用可能なデータソースのリスト

が開き、新しいデータソースを追加できます。データソースに連結すると、データマッピングのオプションが表示されます。

Label データソースの選択データソースの選択

Label データソースの選択データソースの選択 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると LabelStorage に使用可能なデータソースのリスト

が開き、新しいデータソースを追加できます。データソースに連結すると、データマッピングのオプションが表示されます。

Resource データソースの選択データソースの選択

Resource データソースの選択データソースの選択ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると ResourceStorage に使用可能なデータソース

のリストが開き、新しいデータソースを追加できます。データソースに連結すると、データマッピングのオプションが表示されま

す。

Status データソースの選択データソースの選択

Status データソースの選択データソースの選択 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると StatusStorage に使用可能なデータソースのリス

トが開き、新しいデータソースを追加できます。データソースに連結すると、データマッピングのオプションが表示されます。

表示スタイル表示スタイル ドロップダウンのドロップダウン矢印をクリックすると、各種の VisualStyle のオプションのリストが開きます。リス

トには、System、Office 2007 Blue、Office 2007 Black、Office 2007 Silver、Windows XP Blue、Windows XP Silver、
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Windows XP Olive、Royale、Yahoo、Aero、Custom が含まれます。デフォルト値は、Office 2007 Blue です。各種表示スタイ

ルの詳細については、表示スタイル を参照してください。

表示スタイル表示スタイル ドロップダウンが定義済み表示スタイルの１つの変更されたバージョンに設定された場合、タスクメニューに

は、ベースフォントベースフォント、予定を角丸で表示する予定を角丸で表示する、タイトルテキストタイトルテキスト などの追加オプションが表示されます。

ベースフォントベースフォント ボックスでは、フォントフォント ダイアログが開き、C1Schedule コントロール全体のフォントの外観を変更できます。

予定を角丸で表示する予定を角丸で表示する チェックボックスでは BubbleLook プロパティを設定してグラデーションの背景に角丸スタイルの予定

を表示します。デフォルトでは、Office 2007 表示スタイルの場合このプロパティが True に設定され、それ以外の表示スタイ

ルの場合は False に設定されます。

タイトルテキストタイトルテキスト テキストボックスでは、TitleText プロパティを設定し、C1Schedule コントロールのタイトル内に文字列を表示

させます。

デフォルトビューデフォルトビュー

デフォルトビューデフォルトビュー ボックス内のドロップダウン矢印をクリックすると、各種の ScheduleViewEnum 列挙体オプションのリストが

開きます。リストには、DayView, WeekView, WorkWeekView, MonthView が含まれます。デフォルト値は DayView で
す。各種データビューの詳細については、データビュー を参照してください。
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週ビューのスタイル週ビューのスタイル

週ビュースタイル週ビュースタイル ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、Office2003、Office2007 など、各種 WeekViewStyleEnum
列挙体オプションのリストが表示されます。デフォルト値は Office2007 です。

タイムラインスタイルタイムラインスタイル
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タイムラインスタイルタイムラインスタイル ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、Hours　および Days などのさまざまな

TimeLineStyleEnum TimeLineStyleEnum 列挙体のオプションのリストが表示されます。デフォルト値は Hours です。

稼働時間のみを表示する稼働時間のみを表示する

［稼働時間のみ表示］［稼働時間のみ表示］チェックボックスをオンにすると、DayView、WeekView、WorkWeekView ビューの時、稼働時間として設

定された時刻のみが表示されます。デフォルトは、オフに設定されます。

全日領域を表示する全日領域を表示する

［全日領域を表示する］［全日領域を表示する］チェックボックスをオンにすると、予定の全日領域が表示されます。デフォルト値はオンです。

タイトルを表示するタイトルを表示する

タイトルの表示タイトルの表示 チェックボックスをオンにすると、ShowTitle プロパティが True に設定され、タイトルパネルが表示されます。

デフォルト値は、オンに設定されます。

間隔間隔

間隔間隔 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、各種 TimeScaleEnum 列挙体オプションのリストが表示されます。リスト

には、FiveMinutes、SixMinutes、TenMinutes、FifteenMinutes、TwentyMinutes、ThirtyMinutes、OneHour が含ま

れます。デフォルト値は ThirtyMinutes です。TimeScaleEnum 列挙体は、DayView と WorkWeekView ビューに時間帯を表

示するために使用する時間間隔を決定します。

週の最初の曜日週の最初の曜日

週の最初の曜日週の最初の曜日ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、さまざまな WeekStart プロパティオプションのリスト（日曜日曜

日日、月曜日月曜日、火曜日火曜日、水曜日水曜日、木曜日木曜日、金曜日金曜日、土曜日土曜日）が表示されます。デフォルト値は、システム設定を使用します。

WeekStart プロパティは、週の最初の日を決定します。

編集オプション編集オプション

編集オプション編集オプション ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、さまざまな EditOptions 列挙体オプションのリストが表示され

ます。リストには、AllowInplaceEdit, AllowDrag, AllowAppointmentEdit, AllowAppointmentCreate,
AllowAppointmentDelete, All が含まれます。デフォルト値は All です。
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再通知フォームを表示する再通知フォームを表示する

再通知フォームを表示する再通知フォームを表示するチェックボックスをオンにすると、ShowReminderForm プロパティが True に設定され、アラーム

が警告を出すときに 再通知再通知 ダイアログボックスが表示されます。デフォルト値は、オンに設定されます。

コンテキストメニューを表示するコンテキストメニューを表示する

コンテキストメニューを表示するコンテキストメニューを表示するチェックボックスをオンにすると、ShowContextMenu プロパティが True に設定され、マウス

が右クリックされたときにコンテキストメニューが表示されます。デフォルト値は、オンに設定されます。

予定のツールチップを表示する予定のツールチップを表示する

［予定のツールチップを表示する］チェックボックスをオンにすると、ShowAppointmentToolTip プロパティが True に設定さ

れ、マウスが予定の上に置かれたときにツールチップが表示されます。デフォルト値は、オンに設定されます。

外観のリセット外観のリセット

外観のリセット外観のリセットをクリックすると、すべての設定がデフォルト値にリセットされます。

C1Schedule のバージョン情報のバージョン情報

バージョン情報バージョン情報 をクリックすると、C1Schedule コントロールの バージョン情報バージョン情報 ダイアログボックスが表示され、コントロールの

ビルド番号を見ることができます。。

ローカライズローカライズ

ローカライズローカライズ ボタンをクリックすると、［ローカライズ］ダイアログボックスが開き、ローカライズに関する設定を変更できます。詳

細については、ローカライズ を参照してください。

親コンテナにドッキング／親コンテナからドッキング解除親コンテナにドッキング／親コンテナからドッキング解除

親コンテナにドッキング親コンテナにドッキング をクリックすると、C1Schedule の Dock プロパティが Fill に設定されます。

C1Schedule が親コンテナにドッキングすると、親コンテナから C1Schedule のドッキングを解除するオプションが使用可能に

なります。親コンテナからドッキング解除親コンテナからドッキング解除 をクリックすると、C1Schedule の Dock プロパティが None に設定されます。

［C1Calendar タスク］メニュー

C1Calendar タスクタスク メニューで、スマートデザイナを迅速かつ簡単に有効にし、C1Calendar を C1Schedule コントロールにリ

ンクさせ、カレンダーの各プロパティを設定できます。

C1Calendar タスクタスク メニューにアクセスするには、コントロールの右上隅にあるスマートタグ( ) をクリックします。C1Calendar
タスクタスク メニューが開きます。
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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

スマートタグを有効にする］チェックボックスをオンにすると、C1Calendar コントロール上のスマートデザイナがアクティブ化さ

れ、設計時のインタラクティブ操作が向上します。デフォルトは、オンに設定されます。スマートデザイナの詳細については、

C1Calendar スマートデザイナを参照してください。

Schedule

Schedule ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、C1Calendar コントロールを C1Schedule コントロールにリンクでき

ます。スケジュールスケジュール ドロップダウンボックスが C1Schedule コントロールに設定されると、C1Calendar タスクタスク メニューに［最初

の日付］と 週の最初の曜日週の最初の曜日オプションが表示されます。

カレンダーの数カレンダーの数

カレンダーの数］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、C1Calendar コントロールに表示する月の数を含むリストが開

きます。CalendarDimensions プロパティのデフォルト値は 1 です。

メモメモ：CalendarDimensions プロパティは、使用可能なスペースに収めることができる月の数のみを表示します。

週番号を表示する週番号を表示する

週番号を表示する週番号を表示する チェックボックスをオンにすると、C1Calendar コントロール内に週番号が表示されます。デフォルト値は、オ

ンに設定されます。

表示スタイル表示スタイル

表示スタイル表示スタイル ドロップダウンのドロップダウン矢印をクリックすると、各種の VisualStyle 列挙体列挙体 のオプションのリストが開きま

す。リストには、System、Office 2007 Blue、Office 2007 Black、Office 2007 Silver、Windows XP Blue、Windows XP
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Silver、Windows XP Olive、Royale、Yahoo、Aero、Custom が含まれます。デフォルト値は、Office 2007 Blue です。各

種表示スタイルの詳細については 表示スタイル を参照してください。

表示スタイル表示スタイル ドロップダウンが定義済み表示スタイルの１つの変更したバージョンに設定された場合、タスクメニューに、前の前の

月月、次の月次の月、日ヘッダ書式日ヘッダ書式、月ヘッダ書式月ヘッダ書式 、基本フォント基本フォント などの追加のオプションが表示されます。

前の月前の月 ボックスでは、リソースの選択リソースの選択 ダイアログボックスが開きます。ここで、前へ前へ ボタンの画像を選択できます。

次の月次の月 ボックスでは、リソースの選択リソースの選択 ダイアログボックスが開きます。次へ。次へ ボタンの画像を選択できます。

日ヘッダ書式日ヘッダ書式 ドロップダウンでは、日ヘッダのテキストの書式を設定します。デフォルトは、dd（例：Mo）です。使用可能な書式

は次のとおりです。

d - 各日の１文字の省略名を表示します。例：M.
dd - 各日の２文字の省略名を表示します。例：Mo.
ddd - 各日の３文字の省略名を表示します。例：Mon.

月ヘッダ書式月ヘッダ書式 ドロップダウンでは、月ヘッダのテキストの書式を設定します。デフォルトは、MMMM yyy（例：February 2007）
です。使用可能な書式は次のとおりです。

MMMM yyy - 月の完全名と年を表示します。例：February 2007
MMM yyy - 月の省略名と年を表示します。例：Feb 2007。

基本フォント基本フォント ボックスでは、フォントフォント ダイアログが開きます。ここで、C1Calendar コントロール全体のフォントの外観を変更でき

ます。

最初の日付最初の日付 （（C1Calendar をを C1Schedule コントロールにリンクした場合のみ使用可能）コントロールにリンクした場合のみ使用可能）

最初の日付最初の日付 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、DateTimePicker が開き、C1Schedule コントロール内に表示され

る最初の日を選択できます。

週の最初の曜日（週の最初の曜日（C1Calendar をを C1Schedule コントロールにリンクした場合のみ使用可能）コントロールにリンクした場合のみ使用可能）

週の最初の曜日週の最初の曜日 ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、さまざまな WeekStart プロパティのオプションのリスト（日曜日曜

日日、月曜日月曜日、火曜日火曜日、水曜日水曜日、木曜日木曜日、金曜日金曜日、土曜日土曜日など）が表示されます。デフォルト値は、システム設定によって決定さ

れます。WeekStart プロパティは、週の最初の日を決定します。

外観のリセット外観のリセット

外観のリセット外観のリセット をクリックすると、すべての設定がデフォルト値にリセットされます。
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C1Calendar のバージョン情報のバージョン情報

バージョン情報バージョン情報 をクリックすると、C1Calendar コントロールの バージョン情報バージョン情報 ダイアログボックスが表示され、コントロールの

ビルド番号を見ることができます。

ローカライズローカライズ

ローカライズローカライズ ボタンをクリックすると、ローカライズローカライズ ダイアログボックスが開き、ローカライズに関する設定を変更できます。詳

細については、ローカライズ.

［AgendaView タスク］メニュー

In the C1AgendaView Tasks menu, you can quickly select the Schedule control to reference it, set the view type,
choose to show the days without events, and dock the control.

To access the C1AgendaView Tasks menu, click on the smart tag ( ) in the upper right corner of the control. This
opens the menu.

Schedule

Clicking the Schedule drop-down opens a list of available scheduler controls so that you can select schedule control
to reference it.

ViewType

Clicking the ViewType drop-down opens a list of available view types from where you can select a type of view for
the Agenda view.
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ShowEmptyDays

Selecting the ShowEmptyDays checkbox allows you to display the days without any events in the Agenda View.

VisualStyle

Clicking the VisualStyle drop-down opens a list of different VisualStyle enumeration options, such as Custom, Office
2007 Blue, Office 2007 Black, Office 2007 Silver, Office 2010 Black, Office 2010 Silver, Office 2010 Silver, and System.
For more information on the different visual styles, see Visual Styles.

Localize

Clicking the Localize button opens the Localize dialog box. In the Localize dialog box, you can customize your
localization settings. For more information, see Localization.

About C1AgendaView

Clicking About displays the C1AgendaView control's About dialog box, which displays the build number of the
control.

Dock/Undock in Parent Container

Clicking Dock in Parent Container sets the Dock property for C1AgendaView to Fill.

If C1AgendaView is docked in the parent container, the option to undock C1AgendaView from the parent container is
available. Clicking Undock in Parent Container sets the Dock property for C1AgendaView to None.

［TableView タスク］メニュー
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In the C1TableView Tasks menu, you can quickly select the Schedule control to reference it, enable column
reordering and filtering, and dock the control.

To access the C1TableView Tasks menu, click on the smart tag ( ) in the upper right corner of the control. This
opens the menu.

Schedule

Clicking the Schedule drop-down opens a list of available scheduler controls so that you can select schedule control
to reference it.

Enable Column Reordering

Clicking the Enable column Reordering drop-down opens a list where you can select whether to allow user to
reorder only columns, only rows, or both.

Enable Column Filtering
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Selecting the Enable Column Filtering checkbox allows you to choose whether to allow filtering
in columns of the Table View.

VisualStyle

Clicking the VisualStyle drop-down opens a list of different VisualStyle enumeration options, such as Custom, Office
2007, Office 2010, System, etc. For more information on the different visual styles, see Visual Styles.

Localize

Clicking the Localize button opens the Localize dialog box. In the Localize dialog box, you can customize your
localization settings. For more information, see Localization.

About C1TableView

Clicking About displays the C1TableView control's About dialog box, which displays the build number of the control.

Dock/Undock in Parent Container

Clicking Dock in Parent Container sets the Dock property for C1TableView to Fill.

If C1TableView is docked in the parent container, the option to undock C1TableView from the parent container is
available. Clicking Undock in Parent Container sets the Dock property for C1TableView to None.

