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BarCode for WPF

BarCode for WPF is a high-performance and light-weight control for creating Industry-Standard barcodes in desktop
applications. As a reliable and fast BarCode generation tool, the BarCode control lets you display a huge variety, that
is at least 50 types of barcodes in your apps. A barcode basically helps in visually representing data in a form that is
machine readable. The BarCode control lets you add BarCode images to forms, reports, grid cells, and standard .NET
PrintDocument objects. The control uses the encoding process for input value or text to generate and display an
appropriate BarCode image. BarCode also automatically adds any necessary control symbols and checksums to the
value being encoded, depending on the specific encoding being used.

BarCode features selective encoding wherein certain encodings have limitations that determine the type of text they
can represent or encode. For instance, some encoding types support only numbers while others require text of a
specific length. In such cases, the BarCode control throws an exception to indicate the mismatch in the input value or
text and the current encoding type. This is depicted in the image above.

There are two types of barcodes which the ComponentOne BarCode supports: one-dimensional (or linear) and two-
dimensional. The data in Linear Barcodes is usually represented via parallel lines of varying widths, while the two-
dimensional BarCode uses dots, rectangles and other patterns to depict the data. Irrespective of the type of BarCode,
the basic structure comprises a start and stop pattern, leading and trailing quiet zones, and data characters.

Documentation Blogs Samples

Quickstart BarCode Support in ComponentOne Studio BarcodeWPF

Types of Barcodes Using Our BarCode Controls in WPF Apps

Customization WPF Best Practices

Note: ComponentOne BarCode control is compatible with both .NET and .NET framework.

API References

C1.WPF.BarCode .NET Framework Assembly C1.WPF.BarCode .NET Assembly
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主な特長

Below mentioned are some of the key features of the BarCode control:

Support for numerous BarCode symbologies

BarCode provides support for both one-dimensional and two-dimensional barcodes. BarCode コントロールは、

Codabar、Code128 Auto、Code39、Code93、DataMatrix、Ean13、Ean8、PostNet、QRCode、RSS14 などの 50 種
類のエンコーディングをサポートします。Go to the Supported Barcode Types topic for the full list.

Selective Encoding

The BarCode control gives an exception in case the encoding type does not work for an input value or text.
This is because certain encodings have limitations with respect to the type of text it can represent. So, if the
value of the Text property cannot be represented using the current encoding, then the error message will be
displayed by the control.

チェックサムを自動的に追加チェックサムを自動的に追加

BarCode コントロールは、バーコードが正しく読み取られるように、使用されているエンコーディングに応じて、必要な制

御シンボルとチェックサムを自動的に追加しながら値をエンコードします。

Easy to use

BarCode for WPF is easy to use. The user needs to just add the control to the form, set the encoding type, and
they are done.

Customize appearance

Barcode provides dedicated class for bar direction, bar height and text color which makes it easier to customize
the appearance of the control. Go to Customization topic for more information.

Styling

BarCode allows you to enhance the appearance of the control by changing the Foreground color and font size
of the input text. Refer to the Styling and Appearance topic for more information.
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クイックスタート

This quick start guides you through the steps of adding the BarCode control in a WPF application. The image
snapshot below is based on the use case where an application takes two types of inputs, product category and
barcode type to generate a resulting barcode output. The application is designed such that the items in the Select
Barcode Type combo box is populated on the basis of the value selected in the Select Category type combo box. This
is because the Barcode control features selective encoding, therefore, some barcodes do not encode certain input
values. That is, for example, the text category can be supported by all types of Barcodes, however QRCodes,
DataMatrix, Pdf417 and Code39x support other value types like URL, Email and VfCard.

アプリケーションの設定アプリケーションの設定

1. Visual Studio で新しいWPFアプリを作成します。

2. ソリューションエクスプローラーで、[依存関係依存関係]を右クリックし、[NuGetパッケージの管理パッケージの管理]を選択します。

3. NuGetパッケージマネージャーパッケージマネージャーで、パッケージソースとしてnuget.orgを選択します。

4. 次のパッケージを検索して選択し、[インストールインストール]をクリックします。

C1.WPF.BarCode
5. MainWindow.xaml ファイルを開き、タグ <Window></Window> を見つけます。このタグには、C1BarCodeコント

ロールを使用できるように必要な名前空間が含まれています。次のマークアップになるように、タグを編集します。

   
XAML

<Window x:Class="BarCodeSample.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:BarCodeSample"
        xmlns:c1="http://schemas.componentone.com/winfx/2006/xaml"
        mc:Ignorable="d"
        xmlns:demo="clr-namespace:BarCodeSample.Editor"
        Title="Bar Code" HorizontalAlignment="Center" BorderBrush="DarkGray" 
BorderThickness="10" Height="430" Width="900">
</Window>
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<Window.DataContext>
        <local:BarCodeViewModel/>
</Window.DataContext>
<Window.Resources>
        <BooleanToVisibilityConverter x:Key="imgV"/>
</Window.Resources>