スマートデザイナ

C1Schedule スマートデザイナと C1Calendar スマートデザイナを使用すると、設計時に Scheduler for WinForms コン

ポーネントをすばやく簡単に構成できます。スマートデザイナのフローティングツールバーにアクセスするには、各コントロール

の左上にある  ボタンをクリックします。Scheduler for WinForms スマートデザイナの詳細については、「C1Schedule ス
マートデザイナ」および「C1Calendar スマートデザイナ」を参照してください。

C1Schedule スマートデザイナ

C1Schedule には、スマートデザイナのフローティングツールバーが搭載され、設計時のインタラクティブ操作が強化されてい

ます。スマートデザイナを使用し、直接プロパティをフォーム上に設定できます。

スマートデザイナのフローティングツールバーを表示するには、フォームの左上隅にある  ボタンをクリックします。
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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。

C1Schedule コントロールのフローティングツールバーは、以下の各ツールバーボタンから構成されます。

ボタン 説明

デフォルトビュー：デフォルトビュー：デフォルト

ビューを選択します。

設定：設定：C1Schedule コントロー

ルのプロパティを設定します。

表示スタイル：表示スタイル：C1Schedule コ
ントロールの外観を編集しま

す。

カレンダー設定：カレンダー設定：カレンダー設

定をカスタマイズします。

データソース設定データソース設定 ：：データソー

スのマッピングを設定します。

ローカライズ：ローカライズ：スケジュールを

ローカライズします。

設定設定

設定設定 ボタンをクリックすると、設定設定 ダイアログボックスが開きます。ここで、C1Schedule コントロールのプロパティを設定できま

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 ボタンをクリックすると、表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスが開きます。ここで、レイアウトプロパティとスタイルオ

プションを設定できます。
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カレンダー設定カレンダー設定

カレンダー設定カレンダー設定 ボタンをクリックすると、カレンダー設定カレンダー設定 ダイアログボックスが開きます。ここで、カレンダーの設定をカスタマイ

ズできます。

データソース設定データソース設定

データソース設定データソース設定 ボタンをクリックすると、データソース設定データソース設定 ダイアログボックスが開きます。ここで、データソースのマッピング

を設定できます。デフォルトでは、データメンバデータメンバ プロパティは 非連結モード非連結モードに設定されます。
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データソースを連結データソースに設定すると、［データメンバ］プロパティは［連結モード連結モード］に切り替わります。マッピングは下図

のように設定できます。データソースへの連結方法の詳細については、「手順手順 2：データソースに連結する：データソースに連結する」を参照してくださ

い。
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連結データの C1Schedule コントロールへのマップ方法の詳細については,データマッピング を参照してください。

ローカライズローカライズ

［ローカライズ］ボタンをクリックすると、［ローカライズ］ダイアログボックスが開き、ローカライズに関する設定を変更できます。

詳細については、ローカライズ を参照してください。
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C1Calendar スマートデザイナ

C1Calendar には、スマートデザイナのフローティングツールバーが搭載され、設計時のインタラクティブ操作が強化されてい

ます。スマートデザイナを使用し、直接プロパティをフォーム上に設定できます。

スマートデザイナのフローティングツールバーを表示するには、フォームの左上隅にある  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。

C1Calendar コントロールのフローティングバーは、以下の各ツールバーボタンから構成されます。

ボタン 説明

表示スタイル：表示スタイル：C1Calendar コントロールの外観を編

集します。

設定：設定：C1Calendar コントロールのプロパティを設定

します。

カレンダー設定カレンダー設定 ：：カレンダー設定をカスタマイズしま

す。

ローカライズ：ローカライズ：カレンダをローカライズします。
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表示スタイル表示スタイル

表示スタイル表示スタイル ボタンをクリックすると、表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスが開きます。ここで、レイアウトプロパティとスタイルオ

プションを設定できます。

設定設定

設定設定 ボタンをクリックすると、設定設定ダイアログボックスが開きます。ここで、カレンダーのサイズを設定し、C1Schedule コント

ロールにリンクできます。

カレンダー設定（カレンダー設定（C1Schedule コントロールにリンクした場合のみ使用可能）コントロールにリンクした場合のみ使用可能）

カレンダー設定カレンダー設定 ボタンをクリックすると、カレンダー設定カレンダー設定 ダイアログボックスが開きます。ここで、カレンダーの設定をカスタマイ

ズできます。
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ローカライズローカライズ

ローカライズローカライズ ボタンをクリックすると、［ローカライズ］ダイアログボックスが開き、ローカライズに関する設定を変更できます。詳

細については、ローカライズ を参照してください。
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Scheduler コントロール

Scheduler for WinForms provides all of the functionality for a scheduling application. The Scheduler control is a
functional schedule that allows users to add, edit and manage appointments. However, the initial schedule uses a
default interface that you will want to further customize to fit your users' scheduling needs. 

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

要素

The Scheduler control is a fully functional schedule that allows users to add, edit, and manage their appointments. It is
composed of two main parts:

A storage area that contains business data, such as appointments, contacts, and so on, with an ability to bind this data
to database storages like DataSet, and provides business logic for this data.

The default Scheduler interface, which is intended to help in building an arbitrary user interface for data managed by
Scheduler.
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.NET 6
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Scheduler comprises the following navigation and title elements:

Navigation buttons: Calendar consists of Previous and Next navigation buttons that allow you to navigate to
the previous or the next month respectively.
Timeline: Shows the appointment timeline.
Default View: Shows the default view of the Scheduler.
Navigation to Next and Previous Appointment buttons: Navigate to next and previous appointment
windows.

.NET Framework

予定

予定は、ある期間とその期間に開催されるイベントの詳細情報を表します。予定は、指定した期間（30 分など）から複数日イ

ベントにまたがることができます。予定を設定するには、コードを使用するか、データに連結します。実行時の場合は、コンテキ

ストメニューを使用するか、スケジュール上の指定した時刻をクリックします。

期間の予定期間の予定

DayView, WeekView または WorkWeekView ビューの場合、特定の期間にまたがる予定がスケジュールのその期間に表

示されます。たとえば、以下の予定は、午後２時から始まって１時間継続します。
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MonthView ビューでは、予定の時刻と件名を示した予定がカレンダーに表示されます。

期間予定の設定期間予定の設定

予定予定は、コードによるか、実行時に予定予定ダイアログボックスから作成できます。次のコードは、Form_Load イベントに追加さ

れ、新しい期間予定を作成します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 新しい予定を作成します。    
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment    
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()

' 予定の詳細を設定します。    
app.Subject = "トレーニング"    
app.Location = "大会議室"    
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45)   
app.Start = New Date(2007, 2, 28, 13, 30, 0)

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// 新しい予定を作成します。   
C1.C1Schedule.Appointment app;     
app = this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add(); 

// 予定の詳細を設定します。    
app.Subject = "トレーニング";     
app.Location = "大会議室";     
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45);     
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app.Start = new DateTime(2007, 2, 28, 13, 30, 0);

実行時、予定予定ダイアログボックスから開始時間開始時間 と 終了時間終了時間 のドロップダウンを予定の期間に設定して、予定を作成できます。

実行時の予定の作成の詳細については、 予定を操作する を参照してください。

終日または複数日イベント終日または複数日イベント

DayView, WeekView または WorkWeekView ビューの場合、スケジュールの上領域に、終日イベントまたは複数日イベン

トの予定がスケジュールに表示されます。たとえば、終日イベントを示した場合の予定は次のような表示になります。

MonthView ビューの場合、ボックスに予定の時刻と件名を示した予定がカレンダーに表示されます。

終日の予定の設定終日の予定の設定

予定は、コードによるか、実行時に 予定予定 ダイアログボックスから作成できます。次のコードは、Form_Load イベントに追加さ

れ、新しい終日の予定を作成します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 新しい予定を作成します。   
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment    
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()

' 予定を終日のイベントにします。    
app.AllDayEvent = True
 
' 予定の詳細を設定します。    
app.Subject = "トレーニング"    
app.Location = "大会議室"

C# コードの書き方コードの書き方

C#
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// 新しい予定を作成します。    
C1.C1Schedule.Appointment app = 
this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add();

// 予定を終日のイベントにします。    
app.AllDayEvent = true;

// 予定の詳細を設定します。    
app.Subject = "トレーニング";    
app.Location = "大会議室";

実行時、予定予定ダイアログボックスから 終日のイベント終日のイベントチェックボックスを ON にして、予定を作成できます。実行時の予定の作

成の詳細については、「予定を操作する」 を参照してください。

ラベル

C1Schedule には、予定に割り当てることができる 12 種類の定義済みのラベルが含まれています。ラベルの色は、

C1Schedule コントロールの各データビューで表示できます。C1Schedule コントロールの月ビューのラベルは次のような表示

になります。

定義済みのラベル定義済みのラベル

含まれている定義済みのラベルは次のとおりです。

ラベル 色 インデックス
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なし 0

重要 1

ビジネス 2

個人用 3

休暇 4

期限 5

要出席 6

出張あり 7

要準備 8

誕生日 9

記念日 10

通話記録 11

予定に定義済みのラベルを割り当てる

ラベルを割り当てるには、コードを使用するか、実行時に 予定予定ダイアログボックスを使用します。Form_Load イベントに次の

コードを追加し、予定に 要出席要出席 ラベルを割り当てます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 新しい予定を追加します。       
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment        
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()
 
' 予定の詳細を設定します。        
app.Subject = "打ち合わせ"        
app.Location = "大会議室"        
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45)        
app.Start = New Date(2007, 2, 28, 13, 30, 0)

' 予定に定義済みのラベルを割り当てます。         
app.Label = Me.C1Schedule1.DataStorage.LabelStorage.Labels.Item(6)

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// 新しい予定を追加します。         
C1.C1Schedule.Appointment app;         
app = this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add(); 

// 予定の詳細を設定します。       
app.Subject = "打ち合わせ";         
app.Location = "大会議室";         
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45);         
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app.Start = new DateTime(2007, 2, 28, 13, 30, 0); 
  
// 予定に定義済みのラベルを割り当てます。       
app.Label = this.c1Schedule1.DataStorage.LabelStorage.Labels[6];

実行時にラベルを設定するには、予定予定 ダイアログボックスで、ラベルラベル ドロップダウンを使用可能なオプションの１つに設定しま

す。

予定にカスタムのラベルを割り当てる

Label プロパティを使用し、カスタムのラベルを追加することもできます。Form_Load イベントに次のコードを追加し、予定に

会議会議 ラベルを割り当てます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 新しい予定を追加します。      
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment        
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()
  
' 予定の詳細を設定します。          
app.Subject = "打ち合わせ"        
app.Location = "大会議室"        
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45)        
app.Start = New Date(2007, 2, 28, 13, 30, 0)

' 予定にカスタムのラベルを割り当てます。          
app.Label = New C1.C1Schedule.Label(Color.DeepSkyBlue, "Meeting", "Meeting")
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C# コードの書き方コードの書き方

C#

// 新しい予定を追加します。           
C1.C1Schedule.Appointment app;        
app = this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add(); 

// 予定の詳細を設定します。      
app.Subject = "打ち合わせ";         
app.Location = "大会議室";         
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45);        
app.Start = new DateTime(2007, 2, 28, 13, 30, 0); 
   
// 予定にカスタムのラベルを割り当てます。      
app.Label = new C1.C1Schedule.Label(Color.DeepSkyBlue, "打ち合わせ", "打ち合わせ");

空き時間

 C1Schedule には、予定あり、空き時間、外出中、仮の予定 および Working Elsewhere の5 種類の定義済みの空き時間ス

テータスが含まれます。［空き時間］ステータスの色は、WorkWeekView, WeekView,または DayView ビューの場合のみ表

示されます。予定の場合、色は予定の左端領域に表示されます。

終日イベントの場合、色は、イベントの左端領域、およびその日の全予定の左端部分に表示されます。

メモ：メモ：Office 2007 Black、Office 2007 Blue、Office 2007 Silver の各表示スタイルの場合、予定またはイベントの［予定あ

り］ステータスの色は表示されません。

デフォルトでは Office 2007 Blue, Office 2007 Black,  Office 2007 Silver の各表示スタイルの場合、ShowDayStatus プ
ロパティが False に設定され、WorkWeekView、WeekView、または DayView のビューのとき 空き時間空き時間ステータスは表示さ

れません。

それらの表示スタイルの ShowDayStatus プロパティを有効にするには、C1Schedule スマートデザイナ 表示スタイル表示スタイル］ダイア

ログボックスの 日ビュー日ビュータブの［日のステータスを表示する］をオンにします。

Office 2007 ビジュアルスタイルは、予定の左に空き状況を表示する代わりに、予定の空き状況に応じて、日スロットまたはタ

イムスロットの背景の色を設定します。
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デフォルトでは、Office 2007 の表示スタイルに HighlightDayStatus プロパティが True に設定されています。

HighlightDayStatus プロパティを無効にするには、C1Schedule スマートデザイナの 表示スタイル表示スタイルダイアログボックスの［共

通］ノードにある 日のステータスを表示する日のステータスを表示する チェックボックスのチェックを外します。

定義済みの空き時間ステータス定義済みの空き時間ステータス

定義済みの空き時間ステータスは次のとおりです。

空き時間ステース空き時間ステース 色色 インデックスインデックス

予定あり 0

空き時間 1

外出中 2

仮の予定 3

Working Elsewhere 4

予定に定義済みの空き時間ステータスを割り当てる

空き時間ステータスを割り当てるには、コードを使用するか、実行時に予定予定ダイアログボックスを使用します。Form_Load イベントに次のコードを追

加し、予定に 仮の予定仮の予定 ラベルを割り当てます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 新しい予定を追加します。       
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment        
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()
 
' 予定の詳細を設定します。          
app.Subject = "打ち合わせ"        
app.Location = "大会議室"        
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45)        
app.Start = New Date(2007, 2, 28, 13, 30, 0)

' 予定に定義済みの空き時間ステータスを割り当てます。          
app.BusyStatus = 
Me.C1Schedule1.DataStorage.StatusStorage.Statuses(C1.C1Schedule.StatusTypeEnum.Tentative)        
' または、app.BusyStatus = Me.C1Schedule1.DataStorage.StatusStorage.Statuses.Item(3)           
   
' ビューを稼働日に設定し、空き時間ステータスを表示します。          
Me.C1Schedule1.ViewType = C1.Win.C1Schedule.ScheduleViewEnum.WorkWeekView

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// 新しい予定を追加します。           
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C1.C1Schedule.Appointment app;         
app = this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add(); 

// 予定の詳細を設定します。          
app.Subject = "打ち合わせ";         
app.Location = "大会議室";         
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45);         
app.Start = new DateTime(2007, 2, 28, 13, 30, 0); 
    
// 予定に定義済みの空き時間ステータスを割り当てます。          
app.BusyStatus = 
this.c1Schedule1.DataStorage.StatusStorage.Statuses[C1.C1Schedule.StatusTypeEnum.Tentative];        
// または、app.BusyStatus = this.c1Schedule1.DataStorage.StatusStorage.Statuses[3];   

// ビューを稼働日に設定し、空き時間ステータスを表示します。          
this.c1Schedule1.ViewType = C1.Win.C1Schedule.ScheduleViewEnum.WorkWeekView;

StatusTypeEnum 列挙体またはインデックスを使用し、空き時間ステータスを設定できることに注意してください。

実行時に空き時間ステータスを設定するには、予定予定ダイアログボックスで、予定の公開方法予定の公開方法ドロップダウンを使用可能なオプションの１つに設定しま

す。

アラーム

予定のアラームは、予定が発生する前に、指定した時刻に 再通知再通知 ダイアログボックスを表示します。再通知再通知 ダイアログボック

スでは、１つまたは複数の予定の消去（複数の予定の期限が過ぎた場合）したり、項目を開いたり、アラームをリセットして設

定した時間後に再表示させたりできます。
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メモメモ：フォーカスが［再通知］オプションコンボボックスまたは［アラーム］リストにあるときに、［アラーム］ダイアログ内で

［Enter］を押すと、選択したアラームが再通知されます。

アラームを設定するには、予定の作成時に、アラームアラームチェックボックスをオンにし、予定にアラームを表示させるまでの時間量

を設定し、オプションとして、アラーム通知が表示されるときに再生するサウンドファイルを選択します。
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アラームプロパティ

コードから設定できるアラームのプロパティは次のとおりです。

プロパティ 説明

Reminder 予定に関連付けられた Reminder オブジェクトを取得します。予定をアラームに関連付ける

には、その ReminderSet プロパティを true に設定します。このプロパティが true に設定さ

れた場合、新しい Reminder オブジェクトが作成され、Reminder プロパティに割り当てられ

ます。

ReminderOverrideDefault 関連付けられた Reminder オブジェクトがデフォルト以外の設定を持つかどうかを示すブー

ル値を取得または設定します。アラームが予定のデフォルトのアラーム動作をオーバーライ

ドする場合は true。ReminderPlaySound と ReminderSoundFile プロパティを有効にするに

は、ReminderOverrideDefault プロパティを設定する必要があります。

ReminderPlaySound この予定またはタスクにアラームが発生する場合、アラームがサウンドを再生するかどうか

を示すブール値を取得または設定します。ReminderSoundFile プロパティを有効にするに

は、ReminderPlaySound プロパティを設定する必要があります。このプロパティは、

ReminderOverrideDefault プロパティが true に設定されている場合のみ有効です。

ReminderSet アラームが予定に関連付けられているかどうかを示すブール値を取得または設定します。こ

のプロパティが true に設定された場合、新しい Reminder オブジェクトが作成され、

Reminder プロパティに割り当てられます。

ReminderSoundFile 予定にアラームが発生するときに再生するサウンドファイルのパスとファイル名を示す文字

列値を取得または設定します。このプロパティは、ReminderOverrideDefault と
ReminderPlaySound プロパティが true に設定されている場合のみ有効です。 

ReminderTimeBeforeStart 予定の開始までにアラームが発生する時間間隔を示す TimeSpan 値を取得または設定しま

す。予定の開始までにアラームが発生する時間間隔を示す TimeSpan 値を取得または設定

します。

実行時に 予定予定 ダイアログで設定できるアラームの各プロパティは次のとおりです。

プロパティ 説明

ReminderSet アラームが予定に関連付けられているかどうかを示すブール値を取得または設定します。こ

のプロパティが true に設定された場合、新しい Reminder オブジェクトが作成され、

Reminder プロパティに割り当てられます。

ReminderSoundFile 予定にアラームが発生するときに再生するサウンドファイルのパスとファイル名を示す文字

列値を取得または設定します。このプロパティは、ReminderOverrideDefault と
ReminderPlaySound プロパティが true に設定されている場合のみ有効です。

ReminderTimeBeforeStart 予定の開始までにアラームが発生する時間間隔を示す TimeSpan 値を取得または設定しま

す。

連絡先

連絡先には、個人情報が含まれます。連絡先は、 ContactCollection クラスに格納され、オプションです。１つの予定に１つ

または複数のリソースを割り当てることができます。

予定に連絡先を割り当てる

実行時に、１つまたは複数の連絡先を予定に割り当てるには、連絡先連絡先 ダイアログボックスを使用します。予定予定 ダイアログボッ
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クスで、連絡先連絡先 ボタンをクリックすると、連絡先連絡先ダイアログボックスが開きます。

連絡先連絡先 ダイアログボックスで、予定に追加する連絡先をオンにします。

メモ：メモ：デフォルトでは、［連絡先］ダイアログボックスには連絡先が何も含まれていません。［連絡先］ダイアログボックスへ

の連絡先の追加方法の詳細については、連絡先マスターに連絡先を追加する を参照してください。
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連絡先マスターに連絡先を追加する

C1Schedule は、コードを使用するか、実行時に 連絡先マスター連絡先マスターダイアログボックスを使用して作成された連絡先をサポート

します。Form_Load イベントに次のコードを追加し、John Smith の連絡先を作成します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 連絡先を作成します。       
Dim contcol As C1.C1Schedule.ContactCollection        
contcol = Me.C1Schedule1.DataStorage.ContactStorage.Contacts        
Dim contact As New C1.C1Schedule.Contact       
contact.Text = "John Smith"

' 連絡先を連絡先マスターに挿入します。      
contcol.Insert(0, contact)

C# コードの書き方コードの書き方

C#

// 連絡先を作成します。       
C1.C1Schedule.ContactCollection contcol;        
contcol = this.c1Schedule1.DataStorage.ContactStorage.Contacts;        
C1.C1Schedule.Contact contact = new C1.C1Schedule.Contact();        
contact.Text = "John Smith";

// 連絡先を連絡先マスターに挿入します。        
contcol.Insert(0, contact);

実行時に、連絡先を作成して、連絡先マスター連絡先マスター ダイアログボックスから追加できます。連絡先連絡先 ダイアログボックスで、連絡先マ連絡先マ

スタースターボタンをクリックすると、連絡先マスター連絡先マスターダイアログボックスが開きます。ここで、連絡先を追加、削除します。

１つまたは複数の連絡先を作成したら、［連絡先］ダイアログボックスで、連絡先を予定に追加します。予定への連絡先の追加

方法の詳細については、予定に連絡先を割り当てる を参照してください。

分類項目
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分類項目は、予定を編成する場合に役立つキーワードまたはフレーズです。C1Schedule には、予定に割り当てることができ

る 20 種類の定義済みの分類項目が含まれます。分類項目は、 CategoryCollection クラスに格納され、オプションです。１

つの予定に１つまたは複数の分類項目を割り当てることができます。

定義済みの分類項目定義済みの分類項目

定義済みの分類項目は次のとおりです。

分類項目 インデックス

会社関係（取引先） 0

会社関係（競合相

手）

1

お気に入り 2

ギフト 3

ゴール／目標 4

祝日 5

年賀状／暑中見舞

い

6

友人 7

アイデア／ヒント 8

インターナショナル 9

顧客 10

その他 11

個人用 12

通話記録 13

進捗状況 14

戦略 15

業者 16

時間／経費 17

VIP 18

待機中 19

予定に定義済みの分類項目を割り当てる

分類項目を割り当てるには、コードを使用するか、実行時に 分類項目分類項目ダイアログボックスを使用します。Form_Load イベント

に次のコードを追加し、予定に 戦略戦略 ラベルを割り当てます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 予定を追加します。       
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment        
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()
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' 予定の詳細を設定します。        
app.Subject = "打ち合わせ"        
app.Location = "大会議室"        
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45)        
app.Start = New Date(2007, 2, 28, 13, 30, 0)
   
' 予定に分類項目を割り当てます。         
Dim category As C1.C1Schedule.Category        
category = Me.C1Schedule1.DataStorage.CategoryStorage.Categories.Item(15)        
app.Categories.Add(category)

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// 予定を追加します。         
C1.C1Schedule.Appointment app;         
app = this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add(); 

// 予定の詳細を設定します。        
app.Subject = "打ち合わせ";         
app.Location = "大会議室";         
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45);         
app.Start = new DateTime(2007, 2, 28, 13, 30, 0); 
 
// 予定に分類項目を割り当てます。        
C1.C1Schedule.Category category;         
category = this.c1Schedule1.DataStorage.CategoryStorage.Categories[15];         
app.Categories.Add(category);

実行時に、１つの予定に１つまたは複数の分類項目を割り当てるには、分類項目分類項目ダイアログボックスを使用します。予定予定ダイ

アログボックスで分類項目分類項目ボタンをクリックすると、分類項目分類項目ダイアログボックスが開きます。
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分類項目分類項目 ダイアログボックスで、予定に追加する分類項目をオンにします。

分類項目マスターにカスタムの分類項目を追加する

C1Schedule では、コードを使用するか、実行時に 分類項目マスター分類項目マスターダイアログボックスから作成されたカスタムの分類項目

もサポートします。Form_Load イベントに次のコードを追加し、カスタムの［会議］分類項目を作成します。
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Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' ［会議］分類項目を作成します。       
Dim catcol As C1.C1Schedule.CategoryCollection        
catcol = Me.C1Schedule1.DataStorage.CategoryStorage.Categories        
Dim meetings As New C1.C1Schedule.Category        
meetings.Text = "打ち合わせ"

' ［会議］分類項目を分類項目マスターに挿入します。        
catcol.Insert(0, meetings)

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// ［会議］分類項目を作成します。       
C1.C1Schedule.CategoryCollection catcol;        
catcol = this.c1Schedule1.DataStorage.CategoryStorage.Categories;        
C1.C1Schedule.Category meetings = new C1.C1Schedule.Category();        
meetings.Text = "打ち合わせ";

// ［会議］分類項目を分類項目マスターに挿入します。       
catcol.Insert(0, meetings);

実行時に、カスタムの分類項目 複数可複数可 を作成するには、分類項目マスター分類項目マスターダイアログボックスを使用します。分類項目分類項目ダイア

ログボックスで 分類項目マスター分類項目マスターボタンをクリックすると、分類項目マスター分類項目マスターダイアログボックスが開きます。ここで、分類項目

を追加、削除、リセットします。

カスタムの分類項目（複数可）を作成したら、［分類項目］ダイアログボックスで、分類項目を予定に追加します（定義済みの分

類項目を追加する場合と同じ方法）。予定への分類項目の追加方法の詳細については、「予定に定義済みの分類項目を割り

当てる」を参照してください。

リソース
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リソースは、特定のタスクのサポートソースを定義するキーワードまたはフレーズです。リソースは、 ResourceCollection クラ

スに格納され、オプションです。１つの予定に１つまたは複数のリソースを割り当てることができます。

たとえば、会議のリソースには、デジタルプロジェクタ、消去型ドライボード、ホワイトボード、レーザープリンタ、オーバーヘッド

プロジェクタ、黒板、イーゼルボード、テレビ、vcr/dvd プレーヤ、テレビ会議システムが含まれます。

予定にリソースを割り当てる

コードから、リソースを割り当てることができます。Form_Load イベントに次のコードを追加し、デジタルプロジェクタデジタルプロジェクタ リソースを

作成し、それを予定に割り当てます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' 予定を追加します。       
Dim app As C1.C1Schedule.Appointment        
app = Me.C1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add()

' 予定の詳細を設定します。         
app.Subject = "打ち合わせ"        
app.Location = "大会議室"        
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45)        
app.Start = New Date(2007, 2, 28, 13, 30, 0)        

' ［デジタルプロジェクタ］リソースを作成します。        
Dim rescol As C1.C1Schedule.ResourceCollection        
rescol = Me.C1Schedule1.DataStorage.ResourceStorage.Resources        
Dim roomres As New C1.C1Schedule.Resource        
roomres.Text = "Digital Projector"

' リソースをリソースマスターに挿入します。         
rescol.Insert(0, roomres)
   
' リソースを予定に割り当てます。      
app.Resources.Add(roomres)

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// 予定を追加します。         
C1.C1Schedule.Appointment app;        
app = this.c1Schedule1.DataStorage.AppointmentStorage.Appointments.Add();

// 予定の詳細を設定します。          
app.Subject = "打ち合わせ";        
app.Location = "大会議室";        
app.Duration = TimeSpan.FromMinutes(45);        
app.Start = new DateTime(2007, 2, 28, 13, 30, 0);

// ［デジタルプロジェクタ］リソースを作成します。         
C1.C1Schedule.ResourceCollection rescol;         
rescol = this.c1Schedule1.DataStorage.ResourceStorage.Resources;         
C1.C1Schedule.Resource roomres = new C1.C1Schedule.Resource();         
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roomres.Text = "Digital Projector"; 

// リソースをリソースマスターに挿入します。        
rescol.Insert(0, roomres); 

// リソースを予定に割り当てます。         
app.Resources.Add(roomres);

実行時に、予定に１つまたは複数のリソースを割り当てるには、リソースリソース ダイアログボックスを使用します。予定予定 ダイアログ

ボックスで リソースリソース ボタンをクリックすると、リソースリソース ダイアログボックスが開きます。

リソースリソース ダイアログボックスで、予定に追加するリソースをオンにします。
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メモメモ：デフォルトでは、リソースリソース ダイアログボックスにはリソースが何も含まれていません。［リソース］ダイアログボックス

へのリソースの追加方法の詳細については、 「リソースマスターにリソースを追加する」を参照してください。

リソースマスターにリソースを追加する

C1Schedule は、コードから、または実行時に リソースマスターリソースマスターダイアログボックスから作成されたリソースをサポートしま

す。Form_Load イベントに次のコードを追加し、デジタルプロジェクタデジタルプロジェクタ リソースを作成します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' ［デジタルプロジェクタ］リソースを作成します。       
Dim rescol As C1.C1Schedule.ResourceCollection        
rescol = Me.C1Schedule1.DataStorage.ResourceStorage.Resources        
Dim roomres As New C1.C1Schedule.Resource        
roomres.Text = "ディジタルプロジェクタ"
   
' リソースをリソースマスターに挿入します。       
rescol.Insert(0, roomres)

C#コードの書き方コードの書き方

C#

// ［デジタルプロジェクタ］リソースを作成します。        
C1.C1Schedule.ResourceCollection rescol;         
rescol = this.c1Schedule1.DataStorage.ResourceStorage.Resources;         
C1.C1Schedule.Resource roomres = new C1.C1Schedule.Resource();         
roomres.Text = "ディジタルプロジェクタ"; 
  
// リソースをリソースマスターに挿入します。        
rescol.Insert(0, roomres);
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実行時に、１つまたは複数のリソースを作成するには、リソースリストマスターリソースリストマスターダイアログボックスを使用します。リソースリソースダイア

ログボックスで、リソースリストマスターリソースリストマスターボタンをクリックすると、リソースリストマスターリソースリストマスターダイアログボックスが開きます。ここで、リ

ソースを追加、削除します。

１つまたは複数のリソースを作成したら、［リソース］ダイアログボックスで、リソースを予定に追加します。予定へのリソースの

追加方法の詳細については、「予定にリソースを割り当てる」を参照してください。

予定アクション

C1Schedule コントロールではAction プロパティを使用して予定アクションを作成し、設定できます。 Action プロパティは、現在の

システム時間が自分の Appointment オブジェクトの開始時間になったときに実行するアクションを決定します。デフォルトでは、

コントロールはアクションを実行するシステムプロセスの開始を試みます。この動作を変更するに

は、AppointmentCustomAction イベントのイベントハンドラで Cancel プロパティを True に設定します。

予定アクションにより、指定されたパラメータを持つローカルアプリケーションを実行したり、予定の開始時刻に特定の Web サイト

にナビゲートしたりするなどの動作を設定できます。たとえば、次のコードを AppointmentAdded イベントに追加して、新しい予

定の開始時刻に ComponentOne の Web サイトにナビゲートします。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Private Sub C1Schedule1_AppointmentAdded(ByVal sender As Object, ByVal e As 
AppointmentEventArgs) Handles C1Schedule1.AppointmentAdded        
    ' 新しいアクションを作成します。        
    Dim action As New Action()         
    action.Command = "https://www.grapecity.co.jp"         
    ' 予定アクションを設定します。         
    e.Appointment.Action = action         
End Sub

C# コードの書き方コードの書き方

C#

private void c1Schedule1_AppointmentAdded(object sender, AppointmentEventArgs e)        
{        
    // 新しいアクションを作成します。         
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    Action action = new Action();        
    action.Command = "https://www.grapecity.co.jp";        
    // 予定アクションを設定します。         
    e.Appointment.Action = action;        
}

ビュー

The Scheduler control supports pre-defined views for better visualization of data in different scenarios. These are: Day
view, Week view, Workweek view, Month view and Timeline view. These views can be easily set by using ViewType
property of the C1Schedule class which accepts value from the ScheduleViewEnum enumeration. For more
information on built-in views, see Data Views.

Apart from this, functionality of Scheduler control can be further extended to display agenda view and table view by
using C1.Win.C1Schedule.Extended assembly which provides two new controls named AgendaView and
TableView. These views are extended views and are displayed along with built-in view of Scheduler. For more
information, see Agenda View and Table View.

データビュー

C1Schedule コントロールは、さまざまなカレンダービューをサポートします。含まれる5種類の定義済みのデータビューは次の

とおりです。

ビュー 画像 説明

DayView 特定

の１日

の予

定を

表示

する

詳細

ビュー

です。
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TimeLineView 水平

タイム

ライン

に予

定を

表示

しま

す。

MonthView １か月

また

は複

数の

月の

予定

を表

示しま

す。

WeekView Office 2007 スタイルの週ビューは次のような表示になります。これは、Office 2007 の表示スタイ

ルのデフォルトで、WeekViewStyle プロパティが Office2007 に設定され、ViewType プロパ

ティが WeekView に設定されています。

指定

した平

日の

ビュー 画像 説明
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予定

を表

示しま

す。

WorkWeekView 指定

した期

間の

予定

を表

示しま

す。

デフォ

ルトは

月曜

日～

金曜

日で

す。

デフォルトのデータビューを変更するデフォルトのデータビューを変更する

ビュー 画像 説明
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設計時にデフォルトのデータビューを変更するには、スマートデザイナ、タスクメニュー、コードのいずれかを使用し、 ViewType
プロパティを設定します。

スマートデザイナの場合スマートデザイナの場合

1. C1Schedule スマートデザイナで、 表示スタイル表示スタイルボタンをクリックします。C1Schedule スマートデザイナへのアクセス方

法の詳細については、 C1Schedule スマートデザイナを参照してください。

2. 表示スタイル表示スタイルダイアログで、月ビューボタンをクリックします。

3. ダイアログボックスを閉じます。

タスクメニューの場合タスクメニューの場合

1. C1Schedule タスクメニューを開きます。C1Schedule タスクタスクメニューへのアクセス方法の詳細については ［C1Schedule
タスク］メニューを参照してください。

2. デフォルトビューデフォルトビュー ドロップダウンのドロップダウン矢印をクリックし、MonthView を選択します。

3. C1Schedule タスク メニューを閉じます。

コードの場合コードの場合

Form_Load イベントに次のコードを追加し、デフォルトの ViewType プロパティを MonthView に設定します。

Me.C1Schedule1.ViewType = C1.Win.C1Schedule.ScheduleViewEnum.MonthView

Visual Basic

this.c1Schedule1.ViewType = C1.Win.C1Schedule.ScheduleViewEnum.MonthView;

C#

予定一覧ビュー

Agenda view is a view where schedule appointments are grouped by date in a table and each appointment is
displayed in a single row. The view does not show row or column headers and the view is sorted by dates in ascending
order. The main purpose of the agenda view is to show upcoming events in compact form, so that end-user can
quickly pick some event.

The following image shows how the agenda view appears:

In Scheduler, agenda view is supported through the AgendaView control represented by the C1AgendaView class
provided by the C1.Win.C1Schedule.Extended assembly. To display agenda view along with the schedule, you need
to reference the Scheduler control using Schedule property of the BaseTableView class. You can choose to display
the agenda of the current day, next seven days or for the interval represented by the attached schedule by setting
the ViewType property of the C1AgendaView class which accepts value from the AgendaViewType enumeration.
You can also choose whether to display the days without any events in the view by setting the ShowEmptyDays
property.

Runtime operation

In AgendaView, just like Scheduler, user can edit a particular appointment through the EditAppointment dialog which
appears on double clicking an appointment. Similarly, all other runtime operations related to an appointment can be
carried out in this view as well using the appointment context menu. For more information on runtime operations
related to an appointment, see Working with Appointments.

テーブルビュー

Table view is a view where each appointment is displayed as a record in a tabular format along with its subject,
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attachment, start or end date, and category in different columns. This view is generally used when subject is not
enough and other details of appointment are also required for better categorization.

In Scheduler, table view is supported through the TableView control represented by the C1TableView class provided
by the C1.Win.C1Schedule.Extended assembly. To display table view along with the schedule, you need to reference
the Scheduler control using Schedule property of the BaseTableView. The TableView control supports two types of
table views, list and active, where list view shows all the appointments and events whereas the active view shows the
active events and appointments only. You can choose to display the active or list view by setting the Active property
of C1TableView class to True or False respectively. You can also customize the view by changing the properties of
the AppointmentField objects.