6. MainPage.xaml の <Grid></Grid> タグの間にカーソルを置き、次の XAML マークアップを 追加し、グリッドのリソー

スと行定義を設定します。

   
XAML

<Grid Margin="10">           
   <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="300" />
            <ColumnDefinition Width="300"/>
            <ColumnDefinition Width="300"/>
            <ColumnDefinition />
   </Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>

Back to Top

Adding Barcode control to the Application
1. Use the following code snippets to add Stack Panels with three TextBlock controls, a TextBox control, two

combo box controls, a button, scroll viewer and the BarCode control as depicted in the image at the top. The
BarCode control is initialized using an instance of the C1BarCode class.
XAML

<StackPanel Orientation="Vertical" Margin="10">
    <TextBlock Text="Select Category Type:" Margin="5" 
VerticalAlignment="Center"  />
    <c1:C1ComboBox ItemsSource="{Binding 
Categories,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" 
x:Name="CategoryType" IsEditable="False" SelectedItem="{Binding 
CategoriesChanged,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}"  Width="200"  
Margin="10" />
    <TextBlock Text="Select Barcode Type:" Margin="5" VerticalAlignment="Center"  
/>
    <c1:C1ComboBox IsEnabled="{Binding 
IsBarCodeTypeEnabled,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" 
ItemsSource="{Binding Barcodes,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" 
x:Name="BarcodeType" IsEditable="False" SelectedItem="{Binding 
BarcodesChanged,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}"  Width="200"  
Margin="10" />
</StackPanel>
<StackPanel Grid.Column="1" Margin="10,0,0,0">
    <StackPanel Margin="2" HorizontalAlignment="Left" Visibility="{Binding 
IsEmailView,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay,Converter=
{StaticResource imgV}}">
<TextBlock Text="Email" Foreground="Black" FontSize="14" 
HorizontalAlignment="Left"/>
<TextBox Margin="0,25,0,0" x:Name="txt" Text="{Binding Email, 
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UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" MinWidth="250" 
BorderThickness="3" HorizontalAlignment="Left"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel Margin="2" HorizontalAlignment="Left" Visibility="{Binding 
IsTextView,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay,Converter=
{StaticResource imgV}}">
<TextBlock Text="Text" Foreground="Black" FontSize="14" 
HorizontalAlignment="Left"/>
<TextBox Margin="0,25,0,0" Text="{Binding Text, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" MinWidth="250" 
BorderThickness="3" HorizontalAlignment="Left"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel Margin="2" HorizontalAlignment="Left" Visibility="{Binding 
IsUrlView,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay,Converter=
{StaticResource imgV}}">
<TextBlock Text="Url" Foreground="Black" FontSize="14" 
HorizontalAlignment="Left"/>
<TextBox Margin="0,25,0,0" Text="{Binding Url, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" MinWidth="250" 
BorderThickness="3" HorizontalAlignment="Left"/>
    </StackPanel>
    <ScrollViewer MaxHeight="300" HorizontalScrollBarVisibility="Visible" 
Visibility="{Binding 
IsVcardView,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay,Converter=
{StaticResource imgV}}">
<StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="Name"/>
<TextBox Text="{Binding Name, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="Organization"/>
<TextBox Text="{Binding Organization, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="Address"/>
<TextBox Text="{Binding Address, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="Zip"/>
<TextBox Text="{Binding Zip, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="Country"/>
<TextBox Text="{Binding Country, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="HomePhone"/>
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<TextBox Text="{Binding HomePhone, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel>
<TextBlock Text="Fax"/>
<TextBox Text="{Binding Fax, Mode=TwoWay, 
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
    </StackPanel>
</StackPanel>
    </ScrollViewer>
    <c1:C1BarCode Panel.ZIndex="0" Width="150" CodeType="{Binding 
BarCodeType,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" Text="{Binding 
BarCodeText,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,Mode=TwoWay}" x:Name="barCode" 
Margin="10,40,0,0" CaptionPosition="Below"  VerticalAlignment="Top" 
HorizontalAlignment="Left" />
</StackPanel>     

Note that all these controls are databound to the different parameters of the BarcodeViewModel class (used as
the datasource), so that when changes are made in a control, then that particular parameter in the viewmodel
is triggered.    