The following image shows how the list view appears:

The following image shows how the active view appears:

Runtime operation

TableView, just like a grid or table, also supports grouping, sorting, filtering, merging etc. at runtime. Apart from this,
user can edit a particular appointment through the EditAppointment dialog which appears on double clicking an
appointment. Similarly, all other runtime operations related to an appointment can be carried out in this view as well
using the context menu. For more information on runtime operations related to an appointment, see Working with
Appointments.

データマッピング

マッピングの最も簡単な方法は、C1Schedule スマートデザイナの［データソース設定データソース設定］ダイアログボックスを使用することで

す。C1Schedule スマートデザイナへのアクセス方法の詳細については C1Schedule スマートデザイナ を参照してください。
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このダイアログボックスから、すべての C1Scheduleストレージの DataSource と DataMember プロパティを設定できます。

データソースとデータメンバを設定したら、ストレージマッピングの必須とオプションの各フィールドを設定します。

メモ：メモ：必須フィールドの名前は、正常にマップされると、緑色で表示されます。すべての必須フィールドが正常にマップされ

ると BoundMode テキストも緑色で表示されます。

C1Schedule のオブジェクトモデル内のすべてのオブジェクトは、Id プロパティまたは Index プロパティによって識別されま

す。データソースからデータを正しく復元させるには IdMapping プロパティ または IndexMapping プロパティ（リソース、ラ

ベル、連絡先、分類項目のデータストレージに連結する場合に有効）にマッピングを指定する必要があります。C1Schedule
は、AppointmentStorage にこれらのオブジェクトの ID またはインデックスのみを保存します。IdMapping または

IndexMapping に対するマッピングが存在しない場合、C1Schedule は、各自のデータを指定して初期化されたストレージ内

の予定のプロパティは正しく識別されません。

データテーブルを C1Schedule コントロールにマップするには、まず、［ID マッピングマッピング］ドロップダウンリストを GUID（グローバルグローバル

一意識別子一意識別子）フィールドに設定するか、［インデックスマッピングインデックスマッピング］ドロップダウンリストを Integer（整数型整数型）フィールドに設定しま

す。C1Schedule コントロールと連結して使用するデータベースの作成方法の詳細については、連結可能な連結可能な Microsoft
Access データベースを作成するデータベースを作成する を参照してください。

AppointmentStorage マッピングマッピング

AppointmentStorage へのマッピングに使用可能なフィールドは次のとおりです。

マッピング 必須／オプション データ型

Id mapping オプション GUID

Index mapping オプション Integer

Properties オプション Text
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Body 必須 Text

End 必須 Date/Time

Location 必須 Text

Start 必須 Date/Time

Subject 必須 Text

Owner ID オプション GUID

Owner Index オプション Integer

Category Storage Properties Tab

CategoryStorageへのマッピングに使用可能なフィールドは次のとおりです。

マッピング 必須／オプション データ型

Id mapping オプション GUID

Index mapping オプション Integer

Caption Mapping オプション Text

Text Mapping 必須 Text

Contact Storage マッピングマッピング

ContactStorage: へのマッピングに使用可能なフィールドは次のとおりです。

マッピング 必須／オプション データ型

Id mapping オプション GUID

Index mapping オプション Integer

Caption Mapping オプション Text

Color Mapping オプション Text

Text Mapping 必須 Text

Label Storage マッピングマッピング

LabelStorage: へのマッピングに使用可能なフィールドは次のとおりです。

マッピング 必須／オプション データ型

Id mapping オプション GUID

Index mapping オプション Integer

Caption Mapping オプション Text

Color Mapping オプション Text

Text Mapping 必須 Text

Resource Storage マッピングマッピング

ResourceStorage: へのマッピングに使用可能なフィールドは次のとおりです。

マッピング 必須／オプション データ型
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マッピング 必須／オプション Data Type

Id mapping オプション GUID

Index mapping オプション Integer

Caption Mapping オプション Text

Color Mapping オプション Text

Text Mapping 必須 Text

Status Storage マッピングマッピング

StatusStorageへのマッピングに使用可能なフィールドは次のとおりです。

マッピング 必須／オプション データ型

Id mapping オプション GUID

Index mapping オプション Integer

Caption Mapping オプション Text

Color Mapping オプション Text

Text Mapping 必須 Text

グループ化

Scheduler for WinForms は、予定の視覚的グループ化をサポートします。C1Schedule コントロールは、リソース、連絡先、

カテゴリによるグループ化と Owner プロパティ値を使用したグループ化をサポートします。 C1Schedule ビューと表示スタイル

はすべてグループ化をサポートし、グループ間のナビゲーション用の UI 要素を含みます。

Scheduler for WinForms の次のクラスはグループ化をサポートします。

ScheduleGroupItem: GroupBy プロパティが設定されているか、デフォルトの UI が使用されている場合、単一のリ

ソース、カテゴリ、または連絡先用の個々の UI 部分を表示するのに必要なすべてのデータを保持します。

ScheduleGroupItemCollection: ScheduleGroupItem オブジェクトのコレクションを表します。

グループ化をサポートするために、次のプロパティが C1Schedule クラスに追加されました。

GroupBy:グループ化のタイプを決定する文字列値を取得または設定します。

このプロパティは、サポートされる次のキーワードのいずれかと同等に使用できます。

空の文字列 - グループ化しない。

"Owner" - Owner プロパティ値によりグループ化する。

"Category" - Categories プロパティ値によりグループ化する。

"Contact" - Links プロパティ値によりグループ化する。

"Resource" -Resources プロパティ値によりグループ化する。

デフォルト値は空の文字列です。

ShowGroupNavigation: C1Schedule コントロールがグループナビゲーションボタンを表示するかどうかを決定する

ブール値を取得または設定します。デフォルト値は True です。このプロパティは GroupBy プロパティが設定されてい

るときにのみ有効になります。

ShowEmptyGroupItem: C1Schedule コントロールが空のグループ項目を表示するかどうかを決定するブール値を

取得または設定します。このプロパティは GroupBy プロパティが設定されているときにのみ有効になります。このプロ

パティを True に設定すると、C1Schedule コントロールはオーナー（リソース、連絡先、またはカテゴリ）の割り当てなし

でグループ項目を表示します。このグループ項目には、他のグループ項目に分類されないすべての予定が含まれま

す。デフォルト値は False です。
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EmptyGroupName: Name プロパティのデフォルト値として使用する文字列値を取得または設定します。 デフォルト

値は "Calendar" です。

GroupItems: 現在設定されているグループ化のタイプに対応する、利用可能なすべての ScheduleGroupItem オブ

ジェクトのコレクションを取得します。

VisibleGroupItems: 現在表示されている ScheduleGroupItem オブジェクトのコレクションを取得します。

IsGrouped: C1Schedule コントロールでグループ化が設定されているかどうかを決定するブール値を取得します。

SelectedGroupItem:選択されている ScheduleGroupItem を取得するか、選択が空の場合は null を返します。

GroupPageSize: 同時に UI に表示される ScheduleGroupItem オブジェクトの最大数を決定する整数値を取得また

は設定この値を増やすとパフォーマンスに影響を与える場合があります。 デフォルト値は2です。

C1Schedule クラスの次のメソッドはグループ化をサポートします。

NavigateToScheduleGroup: C1Schedule コントロールを、指定された増分だけ別の ScheduleGroupItem オブジェ

クトに移動したり、戻ったりします。

印刷とプレビューのカスタマイズ

以下のトピックでは、Scheduler for WinForms で印刷とプレビューをカスタマイズする方法ついて詳しく説明します。Print
Preview in C1Schedule is enabled on adding C1.Win.C1RibbonPreview.4 and C1.Win.C1Ribbon.4 assemblies in the
project references. 実行時の印刷についての詳細は、データの印刷とプレビューを参照してください。

注意注意： 印刷を機能させるには、Reports for Windows Forms または Preview for Windows Forms のビルド

2.0.20082.50035 以降を備えている必要があります。

印刷の無効化

デフォルトでは、印刷とプレビューは C1Schedule コントロールで有効になっています。エンドユーザーがスケジュール情報を

印刷／プレビューできないようにする場合、またはアプリケーションに印刷機能を搭載する必要がない場合は、

IsPrintingEnabled プロパティを使用して印刷を無効にできます。IsPrintingEnabled を False に設定すると、C1Schedule
コントロールは Preview for Windows Forms アセンブリを見つけたり、ロードしたりせず、実行時にコンテキストメニューおよ

び AppointmentForm ツールバーには印刷／印刷プレビューオプションが表示されません。

印刷を無効にするには、プロパティウィンドウまたはコードで IsPrintingEnabled プロパティを False に設定します。

プロパティウィンドウの場合プロパティウィンドウの場合

C1Schedule プロパティウィンドウで IsPrintingEnabled プロパティを指定し、それを False に設定します。

コードの場合コードの場合
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次のコードを Form_Load イベントに追加し、IsPrintingEnabled プロパティを False に設定します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1Schedule1.PrintInfo.IsPrintingEnabled = False

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1Schedule1.PrintInfo.IsPrintingEnabled = false;

印刷オプションフォームの無効化

デフォルトでは、Scheduler for WinForms で印刷または印刷データのプレビューを行う前に、実行時に各種オプションを備

える 印刷印刷 ダイアログボックスが表示されます。

エンドユーザーがこのフォームを表示しないようにする場合は、ShowOptionsForm プロパティを使用して無効にできま

す。C1Schedule コントロールは 印刷印刷 ダイアログボックスを表示しません。

オプションフォームを無効にするには、プロパティウィンドウまたはコードで ShowOptionsForm プロパティを False に設定しま

す。

プロパティウィンドウの場合プロパティウィンドウの場合

C1Schedule プロパティウィンドウで ShowOptionsForm プロパティを指定し、それを False に設定します。
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コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加し、ShowOptionsForm プロパティを False に設定します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1Schedule1.PrintInfo.ShowOptionsForm = False

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1Schedule1.PrintInfo.ShowOptionsForm = false;

印刷進行状況フォームの無効化

デフォルトでは、実行時に Scheduler for WinForms でデータの印刷またはプレビューを行う前に、ドキュメントの処理ドキュメントの処理 ダイ

アログボックスが表示されます。

エンドユーザーがこのフォームを表示しないようにする場合は、 ShowProgressForm プロパティを使用して無効にできます。

ShowProgressForm を False に設定すると、 C1Schedule コントロールは［ドキュメントの処理］ダイアログボックスを表示しま

せん。

印刷進行状況フォームを無効にするには、プロパティウィンドウまたはコードで ShowProgressForm プロパティを False に設

定します。

プロパティウィンドウの場合プロパティウィンドウの場合

C1Schedule プロパティウィンドウで ShowProgressForm プロパティを指定し、それを False に設定します。
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コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加し、ShowProgressForm プロパティを False に設定します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1Schedule1.PrintInfo.ShowProgressForm = False

C#コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1Schedule1.PrintInfo.ShowProgressForm = false;

プライベートな予定の非表示化

デフォルトでは、Scheduler for WinForms はデータの印刷時にプライベートな予定を印刷します。エンドユーザーがプライ

ベートな予定を印刷しないようにする場合は、 HidePrivateAppointments プロパティを使用してこれを変更できます。

HidePrivateAppointments を True に設定すると、C1Schedule コントロールはスケジュールの印刷時にプライベートな予定

を印刷しません。

プライベートな予定を非表示にするには、プロパティウィンドウまたはコードで HidePrivateAppointments プロパティを True
に設定します。

プロパティウィンドウの場合プロパティウィンドウの場合

C1Schedule プロパティウィンドウで HidePrivateAppointments プロパティを指定し、それを True に設定します。
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コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加し、HidePrivateAppointments プロパティを True に設定します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1Schedule1.PrintInfo.HidePrivateAppointments = True

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1Schedule1.PrintInfo.HidePrivateAppointments = true;

週番号を非表示にする

デフォルトで、週番号が C1Calendar  コントロール上に日付の左側に表示されます。

設計時に週番号を非表示にするには、スマートデザイナ、タスクメニュー、コードのいずれかを使用し、ShowWeekNumbers
プロパティを False に設定します。

スマートデザイナの場合スマートデザイナの場合
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週番号を非表示にするには、スマートデザイナで ShowWeekNumbers プロパティを False に設定します。

1. C1Calendar スマートデザイナスマートデザイナで、設定設定 ボタンをクリックします。C1Calendar スマートデザイナスマートデザイナへのアクセス方法の詳

細については, C1Calendar スマートデザイナを参照してください。

2. ［設定］ダイアログボックスで、［週番号を表示する］チェックボックスをオフにします。

3. ダイアログボックスを閉じます。

タスクメニューの場合タスクメニューの場合

週番号を非表示にするには、タスクメニューで ShowWeekNumbers プロパティを False に設定します。

1. C1Calendar タスクタスク メニューを開きます。C1Calendarタスクタスク メニューへのアクセス方法の詳細について

は、C1Calendar タスク メニューを参照してください。

2. 週番号を表示する週番号を表示する チェックボックスをオフにします。

3. C1Calendar タスクタスク メニューを閉じます。

プロパティウィンドウの場合プロパティウィンドウの場合

週番号を非表示にするには、C1Calendar のプロパティウィンドウにある C1Calendar.ShowWeekNumbers" プロパティを

False に設定します。
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コードの場合コードの場合

Form_Load イベントに次のコードを追加し、ShowWeekNumbers プロパティを False に設定します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1Calendar1.ShowWeekNumbers = False

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1Calendar1.ShowWeekNumbers = false;

プログラムを実行し、次のことを観察します。プログラムを実行し、次のことを観察します。

ShowWeekNumbers プロパティを False に設定すると、週番号が表示しなくなります。

日をまたぐ勤務時間の表示

CalendarInfo.EndDayTime プロパティ値が CalendarInfo.StartDayTime プロパティ値より小さい場合、勤務時間は、１日

の始まりから CalendarInfo.EndDayTime までと CalendarInfo.StartDayTime から１日の終わりまでの２つの時間帯とし
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て表されます。

ShowWorkTimeOnly プロパティが true の場合、C1Schedule コントロールはこの設定を優先します。したがっ

て、ShowWorkTimeOnly プロパティが true の場合、C1Schedule は常に全日表示され、ビューに空いた時間ができることに

なります。

インポート／エクスポートの追加

Import メソッドと Export メソッドを使用して、スケジュール作成アプリケーションにインポート／エクスポート機能を追加でき

ます。 Import メソッドを使用して OpenFileDialog ダイアログボックスを開きます。ここで XML、iCal、またはバイナリ（.dat）
ファイルをインポートできます。 Export メソッドを使用して SaveFileDialog ダイアログボックスを開きます。ここで XML、iCal、
またはバイナリ（.dat）ファイルをエクスポートできます。

組み込みのインポート／エクスポート機能を使用することもできます。詳しくは、データをインポート／エクスポートする を
参照してください。

以下の例では、C1Calendar コントロールと C1Schedule コントロールが インポートインポート／エクスポートエクスポートボタンとともにフォームに

追加されます。アプリケーションの実行時に、データを C1Schedule コントロールにインポート／エクスポートできます。

スケジュール作成アプリケーションにインポート／エクスポート機能を追加するには、以下の手順を実行します。

1. 新しい .NET アプリケーションを作成します。

2. フォームのサイズを変更し、Visual Studio のツールボックスから SplitContainer コントロールをフォームに追加しま

す。

3. SplitContainer の左ペイン内でクリックし、Visual Studio ツールボックスで C1Calendar コントロールをダブルクリック

してフォームに追加します。

4. プロパティウィンドウで、C1Calendar1.Dock プロパティを Fill に設定します。

5. SplitContainer の右ペイン内でクリックし、Visual Studio ツールボックスで C1Schedule コントロールをダブルクリック

してフォームに追加します。

6. プロパティウィンドウで、C1Schedule1.Dock プロパティを Fill に設定します。

7. プロパティウィンドウで、C1Calendar1.Schedule プロパティを C1Schedule1 に設定します。

8. SplitContainer の左ペイン内でクリックし、Visual Studio ツールボックスから２つの Button コントロールを

C1Calendar コントロール上のフォームに追加します。

9. プロパティウィンドウで、Button1 の Text プロパティを "インポート" に設定し、Button2 の Text プロパティを "エクス

ポート" に設定します。

フォームは次のように表示されます。

10. インポート〉ボタンをダブルクリックします。コードエディタが開き、Button1_Click イベントが追加されます。

11. 以下のコードを Button1_Click イベントに追加します。
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Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click    
    C1Schedule1.Import("Import a File")    
End Sub

C# コードの書き方コードの書き方

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)    
{    
    c1Schedule1.Import("Import a File");    
}

これにより、ファイルをインポートできるようになります。

12. デザインビューで、エクスポートエクスポート ボタンをダブルクリックします。コードエディタが開き、Button2_Click イベントが追加さ

れます。

13. 下のコードを Button2_Click イベントに追加します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click    
    C1Schedule1.Export("", "Export a File")    
End Sub

C# コードの書き方コードの書き方

C#

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)    
{    
    c1Schedule1.Export("", "Export a File");    
}

これにより、ファイルをエクスポートできるようになります。

アプリケーションを実行して、以下を確認します。アプリケーションを実行して、以下を確認します。

インポートインポート／エクスポートエクスポート ボタンを使用して、スケジュール作成アプリケーションに予定をインポート／エクスポートできます。

1. 予定をいくつかスケジュールに追加します。

2. エクスポートエクスポート ボタンをクリックします。。 ファイルのエクスポートファイルのエクスポート ダイアログボックスが開きます。ここで XML、iCal、または

バイナリファイルをエクスポートできます。ファイルを XML ファイルとしてエクスポートし、"myFile.xml" という名前を付

けます。

3. スケジュールに追加したばかりの予定を削除します。

4. インポートインポート ボタンをクリックします。ファイルのインポートファイルのインポート ダイアログボックスが開きます。ここで XML、iCal、またはバイ

ナリファイルをエクスポートできます。

5. 今保存したばかりの myFile.xml をインポートし、追加した予定がスケジュールに復元されていることを確認します。
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Calendar コントロール

Calendar for WinForms is a control that provides features to help you navigate the calendar UI and select days,
months, and years. In addition, the Calendar control supports rich API to set formatting and orientation. Calendar lets
you display multiple months, bolded dates, annually-bolded dates, and disabled dates, customize first day of the week
etc.

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

要素

Calendar comprises the following navigation and title elements:

Navigation buttons: Calendar consists of Previous and Next navigation buttons that allow you to navigate to
the previous or the next month respectively.
Month and Year title: The month title, also known as calendar title appears at the top of calendar by default
and displays the month and year.
Week title: The week title appears to the left of calendar and displays the week numbers.
Day title: The day title appears beneath the month title and displays the weekday names.

The following image labels the elements that make up the calendar navigation system.
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.NET 6

.NET framework

動作

Calendar offers several properties that determines the behavior of the control. Let's explore the Calendar behavior in
detail in the following sub-topics.

Display
Selection

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.
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表示

By default, Calendar supports monthly view. Calendar lets you display its UI in different presentations, such as multi-
month view and Bolded dates.

Let us explore more about these display features in the following section.

Multi-Month View
Calendar supports multi-month view that enables you to create a full-year view to see several months of calendar on
the same screen at the same time. A full year view is easily visible, scanned, and understood. It also lets you make the
navigation and selection seamless for users. In addition, viewing a full year at a glance can make planning long-term
activities and projects easier. For instance, it is easier to view holidays in a specific year when it displays all months in
the multi-month mode.

The C1Calendar class provides the CalendarDimensions property, which indicates the number of months that will be
shown at run-time. By default, the CalendarDimensions property has a value equal to 1.

In the image below, the CalendarDimensions is set to a value equal to 3.

 

The code snippet below depicts how to display the complete calendar year using the CalendarDimensions property.

C#

// specify the number of months to display
c1Calendar1.CalendarDimensions = 3;

Bolded Dates
Bolded dates are the ones that appear Bolded at run-time. You can add Bolded dates through code in Calendar by
setting the BoldedDates property to a DateTime array. (A DateTime constructor represents an instant in time,
expressed typically as a date and time of the day.)

The following image shows Bolded dates in Calendar.
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The following code snippet shows how to add Bolded dates using the BoldedDates property in Calendar:

C#

// Set bolded dates
c1Calendar1.BoldedDates = new DateTime[]
            {
               new DateTime(2021, 11, 16),
               new DateTime(2021, 11, 17),
               new DateTime(2021, 11, 18),
               new DateTime(2021, 11, 19),
               new DateTime(2021, 11, 20),
               new DateTime(2021, 11, 21),
               new DateTime(2021, 11, 22)
            };

選択

The CalendarView control lets you select multiple dates, specific dates, date ranges, weeks etc. CalendarView also lets
you set rules to determine the selection behavior while navigating between months. The sub-sections below explains
the selection behavior using CalendarView in detail.

Multiple Selection
When selecting multiple days, CalendarView supports contiguous or non-contiguous selection. Contiguous selection
lets you select adjacent days, while keeping the SHIFT key pressed. On the other hand, non-contiguous selection lets
you select separate days, while keeping the CTRL key pressed.

The image below depicts the CalendarView control when the MaxSelectionCount is set to 3:
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Selecting Specific Dates
Let's say, you want to display specific dates to the end-user in the CalendarView. For this purpose, the control allows
you to set particular dates using the SelectedDates property in the control.

The code snippet below shows how to use SelectedDates property to display specific dates by setting it to
a DateTime array:

C#

// Add selected dates
c1Calendar1.SelectedDates = new DateTime[]
{
new DateTime(2021, 11, 12),
new DateTime(2021, 11, 13),
new DateTime(2021, 11, 14)
};
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実行時のインタラクティブ操作

C1Schedule は、実行時のインタラクティブ操作も提供しています。以下の各トピックでは、アプリケーションのユーザーが実行

時に Scheduler for WinForms を操作する方法について説明します。

C1Schedule コンテキストメニューコンテキストメニュー

実行時に、C1Schedule コンテキストメニューを使用し、予定を作成／編集したり、カレンダーをナビゲーションしたり、データを

インポート／エクスポートしたりできます。実行時における C1Schedule コントロールのコンテキストメニューの使用方法の詳細

については、C1Schedule コントロールの実行時コンテキストメニュー を参照してください。

C1Calendar コントロールのインタラクティブ操作コントロールのインタラクティブ操作

実行時に、C1Calendar コントロール上の単一の日付または一連の日付を選択することにより、デフォルトのデータビューを変

更できます。C1Calendar のインタラクティブ操作の詳細については、C1Calendar コントロールのインタラクティブ操作 を参照

してください。

C1Schedule コントロールの実行時コンテキストメニュー

実行時コンテキストメニューを使用し、予定を追加したり、カレンダーをナビゲーションしたり、データをインポート／エクスポー

トしたりできます。

DayView または WorkWeekView ビューの場合、C1Schedule コントロール内で右クリックすると、次のようなメニューが表

示されます。

DayView と WorkWeekView ビューには、C1Schedule コントロール内で右クリックしたとき、［この日付へ移動］ナビゲーショ

ンオプションも追加されて表示されます。
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以下の各項目は次のように動作します

新しい予定新しい予定

この項目をクリックすると、下図のような 予定予定 ダイアログボックスが開きます。

新しいイベント新しいイベント

この項目をクリックすると、下図のような イベントイベント ダイアログボックスが開きます。
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新しい定期的な予定新しい定期的な予定

この項目をクリックすると、下図のような 予定予定 ダイアログボックスが開きます。

新しい定期的なイベント新しい定期的なイベント
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この項目をクリックすると、予定、予定 ダイアログボックスが開きます。

今日今日

今日今日 をクリックすると、カレンダー上の今日の日付が強調表示され、今日の日付のスケジュールが開きます。

持持E���E日付へ移勁日付へ移勁

指定の日付へ移動指定の日付へ移動 項目をクリックすると、指定の日付へ移動指定の日付へ移動 ダイアログボックスが開き、ドロップダウンリストボックス

の日付を選択して、ビューをドロップダウンリストボックスから選択できます。

次の７日間次の７日間

この項目をクリックすると、C1Schedule で現在の日付から始まる７日間が表示されます。現在表示されているビューが

TimeLine でない場合、７日間は DayView モードで表示されます。

注意注意： ローカライズされたリソースを使用する場合は、必ずこの項目の翻訳を追加しておいてください

インポートインポート

インポートインポート 項目をクリックすると、 インポートインポート ダイアログボックスが開き、インポートする .xml ファイルを選択できます。

エクスポートエクスポート

エクスポートエクスポート 項目をクリックすると、エクスポートエクスポート ダイアログボックスが開き、エクスポートする .xml を選択できます

C1Schedule コントロール内を右クリックすると、WeekView と MonthView ビューには［この日へ移動］ナビゲーションオプショ

ンが追加されています。

マウスとキーボードによるナビゲーション

C1Schedule には、予定をナビゲートする際のアクセシビリティを改善するために、マウスとキーボードを使用するいくつかの

オプションが用意されています。実行時に、エンドユーザーは以下に示すキーボードとマウスホイールの組み合わせを使用し

てスケジュールをナビゲートできます。

Appointment 要素をクリックすると予定が選択されます。

選択された Appointment 要素をマウスでクリックするか［F2］キーを押すと、予定がインライン編集モードに切り替わり

ます。

Appointment 要素をダブルクリックすると、予定予定 ダイアログボックスが表示されます。

インライン編集モードで Enter キーを押すと、編集が終了します。

インライン編集モードで Esc キーを押すと、変更がすべてキャンセルされます。
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背景色を変更する

C1Schedule コントロールの組み込みカラースキームコレクションを使用して、実行時にコンテキストメニューからスケジュール

のカラーパレットを変更できます。コンテキストメニューから 背景色背景色 を選択すると、背景色背景色 ダイアログボックスが表示されま

す。

Office 2007 テーマでは、背景色背景色 ダイアログボックスの 色色 ドロップダウンから以下の色が利用可能です。

Windows XP、Royale、Yahoo、および Aero テーマのデフォルトの背景色は青（上記リストの先頭）です。

Windows XP、Royale、Yahoo、および Aero テーマでは、背景色背景色 ダイアログボックスの 色色 ドロップダウンから以下の色が利

用可能です。

Windows XP、Royale、Yahoo、および Aero テーマのデフォルトの背景色は白（上記リストの２番目）です。

データの印刷とプレビュー

実行時に、Scheduler for WinFormsを使用すると、 予定予定 ダイアログボックスのツールバーでランタイムコンテキストメニュー

またはボタンを使用して、スケジュールを印刷したり、スケジュール予定のデータの印刷プレビューを表示したりできるようにな

りました。

印刷オプションを開く印刷オプションを開く

印刷印刷 をクリックすると、印刷印刷 ダイアログボックスが表示されます。ここで、印刷前に印刷スタイルと印刷範囲を選択でき

ます。

印刷プレビュー印刷プレビュー をクリックすると、印刷印刷 ダイアログボックスが表示されます。ここで、選択した内容をプレビューする前

に印刷スタイルと印刷範囲を選択できます。

［印刷印刷］ダイアログボックスは次のように表示されます。
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印刷印刷 ダイアログボックスには、印刷スタイル 日次日次、週次、月次週次、月次、詳細詳細 と印刷範囲を選択するオプションが用意されていま

す。スタイルの設定スタイルの設定 ボタンをクリックすると、印刷スタイルをカスタマイズできます。ここで、ユーザーはプライベートな予定の詳

細を非表示にするオプションを選択できます。

Clicking Style Settings button will open the Page Setup dialog box, which allows you to customize the print
style, header, footer, and legend appearance of each page in the schedule.
Clicking Preview button will open the Print Preview dialog box, which allows you to display and customize the
layout of each page in the schedule before it is printed.

The Print Preview dialog box appears as shown below:
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注意注意：ユーザーが特定の予定の印刷を選択した場合（予定を右クリックして、印刷印刷 または 印刷プレビュー印刷プレビュー を右クリック）、

印刷範囲が表示されず、印刷印刷 ダイアログボックスでは変更できません。

データをインポート／エクスポートする

実行時に、コンテキストメニューを使用し、予定データをインポート／エクスポートできます。

エクスポートエクスポート］を選択すると、予定の保存予定の保存 ダイアログボックスが開きます。ここで、予定データをバイナリ（*.dat）、iCal
（*.ics）、XML ファイルのいずれかの形式で保存できます。

インポートインポートを選択すると、前にエクスポートしたデータを C1Schedule コントロールにインポートして開くことができま

す。

ヒントヒント：Scheduler for WinForms の現在のバージョンにて、Microsoft Outlook へのエクスポートが対応されていません

が、予定データをiCal(.ics)形式にエクスポートして、Outlook 等他のスケジューリングアプリケーションにインポートするこ

とが可能です。

予定を操作する

予定を作成するには、 C1Schedule コントロールの実行時コンテキストメニュー から以下のオプションの１つを選択します。

新しい予定新しい予定

新しい終日イベント新しい終日イベント

新しい定期的な予定新しい定期的な予定

新しい定期的なイベント新しい定期的なイベント

メモメモ：予定 は、日付または時刻をダブルクリックし、日付または時刻の 予定予定 ダイアログボックスを開く操作によっても作成

できます。予定の詳細については、予定を参照してください。

実行時に、予定を設定すると、予定予定 ダイアログボックスが開きます。
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以下のキーを押すと、予定予定 ダイアログボックスで次のようなアクションが発生します。

キー アクション

TAB または ENTER タブ順序に従って、カーソルをあるフィールドから別のフィールドに移動します。

ESC 保存または変更せずに、予定予定 ダイアログボックスを閉じます。

予定が作成されたら、予定を選択して右クリックすると、別のコンテキストメニューが開きます。これを使用し、選択した予定を

編集、保存、削除できます。

予定予定 ダイアログボックスのプロパティダイアログボックスのプロパティ

実行時に 予定予定 ダイアログボックスで設定できる Appointment クラスのプロパティは次のとおりです。
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プロパティ
説明

AllDayEvent 現在の予定が終日の予定であるかどうかを示すブール値を

取得または設定します。

Body Appointment オブジェクトの本文を表す文字列値を取得また

は設定します。

BusyStatus 予定のユーザーの［予定あり］ステータスを示す Status オブ

ジェクトを取得または設定します。

Duration 予定の期間を示す TimeSpan 値を取得または設定します。

End 予定の終了日時を決定する DateTime 値を取得または設定

します。

Importance 予定の相対的な重要度を示す ImportanceEnum 値を取得

または設定します。デフォルト値は、Normal です。

Label この予定に関連付けられた Label オブジェクトを取得または

設定します。

Location 予定の配置を指定する文字列値を取得または設定します。

Private カレンダーの所有者が Appointment オブジェクトをプライ

ベートにしておくかどうかを決定するブール値を取得または設

定します。

ReminderSet アラームが予定に関連付けられているかどうかを示すブール

値を取得または設定します。このプロパティが true に設定さ

れた場合、新しい Reminder オブジェクトが作成され、

Reminder プロパティに割り当てられます。

ReminderSoundFile 予定にアラームが発生するときに再生するサウンドファイル

のパスとファイル名を示す文字列値を取得または設定しま

す。このプロパティは、ReminderOverrideDefault と
ReminderPlaySound の各プロパティが true に設定されて

いる場合のみ有効です

ReminderTimeBeforeStart 予定の開始までにアラームが発生する時間間隔を示す

TimeSpan 値を取得または設定します。

Sensitivity 予定の秘密度レベルを示す SensitivityEnum 値を取得また

は設定します。

Start 予定の開始日時を決定する DateTime 値を取得または設定

します。

Subject Appointment オブジェクトの件名を表す文字列値を取得また

は設定します。

予定を開く

コンテキストメニューまたは予定をダブルクリックし、選択した予定を 予定予定 ダイアログボックス内に開くことができます。予定が

定期的である場合、以下のオプションを含む 定期的な予定を開く定期的な予定を開く ダイアログボックスが表示されます。

このアイテムのみを開くこのアイテムのみを開く ：：選択した予定のこの発生のみを開きます。

定期的なアイテムとして開く定期的なアイテムとして開く ：：選択した予定のすべてのインスタンスを開きます。

予定を保存する

選択した予定は、バイナリ（*.dat）ファイル、iCalendar（*.ics）ファイル、または XML ファイルとして保存できます。予定を任意の

ファイル形式で保存するには、次のいずれかの手順を実行します。

予定を選択して右クリックし、コンテキストメニューから 名前を付けて保存名前を付けて保存 を選択します。

または

予定を開き、予定予定 ダイアログボックスのツールバーから 名前を付けて保存名前を付けて保存 を選択します。
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予定を編集する

コンテキストメニューは、予定予定 ダイアログボックスで予定を開かずに、予定を編集するための数多くのオプションを提供します。

コンテキストメニューでは、選択した予定のステータスまたはラベルを変更したり、それに分類項目、連絡先、リソースを割り当

てたりできます。

選択した予定のステータスまたはラベルを変更するには、コンテキストメニューから［ステータス］または ラベルラベル を選択し、スス

テータステータス または ラベルラベル サブメニューからオプションを選択します。

予定に分類項目、連絡先、またはリソースを割り当てるには、コンテキストメニューから 分類項目分類項目、連絡先連絡先、リソースリソース を選択し

ます。各オプションにより、それぞれ、分類項目分類項目、連絡先連絡先、リソースリソース の各ダイアログボックスが開きます。

予定を削除する

コンテキストメニューまたは 予定予定 ダイアログボックスから、選択した予定をスケジュールから削除できます。コンテキストメ

ニューから予定を削除するには、予定を選択し、削除削除 を選択します。予定が定期的である場合、以下のオプションを含む 削削
除の確認除の確認 ダイアログボックスが表示されます。