アプリケーションの実行アプリケーションの実行

1. ［ビルド］ー［ソリューションのビルド］［ビルド］ー［ソリューションのビルド］をクリックし、プロジェクトを構築します。

2. ［［F5］］を押して、アプリケーションを開始します。
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対応しているバーコードの種類

Supported Barcodes
BarCode for WPF supports various types of encoding types, and descriptions as given in the table below:

エンコーディングエンコーディング 説明説明

BC412 BC412 バーコードは、半導体ウェハー識別に使用するためにIBMによって発明されました。

Code11 Code11, also known as USD-8, is a high-density barcode symbology developed by Intermec
in 1977. It is primarily used to label telecommunication equipments. This symbology is
discrete and is able to encode numeric digits through 0-9, dash (-), and start/stop
characters.

Code 39 Code 39 は英数字エンコーディングです。「3 of 9」、「LOGMARS」とも呼ばれます。これは最初に

開発された英数字バーコードで、最も広く使用されているエンコーディングの１つです。

Code 39x Code 39 Extended では２文字エンコーディングが使用されているため、128 個の ASCII 文字すべ

てがサポートされます。

Codabar Codabar は 16 種類の文字（０～９と -$:/.+）と、４種類のスタート/ストップ文字（A ～ D）をエン

コードできます。Codabar は、米国血液バンク、現像所、FedEx の航空貨物受取証などで使用さ

れています。

Code 128A Code 128 は最も記録密度が高い英数字バーコードです。Code 128A では、ASCII 文字 00 ～ 95
（０～９、A ～ Z、制御コード）、特殊文字、および FNC１～４が使用されます。

Code 128B Code 128 は最も記録密度が高い英数字バーコードです。Code 128B では、ASCII 文字 32 ～
127（０～９、A ～ Z、a ～ z）、特殊文字、および FNC１～４が使用されます。

Code 128C Code 128 は最も記録密度が高い英数字バーコードです。Code 128C では、00 ～ 99（１つのコー

ドで２桁をエンコード）および FNC1 が使用されます。

Code 128 Auto Code 128 Auto では、最も少ないバー数でデータがエンコードされます。

Code 2 of 5 Code 2 of 5 は、数値のみのバーコードです。Code 2 of 5 では、すべての情報がバーでエンコー

ドされます。バーの間隔は固定されます。

Code 93 Code 93 は Code 39 より少し記録密度が高い英数字エンコーディングです。

Code25intlv Interleaved Code 2 of 5 では、２桁ずつがエンコードされます。最初の桁は最初の５本のバーに、

２つ目の桁は５つのスペースにエンコードされます。

Code39 Code 39 は英数字エンコーディングです。「3 of 9」、「LOGMARS」とも呼ばれます。これは最初に

開発された英数字バーコードで、最も広く使用されているエンコーディングの１つです。

Code49 Code 49 はスタック型バーコードで、ASCII 文字セット全体（128 文字）をエンコードすることができ

ます。

Code93x Code 93 Extended は Code 93 に基づいており、ASCII 文字セット全体（128 文字）をエンコードす

ることができます。

DataMatrix Data Matrix は、正方形または長方形のマトリックスパターンに並べられた正方形モジュールから

成る２次元高密度バーコードです。

EAN 13 EAN-13 は、欧州の International Article Numbering Association（EAN）によって導入されまし

た。EAN-13 は、２桁のシステムコード、５桁のメーカーコード、５桁の製品コードの順で構成される

12 桁のコードをエンコードします。この 12 桁のコードの後にチェックサム桁が付加されます（コント

ロールによって自動的に追加される）。
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EAN 8 EAN-8 は小包向けの短いバーコードです。これは、２～３桁のシステムコード、４～５桁の製品

コードの順で構成される７桁のコードをエンコードします。この７桁のコードの後にチェックサム桁が

付加されます（コントロールによって自動的に追加される）。

EAN128FNC1 EAN128FNC1 は UCC/EAN-128（EAN128）バーコードタイプの１つで、任意の場所に FNC1 文字

を挿入したり、バーサイズを調整することができます。FNC1 文字を挿入するには、実行時に Text
プロパティに "\n"（C# の場合）または "vbLf"（VB の場合）を設定します。

これは、UCC/EAN-128 では使用できません。

HIBCode39 HIBCCode39 is a Health Industry Bar Code 39 implementation.

HIBCode128 HIBCCode128 is a Health Industry Bar Code 128 implementation.

Iata25 Represents an IATA 2 of 5 barcode.

IntelligentMail Intelligent Mail（以前の 4-State Customer Barcode）は、米国内の郵便に使用される 65 本の

バーコードです。

IntelligentMailPackage Intelligent Mail Package Barcode.

ISBN The International Standard Book Number (ISBN) is special commercial book identifier which
encodes 9 numeric digits apart from the start number "978", "979".

ISMN The International Standard Music Number or ISMN (ISO 10957) is a thirteen-character
alphanumeric identifier for printed music developed by ISO.

ISSN The International Standard Serial Number (ISSN) is an eight-digit number used for printed
or electronic periodical publications like magazines, etc. This ISSN system was drafted as an
International Standard in 1971 and published as ISO 3297 in 1975.