このアイテムのみを削除このアイテムのみを削除 ：：選択した予定のみを削除します。

定期的な予定を削除定期的な予定を削除 ：：選択した予定のすべてのインスタンスを削除します。

予定予定 ダイアログからも、予定を削除できます。予定予定 ダイアログボックスから予定を削除するには、ツールバーにある 削除削除 ボタ

ン   をクリックします。

定期的な予定

予定は、指定した間隔で繰り返すように設定できます。予定は、毎日、毎週、毎月、または毎年、繰り返すことができます。

実行時に、 予定予定 ダイアログ内の 定期的定期的 ボタンをクリックするか、コンテキストメニューから 新しい定期的な予定新しい定期的な予定または 新しい新しい

定期的なイベント定期的なイベント を選択すると、定期的な予定を設定定期的な予定を設定 ダイアログボックスが開きます。

Scheduler for WinForms  

96 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



メモメモ：新しい定期的な予定新しい定期的な予定 と 新しい定期的なイベント新しい定期的なイベント の相違点は、新しい定期的なイベント新しい定期的なイベント オプションの場合、期間期間 ド
ロップダウンが１日に設定され、終了終了 ドロップダウンが午前午前 12 時に設定される点です。

日時日時

日時日時 グループのプロパティでは、予定の開始時刻、終了時刻、期間を設定できます。

定期の間隔定期の間隔

定期の間隔定期の間隔 グループ設定は、日単位日単位、週単位週単位、月単位月単位 、年単位年単位 のいずれの間隔で予定を繰り返すかによって変わります。

Setting Description

日単位日単位 日単位日単位 設定では、指定した日数ごと、または平日のみに予定を繰り返すことができます。

 たとえば、予

定を ２日ごと２日ごとに設定すると、予定は２日ごとに表示されます。予定を すべての平日すべての平日 に設定すると、デフォ

ルトで、予定は月曜日～金曜日に表示されます。C1Schedule スマートデザイナの カレンダー設定カレンダー設定 ダイア

ログで、稼働日とする日を変更できます。

週単位週単位 週単位週単位 設定では、指定した週数ごとの指定した曜日ごとに予定を繰り返すことができます。

 たとえば、予
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定を２週間２週間ごとに設定して火曜日火曜日と木曜日木曜日を選択すると、予定は、２週間ごとの火曜日と木曜日に繰り返

されます。

月単位月単位 月単位月単位 設定では、指定した月間隔の指定した日付ごとに、または指定した月間隔の月の指定した日と週

に、予定を繰り返すことができます。

.  たとえば、

予定を ２カ月ごとの８日２カ月ごとの８日 に設定すると、予定は隔月の８日目に表示されます。たとえば、予定を２カ月ごと２カ月ごと

の第３月曜日の第３月曜日 に設定すると、予定は隔月の第３月曜日に表示されます。

年単位年単位 年単位年単位 設定では、指定した日付、または指定した月の指定した曜日に予定を繰り返すことができます。

たとえば、予定を毎２月２日毎２月２日に設定すると、予定は毎年の２月２日に表示されます。この設定は、誕生日や

記念日に理想的です。

予定を２月の第１金曜日２月の第１金曜日に設定すると、毎年２月の第１金曜日に表示されます。

 

範囲範囲

範囲範囲 グループでは、定期的な予定の期間を設定できます。開始。開始 ドロップダウンは、定期的な予定が開始する日付です。終了

日を選択するには、次の３つのオプションがあります。

終了日未定終了日未定 では、予定を無期限に繰り返します。

反復回数反復回数 では、予定を指定した回数繰り返します。たとえば、予定が毎日繰り返される場合、、25 回回 を設定すると、予

定は毎日 25 回繰り返します。

終了日終了日では、予定はその日付まで繰り返します。

Setting Description

ドラッグ＆ドロップのサポート

C1Schedule コントロールと C1Calendar コントロールはドラッグ＆ドロップ機能をサポートしています。実行時に、ユーザーは

Outlook スタイルのドラッグ＆ドロップ機能を使用して Scheduler for WinForms をインタラクティブ操作できま

す。BeforeAppointmentDrop イベントを使用してドラッグ＆ドロップ操作をキャンセルしたり、ドラッグ＆ドロップ動作をカスタ

マイズしたりできることに注意してください。

実行時に、ユーザーは以下の操作を行うことができます。

あるある C1Schedule コントロールから別のコントロールから別の C1Schedule コントロールに予定をドラッグする。コントロールに予定をドラッグする。

各 C1Schedule コントロールの C1Schedule. AllowDrop プロパティが True に設定されている場合、ユーザーは、実行

時にある C1Schedule コントロールから別の C1Schedule コントロールに予定をドラッグ＆ドロップできます。
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予定を予定を C1Calendar コントロールにドラッグする。コントロールにドラッグする。

C1Calendar.AllowDrop が True Schedule プロパティが null の場合、ユーザーは、実行時に予定を C1Calendar コン

トロールにドラッグできます。Start プロパティが C1Calendar コントロールで選択された日付に応じて変更され、

C1Schedule コントロールがその日に移動します。

注意注意：アプリケーションに複数の C1Schedule コントロールが存在する場合、予定は Schedule プロパティで指定された

C1Schedule コントロールに移動します。

保存されたスケジュールデータが含まれる保存されたスケジュールデータが含まれる .ics、、.dat、および、および .xml ファイルをファイルを C1Schedule コントロールにドラッグすコントロールにドラッグす

る。る。

C1Schedule.AllowDrop が True の場合、ユーザーは保存されたスケジュールデータが含まれるファイルを

C1Schedule コントロールにドラッグできます。
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C1Calendar コントロールのインタラクティブ操作

C1Schedule コントロールと同様C1Calendar コントロールも実行時にインタラクティブ操作できます。実行時に、C1Calendar
コントロール上で単一の日付または一連の日付を選択して、現在のデータビューを変更できます。

メモメモ：カレンダーの週末と休日は太字で表示されます。

月または年の変更

実行時にカレンダー内の月または年を簡単にナビゲートできます。これを行うには、C1Calendar コントロールのヘッダーに表

示される月または年を１回クリックします。別の月または年を選択できるポップアップセレクタが表示されます。

ビューの変更

実行時に、C1Calendar コントロールで日付または一連の日付を選択して、現在のデータビューを変更できます。ビューを変

更するには、開始日を選択し、［Shift］キーを押したまま日付範囲の最後の日付をクリックし、以下のような日付範囲を選択し

ます。
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日ビュー日ビュー

カレンダー内の指定した日付をクリックします。

稼働日ビュー稼働日ビュー

週の稼働日の最初の曜日と稼働日の最後の曜日をクリックします。

週ビュー週ビュー

週の最初の曜日と週の最後の曜日をクリックします。

月ビュー月ビュー

週の最初の日と月（最低４週間）の最後の日をクリックします。
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ナビゲーション

C1Schedule includes several mouse and keyboard options for increased accessibility when navigating appointments.
At run time, end users can use the following keyboard and mouse wheel combinations to navigate the schedule:

Clicking on an Appointment element selects the appointment.
Clicking the mouse or pressing the F2 key on the selected Appointment element switches appointment into the
inline edit mode.
Double-clicking on the Appointment element opens the Appointment dialog box.
Pressing the ENTER key in inline edit mode finishes editing.
Pressing the ESC key in inline edit mode cancels all changes.

C1Calendar includes several mouse and keyboard navigation options for increased accessibility. At run time, end
users can use the following keyboard and mouse wheel combinations to navigate the calendar:

Key/Mouse Description

PAGE UP Navigates to the previous month.

PAGE DOWN Navigates to the next month.

Mouse Wheel Navigates one month backward or forward.

CTRL + PAGE UP Navigates to the previous year.

CTRL + PAGE DOWN Navigates to the next year.

CTRL + Mouse Wheel Navigates one year backward or forward.

HOME Navigates to current date.
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ローカライズ

Scheduler for WinForms でエンドユーザーが表示できるすべての文字列は、開発者がローカライズ（翻訳）できるようになり

ました。 Scheduler for WinForms のローカライズは、Localizable プロパティに採用されている .NET Windows フォームの

標準ローカライズと同じ方法に基づいています。 Windows フォームと同様に、Scheduler for WinForms アセンブリに対応

する一連のリソースファイルを作成できます。 必要な各カルチャに対応する、拡張子 .resx を持つ別のリソースファイルを作成

できます。 アプリケーションの実行時に、これらのリソースを切り替えたり、言語を切り替えたりすることができます。

Scheduler for WinForms DLL からのコンポーネントを使用するアプリケーションのすべての部分で同じローカライズリソース

を使用する必要があります。

ローカライズファイルの表記規則ローカライズファイルの表記規則

resx ファイルを作成するときは、以下の表記規則に従うことを推奨します。

.resx ファイルは、すべてプロジェクトの C1LocalizedResources サブフォルダに配置します。

ファイルには、次のように名前を付けます。

XXX.YYY.resx、ここで

XXX は ComponentOne アセンブリの名前です。

YYY はリソースのカルチャコードです。翻訳が不変カルチャだけに使用される場合、.resx ファイルの名前の末

尾にカルチャ名は付ける必要はありません。

たとえば、次のようになります。

C1.Win.C1Schedule.2.de.resx – C1.Win.C1Schedule.2 アセンブリに対応するドイツ語（de）リソース。

C1.Win.C1Schedule.2.resx – C1.Win.C1Schedule.2 アセンブリに対応する不変のカルチャリソース。

［ローカライズ］ダイアログボックス, カルチャを作成する場合、これらの規則はユーザが作成するファイルに従うことに注意して

ください。

［ローカライズ］ダイアログボックス

アプリケーションの C1Schedule コンポーネントをローカライズするには、 C1Schedule または C1Calendar あるいはコンテ

キストメニューで、［ローカライズ］を選択するか、C1Schedule または C1Calendar スマートデザイナで［ローカライズローカライズ］を選択

します。

たとえば、C1Schedule スマートデザイナで、次のように操作します。

ローカライズローカライズ をクリックすると、ローカライズローカライズ ダイアログボックスが表示されます。
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ローカライズローカライズ ダイアログボックスを使用して、Scheduler for WinForms アセンブリをローカライズし、ローカライズしたリソー

スをソリューションの任意のプロジェクトに保存できます。

ローカライズローカライズ ダイアログボックスの左側のツリーには、ローカライズ可能な文字列の ID がリストされ、右側にはそれらの文字

列が表示されます。このツリー構造は、Strings クラスのサブクラスの階層を反映しています。右パネルには、すべての文字列

を表示することも、選択したツリーノードに属する文字列だけを表示することもできます。

文字列のリストには以下の列があります。

列 説明

名前名前 文字列の名前（ID）。この列は選択したツリーノードが繰り返し表示されます。非表示にすることもでき

ます。

デフォルト値デフォルト値 文字列のデフォルト（英語）値。

値値 現在選択されているカルチャ（列ヘッダーに表示）に対応する文字列値。

リストの下には、現在選択されている文字列の値と、オプションで説明が表示されます。

ステータスバーには、ローカライズされたリソースを含むプロジェクトと現在ローカライズされている ComponentOne アセンブ

リの名前が表示されます。

ローカライズツールバー

ローカライズローカライズ ダイアログボックスには、次のツールバーメニューボタンがあります。

ボタン 説明

新しい翻訳の作成新しい翻訳の作成 は、ComponentOne アセンブリの新しいローカライ

ズを開始します。

開く開く は、特定のアセンブリの既存の翻訳を開きます。
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保存保存 は、現在の翻訳を保存します。

名前を付けて保存名前を付けて保存 は、現在の翻訳を保存します。また、保存先のプロ

ジェクトを選択できます。

カルチャの追加カルチャの追加 は、新しいカルチャを追加します。

カルチャの削除カルチャの削除 は、翻訳からカルチャを削除します。

カルチャの選択カルチャの選択 は、表示して編集するカルチャを選択します。

オプションオプション は、ローカライズウィンドウの外観と動作をカスタマイズしま

す。

新しい翻訳の作成新しい翻訳の作成

新しい翻訳の作成新しい翻訳の作成 ボタンをクリックすると、ComponentOne アセンブリの新しいローカライズが開始されます。ローカライズす

る ComponentOne アセンブリを選択するためのダイアログボックスが表示されます。

注意：注意：このアセンブリは、現在開いているソリューション内で参照されている必要があります。

開く開く

開く開く ボタンをクリックすると、特定のアセンブリの既存の翻訳を開くことができます。 作成した翻訳はすべて .resx ファイルとし

て保存され、翻訳の保存時に、選択したプロジェクトに自動的に追加されます。この項目をクリックするとダイアログボックスが

表示され、ここで以前に保存した翻訳を選択できます。

新しいソリューションを作成した場合は、翻訳が含まれないため、最初は次のようなウィンドウが表示されます。

ボタン 説明
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翻訳を作成して保存した後は、使用可能なカルチャ使用可能なカルチャ パネルに選択したアセンブリに対して翻訳が作成されているカルチャのリ

ストが表示されます。

保存保存

保存 ボタンをクリックすると、現在の翻訳が保存されます。

翻訳はステータスバーに表示されているプロジェクトに保存されます。翻訳を保存すると、選択されているプロジェクトに

C1LocalizedResources という名前のフォルダが作成されます（まだ存在しない場合）。翻訳の .resx ファイルはこのフォルダ

に保存され、プロジェクトに追加されます。カルチャごとに異なる .resx ファイルが作成されます。これらのファイルはソリュー

ションエクスプローラウィンドウに表示されます。

注意：注意：翻訳が不変カルチャだけに使用される場合、.resx ファイルの名前の末尾にカルチャ名は付きません。

名前を付けて保存名前を付けて保存

名前を付けて保存名前を付けて保存 ボタンをクリックすると、現在の翻訳が保存されます。また、保存先のプロジェクトを選択できます。

カルチャの追加カルチャの追加

カルチャの追加カルチャの追加 ボタンをクリックすると、新しいカルチャを追加できます。

複数のカルチャに対して翻訳を作成し、それらを実行時に動的に切り替えることができます。カルチャごとに異なる .resx ファイ

ルが C1LocalizedResources フォルダに作成されます。カルチャの追加カルチャの追加 ボタンをクリックすると、カルチャの選択カルチャの選択 ダイアログ

ボックスに使用可能なカルチャのリストが表示されます。
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最初、このリストには中立的カルチャだけが表示されます。すべてのカルチャを表示するには、中立的カルチャだけを表示中立的カルチャだけを表示

チェックボックスを OFF にします。英語名英語名、表示名表示名、およびコードコードボックスを使用して、表示されるカルチャをフィルタできます。

カルチャを選択したら、OK ボタンをクリックして翻訳に追加します。新しく追加したカルチャは、ツールバーの カルチャカルチャ ドロップ

ダウンに表示され、ウィンドウの現在のカルチャになります。

カルチャの削除カルチャの削除

カルチャの削除カルチャの削除 ボタンをクリックすると、翻訳からカルチャを削除できます。［削除するカルチャの選択］ダイアログボックスに、

翻訳に含まれる既存のカルチャのリストが表示されます。

カルチャを選択し、、OK をクリックすると、翻訳から削除されます。

カルチャの選択カルチャの選択

カルチャカルチャ ドロップダウンを使用すると、表示して編集するカルチャを選択できます。

オプションオプション

オプションオプション ボタンをクリックすると、ローカライズウィンドウの外観と動作をカスタマイズできます。
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次のローカライズオプションが使用可能です。

オプション 説明

ツリーとグリッドの同期ツリーとグリッドの同期 このオプションを ON にした場合は、右パネルのリストで文字列を選択すると、左

側のツリーでも文字列が選択されます。デフォルトでは、このオプションは OFF で
す。

グリッドに名前を表示グリッドに名前を表示 このオプションを ON にすると、右パネルに［名前］列が表示されます。OFF にする

と非表示になります。デフォルトでは、このオプションは ON です。

選択したグループだけを表示選択したグループだけを表示 このオプションを ON にした場合、右パネルの文字列のリストには、左側のツリー

で現在選択されているグループ内の文字列だけが表示されます。デフォルトでは、

このオプションは OFF です。

現在のカルチャの設定

ファイルを別の場所に移動したり、ファイルをプロジェクトから除外したりしない限り、C1Schedule コントロールは、アプリケー

ションで選択されたカルチャに基づいて自動的にローカライズファイルを使用します。デフォルトでは、現在のカルチャが

System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture で指定されます。現在のカルチャ以外のカルチャを使用する

場合は、次のコードを使用して、アプリケーションで使用するカルチャを設定できます。:

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Public Sub New()   
   ' 使用するカルチャを設定します。たとえば、ここでは、フランス語（フランス）のロケールを設定します。  
   System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New 
System.Globalization.CultureInfo("fr-FR")
  
   ' この呼び出しは Windows フォームデザイナによって要求されます。    
   InitializeComponent()
        
   ' InitializeComponent() 呼び出しの後に初期化を追加します。

End Sub

C#コードの書き方コードの書き方

C#

public Form1()
   {         
    //  使用するカルチャを設定します。たとえば、ここでは、フランス語（フランス）のロケールを設定します。
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        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new 
System.Globalization.CultureInfo("fr-FR"); 
    
   // この呼び出しは Windows フォームデザイナによって要求されます。

        InitializeComponent(); 
  
   // InitializeComponent() 呼び出しの後に初期化を追加します。

  }

実行時のリソースの切り替え

ローカライズされたリソースを作成すると、次のコードを使用して、簡単にリソースを切り替えることもできます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

' これはドイツ語のロケールに切り替えます。      
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = New CultureInfo("de")

C# コードの書き方コードの書き方

C#

// これはドイツ語のロケールに切り替えます。       
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo("de");
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右から左へのサポート

Scheduler and Calendar supports Right-to-Left functionality for languages that follow Right-to-Left scripts. The
control enables you to display calendar in the Right-to-Left direction by using the RightToLeftLayout and the
RightToLeft properties. When both RightToLeftLayout and RightToLeft properties are true and Yes respectively, the
calendar appears in the Right-to-Left direction.
The following image displays CalendarView in the Right-to-Left layout.

The following code snippet shows how to set the RightToLeftLayout and the RightToLeft properties in Calendar.

C#

// Enable the Right to Left Layout in Scheduler
c1Schedule1.RightToLeft = RightToLeft.Yes;
// Enable the Right to Left Layout in Calendar
c1Calendar1.RightToLeftLayout = true;
c1Calendar1.RightToLeft = RightToLeft.Yes;
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外観とスタイル

The following topics explain how to configure elements of Scheduler for WinForms' display, such as Visual Styles,
color schemes, headers, borders, and date formats:

Visual Styles
Scheduler for WinForms has thirteen built-in Visual Styles, as well as the ability to create custom Visual Styles. You can
also save and load previously saved Visual Styles.

Calendar Visual Style Settings
Appearance settings for the C1Calendar control, including the Visual Style, can be set through the Visual Style dialog
box of the C1Calendar Smart Designer. In the Visual Style dialog box, you can set properties for the entire
C1Calendar control, headers, days, and selected days.

Schedule Visual Style Settings
Appearance settings for the C1Schedule control, including the Visual Style, can be set through the Visual Style dialog
box of the C1Schedule Smart Designer. In the Visual Style dialog box, you can set properties for the entire
C1Schedule control, title, appointments, time ruler, day view, week view, month view, and month view headers.

Formatting the Border Style
Formatting the border style allows you to customize the appearance of the Scheduler for WinForms controls. The
border style can be set for both the Schedule and the Calendar controls.

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

表示スタイル

C1Schedule コントロールと C1Calendar コントロールは、表示スタイルをサポートしています。いくつかの定義済みの表示ス

タイルを以下に示します。さらに、Scheduler for WinForms は C1ThemeController もサポートしており、Themes for
WinForms を使用していくつかの定義済みのテーマから選択できます。

表示スタイル 説明

Aero ライトイエローパレットを使用します。

Office 2007 Black Microsoft Office 2007（黒）スタイルのテーマを使用します。

Office 2007 Blue Microsoft Office 2007（青）スタイルのテーマを使用します。

Office 2007 Silver Microsoft Office 2007（シルバー）スタイルのテーマを使用します。

Office 2010 Black Microsoft Office 2010 Black テーマを模倣します。

Office 2010 Blue Microsoft Office 2010 Blue テーマを模倣します。

Office 2010 Silver Microsoft Office 2010 Silver テーマを模倣します。

Royale Microsoft Windows Media Center（ロイヤル）スタイルのテーマを使用します。

System 現在のデスクトップ設定を使用します。

  Scheduler for WinForms

111 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



Windows XP Blue Microsoft Microsoft Windows XP（青）スタイルのテーマを使用します。

Windows XP
Olive

Microsoft Microsoft Windows XP（オリーブグリーン）スタイルのテーマを使用します。

Windows XP
Silver

Microsoft Microsoft Windows XP（シルバー）スタイルのテーマを使用します。

Yahoo グレーパレットを使用します。

表示スタイルは、スマートデザイナ、スマートタグ、コードのいずれかを使用して設定できます。定義済みの表示スタイルの設

定方法の詳細については 定義済みの表示スタイルを設定する定義済みの表示スタイルを設定するを参照してください。

定義済みの表示スタイルは編集できませんが、新しい表示スタイルを作成できます。設計時に、表示スタイルを XML ファイル

に保存したり、保存済みの表示スタイルをロードしたりできます。

メモ：保存メモ：保存 ボタンをクリックすると、表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスに追加されたすべてのカスタムの表示スタイルが

XML ファイルに保存されます。ロードロード ボタンをクリックすると、XML ファイル内のすべてのカスタムの表示スタイルがロー

ドされます。

Aero 表示スタイル表示スタイル

Aero 表示スタイルは次のような表示になります。

Office 2007 Black 表示スタイル表示スタイル

Office 2007 Black 表示スタイルは次のような表示になります。

表示スタイル 説明
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Office 2007 Blue 表示スタイル表示スタイル

Office 2007 Blue 表示スタイルは次のような表示になります。

Office 2007 Silver 表示スタイル表示スタイル

Office 2007 Silver 表示スタイルは次のような表示になります。
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Office 2010 Black 表示スタイル表示スタイル

Office 2010 Black 表示スタイルは次のような表示になります。

Office 2010 Blue 表示スタイル表示スタイル

Office 2010 Blue 表示スタイルは次のような表示になります。
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Office 2010 Silver 表示スタイル表示スタイル

Office 2010 Silver 表示スタイルは次のような表示になります。

Royale 表示スタイル表示スタイル

Royale 表示スタイルは次のような表示になります。
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System 表示スタイル表示スタイル

現在のデスクトップの設定は次のような表示になります。

Windows XP Blue 表示スタイル表示スタイル

 Windows XP Blue 表示スタイルは次のような表示になります。
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Windows XP Olive 表示スタイル表示スタイル

the Windows XP Olive 表示スタイルは次のような表示になります。

Windows XP Silver 表示スタイル表示スタイル

 Windows XP Silver 表示スタイルは次のような表示になります。
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Yahoo 表示スタイル表示スタイル

 Yahoo 表示スタイルは次のような表示になります。

Aero、Royal、System、YahooおよびWindowsXPの表示スタイルは廃止属性でマークされているため、利用可能な他の

現代の表示スタイルを使用してください。また、C1Themesアセンブリに含まれているOffice 2010、Office 2013などのよう

なテーマも使用できます。詳細については、Themes for WinFormsを参照してください。
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C1Schedule コントロールの表示スタイル設定

C1Schedule コントロールの外観設定は、C1Schedule スマートデザイナの 表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスから設定できま

す。表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスへのアクセス方法の詳細については、 C1Schedule スマートデザイナ を参照してくださ

い。

「共通」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 共通共通 ノードで、 C1Schedule コントロール全体のフォントスタイル、およびパレットの色プ

ロパティと現在の日付プロパティを設定できます。

共通共通 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

共通共通 ベースフォント C1Schedule コントロール全体のフォントを設定します。

境界線 境界線の幅を設定します。

境界線の色 境界線の色を設定します。

背景のグラデーション ツールチップの背景グラデーションスタイルを設定します。

角を丸める オンにすると、角丸のツールチップを表示します。

ナビゲーションパネルを表

示する

オンにする、とナビゲーションパネルを表示します。

予定の公開方法表示 オンにすると、ステータスを強調表示します。

「タイトル」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの タイトルタイトル ノードで、タイトルのフォントとテキストの各プロパティを設定できます。
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タイトルタイトル ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

タイトルタイトル 画像 タイトルの画像を設定します。

タイトルのフォント タイトルのフォントを設定します。

タイトルのテキストの色 タイトルバーのテキスト色を設定します。

タイトル タイトルバー内に表示するテキストを設定します。

情報のフォント タイトルバー内の日付のフォントを設定します。

日付の書式 タイトルバー内の日付の書式を設定します。使用可能な書式は

次のとおりです。

d - 数値日付値を表示します。例：2007/6/1。
MMMM d日日 - 月の完全名、数値日付値を表示します。

例：6月 1日。

yyy年年 MMMM d日日 - 年、月の完全名、数値日付値を表

示します。例：2007年 6月 1日。

yyy, d MMMM - 年、数値日付値、および月の完全名

を表示します。例：2007年年, 9日日 1月月。

d MMMM, yyy - 日付値、月の完全名、および年を表

示します。例：9日日 1月月, 2007年年。

情報テキスト色 タイトルバー内の日付のテキスト色を設定します。

日付の配置 タイトルバー内の日付の配置を設定します。

参照ボタンを表示する オンにすると、参照ボタンを表示します。

背景背景 背景色 タイトルの背景色を設定します。
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グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用します。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド効

果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

グループ プロパティ 説明

「ナビゲーションボタン」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの「ナビゲーションボタン」ノードで、ナビゲーションボタンのプロパティを設定できます。

ナビゲーションボタンナビゲーションボタン ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

ナビゲーションボタンナビゲーションボタン テキストの色 前へ前へ と 次へ次へ ボタンのシンボルの色を設定します。

フォント 前へ前へ と 次へ次へ ボタンのフォントを設定します。

パディング 前へ前へ と 次へ次へ ボタンの周囲の余白を設定します。

前へ前へ ボタンのシンボル ナビゲーションボタンのフォントに基づき、前へ前へボタンに表示

するシンボルを設定します。

次へ次へ ボタンのシンボル ナビゲーションボタンのフォントに基づき、次へ、次へ ボタンに表示

するシンボルを設定します。
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前へ前へ ボタンのイメージ 前へ前へ ボタンに表示する画像を設定します。

次へ次へ ボタンのイメージ 次へ次へ ボタンに表示する画像を設定します。

境界線 ナビゲーションボタンの境界線の幅を設定します。

境界線の色 ナビゲーションボタンの境界線の色を設定します。

背景背景 背景色 前へ前へ と 次へ次へ ボタンの背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド効

果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

グループ プロパティ 説明

「予定」ノード

表示スタイル表示スタイルダイアログボックスの予定予定ノードで、予定のプロパティを設定できます。

予定予定 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。
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グループ
プロパティ

説明

表示表示 影つきで表示 オンにすると、予定に影を表示します。

予定を角丸表示する オンにすると、吹き出しスタイルの予定を表示します。

予定領域内での編集時の

背景色

インプレース編集時の予定の背景色を設定します。

テキストの色 予定のテキスト色を設定します。

角の丸み バブル型予定の角の丸みを設定します。

「パレット」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの パレットパレット ノードで、パレットの各プロパティを設定できます。

パレットパレット ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ
プロパティ

説明

パレットパレット Office 2007 パレットを使

用

オンにすると、Office 2007 パレットを使用します。

デフォルトのパレット 組み込みのカラーパレットから使用するパレット色を設定しま

す。

Office 2007 パレット色パレット色 １カ月おきの日、終日領

域、稼働時間および自由

時間帯の太線

１カ月おきの日、終日領域、稼働時間および自由時間帯の太

線の色を設定します。
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自由時間、選択された日、

稼働時間帯の細い線

自由時間、選択された日、稼働時間帯の細い線の色を設定

します。

自由時間帯の細い線 自由時間帯の細い線の色を設定します。

日のヘッダの境界線 日のヘッダの境界線の色を設定します。

日のヘッダの背景 日のヘッダの背景色。

日のヘッダのグラデーショ

ン色

日のヘッダのグラデーション色を設定します。

境界線 境界線の色を設定します。

選択された範囲、選択され

た終日領域

選択された範囲、選択された終日領域の色を設定します選

択された範囲、選択された終日領域の色を設定します。

グループ
プロパティ

説明

「ナビゲーションパネル」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの ナビゲーションパネルナビゲーションパネル ノードで、ナビゲーションパネルの各プロパティを設定できます。

ナビゲーションパネルナビゲーションパネル ノードで利用できるプロパティは次のとおりです。

タブ プロパティ 説明

ナビゲーションパネルナビゲーションパネル テキスト色 ナビゲーションパネル内のテキストの色を設定します。

パディング ナビゲーションパネルで使用するパディングの量を設定しま

す。

枠線 ナビゲーションパネルの各辺の枠線の幅を設定します。
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枠線の色 ナビゲーションパネルの枠線の色を設定します。

配置 ナビゲーションパネルの配置オプション（NotSet、Near、Far、
Center、または Spread）を設定します。

背景背景 背景色 現在の日付の背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーションの色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 確認時、背景のグラデーションにガンマ補正を適用します。

グラデーションの中央 グラデーション背景の中央を設定します。

グラデーションのブレンド 背景のグラデーションをペイントするために使用される

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景画像を設定します。

タブ プロパティ 説明

「今日の日付」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 今日の日付今日の日付 ノードで、今日の日付の各プロパティを設定できます。

今日の日付今日の日付 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

今日の日付今日の日付 境界線 今日の日付の境界線の幅を設定します。

境界線の色 今日の日付の境界線の色を設定します。

今日の日付に境界線を表

示する

今日の日付の境界線の色を設定します。
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背景背景 背景色 今日の日付の背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

グループ プロパティ 説明

「１日予定表」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの １日予定表１日予定表 ノードで、日ビューの各プロパティを設定できます。

１日予定表１日予定表 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

日ビュー日ビュー フォント 日ビューのフォントを設定します。

日のステータスを表示する オンにすると、ステータスバーを表示します。

日付の書式 日付の書式を設定します。使用可能な書式は次のとおりで

す。日本語バージョンで使用可能な書式は次のとおりです。

d - 数値日付値を表示します。例：2007/6/1。
MMMM d日日 dddd –月の完全名、月の現在の日（1

Scheduler for WinForms  

126 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



～31範囲の数値、両端の数値を含む）、曜日の完全

名を表示します。日が１桁（0～9）の場合、先行ゼロを

付けて書式設定します（01～09）。例：6月月 01日日 金曜金曜

日。日。

MMMM d日日 – 月の完全名、月の現在の日（1～31
範囲の数値、両端の数値を含む）を表示します。日が

１桁の数値（1～9）の場合、１桁の数値として表示しま

す。例：6月月 1日。日。

MMMM dd日日 – 月の完全名、月の現在の日（1～31
範囲の数値、両端の数値を含む）を表示します。日が

１桁（0～9）の場合、先行ゼロを付けて書式設定しま

す（01～09）。例：6月月 01日。日。

d日日 ddd – 月の現在の日（1～31範囲の数値、両端

の数値を含む）、曜日の省略名を表示します。日が１

桁（0～9）の場合、１桁の数値として表示します。例：1
日日 金。金。

境界線 日ビューの境界線の色を設定します。

垂直線の色 日ビューの垂直線の色を設定します。

グループ プロパティ 説明

「時刻領域」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 時刻領域時刻領域 ノードで、時刻領域のフォントと境界線の各プロパティを設定できます。

時刻領域時刻領域 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。
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グループ プロパティ 説明

時刻領域時刻領域 分に下線を表示する オンにすると、分の下に下線を表示します。

時のフォント 時のフォントを設定します。

分のフォント 分のフォントを設定します。

時刻の書式 時刻の書式を設定します。使用可能な書式は次のとおりです

T - 時、分、および秒の範囲を表示します。

例:16:00:00。
t - 時と分の範囲を表示します。例：16:00。
h mm - 0～23 範囲の時、0～59 範囲の分を表示し

ます。分が１桁（0～9）の場合、先行ゼロを付けて書

式設定します（01～09）。例：16 00。
h tt - 1～12 範囲の時、A.M./P.M. 指定子を表示しま

す。例：4 午後。

外観外観 フォントの色 時刻領域のテキスト色を設定します。

パディング 時刻領域のテキストの周囲の余白を設定します。

境界線 時刻領域の境界線の幅を設定します。

境界線の色 時刻領域の境界線の色を設定します。

配置 時刻領域のテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 時刻領域の背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

現在の時刻現在の時刻 ノードノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 現在の時刻現在の時刻 ノードで、現在の時刻のフォントと境界線の各プロパティを設定できます。
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現在の時刻現在の時刻 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

現在の時刻現在の時刻 フォントの色 現在の時刻のテキスト色を設定します。

パディング 現在の時刻のテキストの周囲の余白を設定します。

境界線 現在の時刻の境界線の幅を設定します。

境界線の色 現在の時刻の境界線の色を設定します。

配置 現在の時刻のテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 現在の時刻の背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

現在の時刻

［ビジュアルスタイル］［ビジュアルスタイル］ダイアログボックスの［現在の時刻］［現在の時刻］ノードから、現在の時刻のフォントプロパティと境界線プロパティを設

定できます。
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［現在の時刻］［現在の時刻］ノードには以下のプロパティがあります。

タブ プロパティ 説明

現在の時刻現在の時刻 テキストの色 現在の時刻のテキスト色を設定します。

パディング 現在の時刻の周囲のパディングを設定します。

境界線 現在の時刻の境界線幅を設定します。

境界線の色 現在の時刻の境界線色を設定します。

配置 現在の時刻のテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 現在の時刻の背景色を設定します。

グラデーション色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ修正 オンにすると、背景グラデーションにガンマ修正が適用されま

す。

グラデーションの中心 グラデーション背景の中心を設定します。

グラデーションブレンド 背景グラデーションの描画に使用される

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景画像を設定します。

「１日領域」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの １日領域１日領域 ノードで、終日領域のフォントと境界線の各プロパティを設定できます。
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１日領域１日領域 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

終日領域終日領域 境界線 終日領域の境界線の幅を設定します。

境界線の色 終日領域の境界線の色を設定します。

背景色 終日領域の背景色を設定します。

選択された色の背景色 終日領域内の選択された日の背景色を設定します。

「日のヘッダ」ノード（日ビュー）

表示スタイル表示スタイル］ダイアログボックスの 日のヘッダ日のヘッダ ノードで、日のヘッダの各プロパティを設定できます。
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日のヘッダ日のヘッダ ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

日のヘッダ日のヘッダ フォントの色 日のヘッダのテキストの色を設定します。

パディング 日のヘッダのテキストの周囲の余白を設定します。

境界線 日のヘッダの境界線の幅を設定します。

境界線の色 日のヘッダの境界線の色を設定します。

配置 日のヘッダのテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 日のヘッダの背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーション の ブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

「月間予定表」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 月間予定表月間予定表 ノードで、月ビューの各プロパティを設定できます。
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月間予定表月間予定表 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

月ビュー月ビュー フォント 日ビューのフォントを設定します。

日付の書式 日ヘッダの日付書式を設定します。使用可能な書式は次の

とおりです。日本語バージョンで使用可能な書式は次のとお

りです。

d - 数値日付値を表示します。例：2007/6/1。
MMMM d日日 dddd –月の完全名、月の現在の日（1
～31範囲の数値、両端の数値を含む）、曜日の完全

名を表示します。日が１桁（0～9）の場合、先行ゼロを

付けて書式設定します（01～09）。例：6月月 01日日 金曜金曜

日日。

MMMM d日日 – 月の完全名、月の現在の日（1～31
範囲の数値、両端の数値を含む）を表示します。日が

１桁の数値（1～9）の場合、１桁の数値として表示しま

す。例：6月月 1日日。

MMMM dd日日 – 月の完全名、月の現在の日（1～31
範囲の数値、両端の数値を含む）を表示します。日が

１桁（0～9）の場合、先行ゼロを付けて書式設定しま

す（01～09）。例：6月月 01日日。

d日日 ddd – 月の現在の日（1～31範囲の数値、両端

の数値を含む）、曜日の省略名を表示します。日が１

桁（0～9）の場合、１桁の数値として表示します。例：1
日日 金金。

d - 数値日付値を表示します。例：2/1/2007。
dddd, MMMM dd - 曜日と月の完全名、および現

在の日を 1～31 で表示します。日が１桁（1～9）の場
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合は、前に「0」が付加されます（01～09）。例：木曜木曜

日日, 2月月 1日日。

MMMM d - 月の完全名、および現在の日を 1～31
で表示します。日が１桁（1～9）の場合は、１桁で表示

されます。例：2月月 1日日。

MMMM dd - 月の完全名、および現在の日を 1～
31 で表示します。日が１桁（1～9）の場合は、前に

「0」が付加されます（01～09）。例：2月月 01日日。

dd MMMM - 1～31 で表した現在の日と月の完全

名を表示します。日が１桁（1～9）の場合は、前に「0」
が付加されます（01～09）。例：01日日 2月月。

d MMMM - 1～31 で表した現在の日と月の完全名

を表示します。日が１桁（1～9）の場合は、１桁で表示

されます。例：1日日 2月月。

ddd dd - 曜日の省略名と現在の日を 1～31 で表示

します。日が１桁（1～9）の場合は、前に「0」が付加さ

れます（01～09）。例：木木 01日日。

dd ddd - 現在の日を 1～31 で表示し、曜日の省略

名を表示します。日が１桁（1～9）の場合は、前に「0」
が付加されます（01～09）。例：01日日 木木。

週間タブを表示する オンにすると、週間タブを表示します。

時刻を表示する オンにすると、予定の時刻を表示します。

終了時刻を表示する オンにすると、予定の終了時刻を表示します。

グループ プロパティ 説明

「グリッドのヘッダ」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの グリッドのヘッダグリッドのヘッダ ノードで、グリッドのヘッダの各プロパティを設定できます。
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グリッドのヘッダグリッドのヘッダ ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

月ビューのヘッダ月ビューのヘッダ フォント 月ビューのヘッダのフォントを設定します。

曜日の書式 ヘッダの日付書式を設定します。使用可能な書式は次のとお

りです。

• dddd - 各日の１文字の省略名を表示します。例：金曜日。

• ddd - 各日の３文字の省略名を表示します。例：金。

外観外観 フォントの色 月ビューのヘッダのテキスト色を設定します。

パディング 月ビューのヘッダのテキストの周囲の余白を設定します。

境界線 月ビューのヘッダの境界線の幅を設定します。

境界線の色 月ビューのヘッダの境界線の色を設定します。

配置 月ビューのヘッダのテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 月ビューのヘッダの背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド効

果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。
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週タブ

［ビジュアルスタイル］［ビジュアルスタイル］ダイアログボックスの［週タブ］［週タブ］ノードから、週タブのプロパティを設定できます。

［週タブ］［週タブ］ノードには以下のプロパティがあります。

タブ プロパティ 説明

週タブ週タブ テキストの色 週タブのテキスト色を設定します。

パディング 週のタブの周囲のパディングを設定します。

境界線 週タブの境界線幅を設定します。

境界線の色 週タブの境界線色を設定します。

配置 週タブのテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 週タブの背景色を設定します。

グラデーション色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ修正 オンにすると、背景グラデーションにガンマ修正が適用されま

す。

グラデーションの中心 グラデーション背景の中心を設定します。

グラデーションブレンド 背景グラデーションの描画に使用される

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景画像を設定します。

「日のヘッダ」ノード（月ビュー）
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表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 日のヘッダ日のヘッダ ノードで、日のヘッダの各プロパティを設定できます。

日のヘッダ日のヘッダ ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

月ビューの曜日ヘッダ月ビューの曜日ヘッダ フォントの色 月ビューの曜日ヘッダのテキストの色を設定します。

パディング 月ビューの曜日ヘッダのテキストの周囲の余白を設定しま

す。

境界線 月ビューの曜日ヘッダの境界線の幅を設定します。

境界線の色 月ビューの曜日ヘッダの境界線の色を設定します。

配置 月ビューの曜日ヘッダのテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 月ビューの曜日ヘッダの背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションのブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

TimeLine ビューノード

Through the Timeline View node of the Visual Style dialog box, you can set the properties related to timeline,
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background and appearance.

The following properties are available through the Timeline View node:

The following properties are available through the Time Ruler node: 

Tab Property Description

Time Line View Date font Sets the font for date.

Date format Sets the format for date.

Time font Sets the font for time.

Time format Sets the format for the time.

Appearance Text color Sets the text color for the time ruler.

Padding Sets the padding around the time text.

Border Sets the border width for the time ruler.

Border color Sets the border color for the time ruler.

Alignment Sets the alignment for the time ruler text.

Background Background color Sets the background color for the time ruler.

Gradient color Sets the background gradient color.

Gradient Sets the background gradient mode.

Gradient center Sets the center of the gradient background.

Gradient blend Sets the Drawing.Drawing2D.Blend used to paint the
background gradient.
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Image Sets the background image.

The Timeline View node provides the Time Ruler and Current Time nodes just like the Day View node.

Tab Property Description

C1Calendar コントロールの表示スタイル設定

C1Calendar コントロールの外観設定は、C1Calendar スマートデザイナの 表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスから設定できま

す。表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスへのアクセス方法の詳細については、C1Calendar スマートデザイナ を参照してくださ

い。

「共通」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 共通共通 ノードで、すべての C1Calendar コントロールに共通するプロパティ、およびナビ

ゲーションボタンのプロパティを設定できます。
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共通共通 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

共通共通 フォントの色 C1Calendar コントロール内のすべてのテキストの色を設定し

ます。

フォント C1Calendar コントロール内のすべてのテキストのフォントを

設定します。

パディング C1Calendar コントロール内のカレンダーの周囲の余白を設

定します。

背景背景 背景色 C1Calendar コントロール内の背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの 位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションの ブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

グループ プロパティ 説明

共通共通 フォントの色 C1Calendar コントロール内のすべてのテキストの色を設定し

ます。

フォント C1Calendar コントロール内のすべてのテキストのフォントを

設定します。
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パディング C1Calendar コントロール内のカレンダーの周囲の余白を設

定します。

Border Sets the border around the calendars in the C1Calendar
control.

Border color Sets the color for the border around the calendars in the
C1Calendar control.

Background Gradient Sets the ToolTip's background gradient color. Options
include None, Automatic, Silver, Blue, Gold, Olive, and
Vista.

Rounded corners Gets or sets a Boolean value determining whether to
show ToolTips with rounded corners via the
ToolTipRoundedCorners.

背景背景 背景色 C1Calendar コントロール内の背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの 位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションの ブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

グループ プロパティ 説明

「ナビゲーションボタン」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの ナビゲーションボタンナビゲーションボタン ノードで、ナビゲーションボタンのプロパティを設定できます。

ナビゲーションボタンナビゲーションボタン ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。
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グループ プロパティ 説明

ナビゲーションボタンナビゲーションボタン フォントの色 前へ前へ と 次へ次へ ボタンのシンボルの色を設定します。

フォント 前へ前へ と 次へ次へ ボタンのフォントを設定します。

パディング 前へ前へ〉と 次へ次へ ボタンの周囲の余白を設定します。

前へ前へ ボタンのシンボル ナビゲーションボタンのフォントに基づき、前へ前へ ボタンに表示

するシンボルを設定します。

次へ次へ ボタンのシンボル ナビゲーションボタンのフォントに基づき、次へ次へ ボタンに表示

するシンボルを設定します。

前へ前へ ボタンのイメージ 前へ前へ ボタンに表示する画像を設定します。

次へ次へ ボタンのイメージ 次へ次へ ボタンに表示する画像を設定します。

背景背景 背景色 前へ〉と〈次へ〉ボタンの背景色を設定します。

グラデーションの色  背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションの ブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

「月のヘッダ」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 月のヘッダ月のヘッダ ノードで、月のヘッダのプロパティを設定できます。

月のヘッダ月のヘッダ ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。
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グループ プロパティ 説明

月のヘッダ月のヘッダ フォント 月のヘッダのフォントを設定します。

書式 月のヘッダのテキストの書式を設定します。使用可能な書式

は次のとおりです。 

MMMM yyy 年年 - 月の完全名と年を表示します。

例：6月 2007年。

MMM月月 yyy年年 -月の省略名と年を表示します。例：

6月 2007年。

yyy年年 MMM月月 - 年、および月の省略名を表示しま

す。例：2007年 6月。

yyy年年 MMMM - 年、および月の完全名を表示しま

す。例：2007年 6月。

外観外観 フォントの色 月のヘッダのテキストの色を設定します。

パディング 月のヘッダのテキストの周囲の余白を設定します。

境界線 月のヘッダの境界線の幅を設定します。

境界線の色 月のヘッダの境界線の色を設定します。

配置 月のヘッダのテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 月のヘッダの背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションの ブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。

「日のヘッダ」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 日のヘッダ日のヘッダノードで、日のヘッダのプロパティを設定できます。
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日のヘッダ日のヘッダ ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

日のヘッダ日のヘッダ フォント 日のヘッダのフォントを設定します。

書式 日のヘッダのテキストの書式を設定します。使用可能な書式

は次のとおりです。日本語バージョンで使用可能な書式は次

のとおりです。

ddd -各日の３文字の省略名を表示します。例：金金。

dddd - 各日の正式名を表示します。例：金曜日金曜日。

d - 各日の１文字の省略名を表示します。例：金金。

dd - 各日の２文字の省略名を表示します。例：金金。

外観外観 フォントの色 日のヘッダのテキストの色を設定します。

パディング 日のヘッダのテキストの周囲の余白を設定します。

境界線 日のヘッダの境界線の幅を設定します。

境界線の色 日のヘッダの境界線の色を設定します。

配置 日のヘッダのテキストの配置を設定します。

背景背景 背景色 日のヘッダの背景色を設定します。

グラデーションの色 背景のグラデーション色を設定します。

グラデーション 背景のグラデーションモードを設定します。

ガンマ補正 オンにすると、背景のグラデーションにガンマ補正を適用しま

す。

グラデーションの位置 背景グラデーションの中心を設定します。

グラデーションの ブレンド

効果

背景グラデーションの塗りつぶしに使用する

Drawing.Drawing2D.Blend を設定します。

画像 背景に表示する画像を設定します。
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「日」ノード

表示スタイル表示スタイル ダイアログボックスの 日日 タブで、平日、今日、選択された日、太字表示の日、選択中の太字表示の日、および今

月に該当しない日のプロパティを設定できます。

日日 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。

グループ プロパティ 説明

平日平日 フォントの色 カレンダーの日付のテキスト色を設定します。

背景色  カレンダーの日付の背景色を設定します。

フォント カレンダーの日付のフォントを設定します。

境界線 カレンダーの日付の境界線の幅を設定します。

境界線の色 カレンダーの日付の境界線の色を設定します。

パディング カレンダーの日付の周囲の余白を設定します。

週末週末 フォントの色 カレンダー内の日付のテキストの色を設定します。

背景色 カレンダーの日付の背景色を設定します。

フォント カレンダーの日付のフォントを設定します。

境界線 カレンダーの日付の枠線幅を設定します。

境界線の色 カレンダーの日付の枠線色を設定します。

パディング カレンダーの日付の周囲のパディングを設定します。

今日今日 フォントの色 カレンダーの今日の日付のテキスト色を設定します。

背景色 カレンダーの今日の日付の背景色を設定します。

フォント カレンダーの今日の日付のフォントを設定します。

境界線 カレンダーの今日の日付の境界線の幅を設定します。

境界線の色 カレンダーの今日の日付の境界線の色を設定します。

パディング カレンダーの今日の日付の周囲の余白を設定します。
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選択された日選択された日 フォントの色 カレンダーの選択された日のテキスト色を設定します。

背景色 カレンダーの選択された日の背景色を設定します。

フォント カレンダーの選択された日のフォントを設定します。

境界線 カレンダーの選択された日の境界線の幅を設定します。

境界線の色 カレンダーの選択された日の境界線の色を設定します。

パディング カレンダーの選択された日の周囲の余白を設定します。

太字表示の日太字表示の日 フォントの色 カレンダーの太字表示の日のテキスト色を設定します。

背景色 カレンダーの太字表示の日の背景色を設定します。

フォント カレンダーの太字表示の日のフォントを設定します。

境界線 カレンダーの太字表示の日の境界線の幅を設定します。

境界線の色 カレンダーの太字表示の日の境界線の色を設定します。

パディング カレンダーの太字表示の日の周囲の余白を設定します。

選択中の太字表示の日選択中の太字表示の日 フォントの色 カレンダーの選択中の太字表示の日のテキスト色を設定しま

す。

背景色 カレンダーの選択中の太字表示の日の背景色を設定しま

す。

フォント カレンダーの選択中の太字表示の日のフォントを設定しま

す。

境界線 カレンダーの選択中の太字表示の日の境界線の幅を設定し

ます。

境界線の色 カレンダーの選択中の太字表示の日の境界線の色を設定し

ます。

パディング カレンダーの選択中の太字表示の日の周囲の余白を設定し

ます。

今月に該当しない日今月に該当しない日 フォントの色 カレンダーの今月に該当しない日のテキスト色を設定しま

す。

背景色 カレンダーの今月に該当しない日の背景色を設定します。

カレンダーの今月に該当しない日のテキスト色を設定しま

す。

フォント カレンダーの今月に該当しない日のフォントを設定します。

境界線 カレンダーの今月に該当しない日の境界線の幅を設定しま

す。

境界線の色 カレンダーの今月に該当しない日の境界線の色を設定しま

す。

パディング カレンダーの今月に該当しない日の周囲の余白を設定しま

す。

グループ プロパティ 説明

枠線スタイルの書式設定
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Formatting the Border Style of the Schedule Control
To format the border style of the control, set the BorderStyle property to Fixed3D, FixedSingle, or None. This
property can be set either in the designer or in code.

The following table describes each of the border styles:

Border Description

Fixed3D A three-dimensional border. This is the default setting.

FixedSingle A single line border.

None No border.

In the Designer
Locate the BorderStyle property in the Properties window and set it to Fixed3D, FixedSingle, or None.

In Code
Add code to the Form_Load event to set the BorderStyle property to Fixed3D, FixedSingle, or None. The following
code sets the BorderStyle property to FixedSingle:

C#

this.c1Schedule1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;

Formatting the Border Style of the Calendar Control
To format the border style of the control, set the BorderStyle property to Fixed3D, FixedSingle, or None. This
property can be set either in the designer or in code.

The following table describes each of the border styles:

Border Description

Fixed3D A three-dimensional border. This is the default setting.

FixedSingle A single line border.

None No border.

In the Designer
Locate the BorderStyle property in the Properties window and set it to Fixed3D, FixedSingle, or None.

In this example, the BorderStyle property is set to FixedSingle:

In Code
Add code to the Form_Load event to set the BorderStyle property to Fixed3D, FixedSingle, or None. The following
code sets the BorderStyle property to FixedSingle:

C#
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this.c1Calendar1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
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