ITF14 ITF14 barcode is the GS1 implementation of an Interleaved 2 of 5 bar code to encode a
Global Trade Item Number. It is continuous, self-checking, bidirectionally decodable and it
will always encode 14 digits. ITF14 is used on packaging levels of a product in general.

JapanesePostal これは、日本の郵便制度で使用されるバーコードです。18 桁の英数字をエンコードします。これに

は、７桁の郵便番号の後に、必要に応じて番地や部屋番号などの情報が含まれます。エンコード

するデータにはハイフンを含めることができます。

Matrix 2of5 Matrix 2 of 5 は、３本の黒バーと２本の白バーから成る比較的高密度のバーコードです。Matrix
2 of 5 は数字だけを使用します。

MicroPDF417 MicroPDF417 は、PDF417 から派生された２次元多段バーコードです。Micro-PDF417 は、データ

をできる限り小さなサイズの２次元シンボル（最大 150 バイト、英数字 250 文字、数字 366 桁）に

エンコードする必要があるアプリケーション用に設計されています。

MicroQRCode MicroQRCode is a variant of QR Code 2005. Compared with other regular QR Codes, it has
only one position detection pattern which reduces the barcode size so that it can be used to
applications where the space for barcode image is severely restricted.

MSI MSI Code は数字だけを使用します。

Pdf417 Pdf417 バーコードは、３～ 90 行で構成されているスタック型の１次元バーコードです。各行は、小

さな１次元バーコード状になっています。

Pharmacode Pharmacode, also known as Pharmaceutical Binary Code, is a barcode standard, 1D barcode
that is used in the pharmaceutical manufacturing industry as a packing control system.

Plessey MSI barcode, also known as Modified Plessey, is a numeric symbology developed by the
MSI Data Corporation, which is used primarily for marking retail shelves for inventory
control. Though continuous and self-checking, MSI Plessey provides several module
checksum situations.
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PostNet PostNet は米国郵便サービスで使用されている数値エンコーディングです。これは、バーの幅では

なく、バーの高さに基づいている点で多くのバーコードとは異なっています。

PZN PZN or Pharma-Zentral-Nummer is a barcode standard used in the German pharmaceutical
industry for identification of medicines and health-care products.

QRCode QR コードは、機械で読み取ることができるマトリックスバーコードです。QR コードでは、英数字

データ、数値情報、バイトデータ、漢字などのさまざまな情報をエンコードすることができます。この

バーコードは最大 7,366 文字をエンコードできます。

RM4SCC RM4SCC は、ロイヤルメールの Cleanmail サービスで使用される情報をエンコードする際に使用

されます。RM4SCC では、英数字情報が最大 36 個のシンボル（26 個の文字と 10 個の数値）を

使用してエンコードされます。

RSS14 RSS14 は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および UPC 情報を小さなスペース

にエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：RSS）の１つです。このバー

ジョンは、全方向型 POS スキャナと共に使用される 14 桁の EAN.UCC 品目識別用です。

RSS14 Stacked RSS14Stacked は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および UPC 情報を小さな

スペースにエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：RSS）の１つです。

このバージョンは、RSS14Truncated では広すぎる場合に２段に積み重ねられること以外は、

RSS14Truncated と同じです。

RSS14 Stacked
Omnidirectional

RSS14StackedOmnidirectional は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および

UPC 情報を小さなスペースにエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：
RSS）の１つです。このバージョンは、RSS14 では広すぎる場合に２段に積み重ねられること以外

は、RSS14 と同じです。

RSS14 Truncated RSS14Truncated は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および UPC 情報を小さ

なスペースにエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：RSS）の１つで

す。このバージョンは、小さな品目に使用される、インジケータデジット付きの 14 桁の EAN.UCC
品目識別用です。POS スキャナ用ではありません。

RSS Expanded RSSExpanded は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および UPC 情報を小さな

スペースにエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：RSS）の１つです。

このバージョンは、全方向型 POS スキャナと共に使用される、AI 要素文字列（有効期限、重量な

ど）付きの 14 桁の EAN.UCC 品目識別用です。

RSS Expanded Stacked RSSExpandedStacked は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および UPC 情報を

小さなスペースにエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：RSS）の１つ

です。このバージョンは、RSSExpanded では広すぎる場合に２段に積み重ねられること以外は、

RSSExpanded と同じです。

RSS Limited RSS Limited は、コンポジットコンポーネント（CC）で拡張された EAN および UPC 情報を小さなス

ペースにエンコードできる省スペースシンボル（Reduced Space Symbology：RSS）の１つです。こ

のバージョンは、０または１のインジケータデジット付きの 14 桁の EAN.UCC 品目識別用です。

POS スキャナでスキャンされない小さなシンボルに使用されます。

SSCC 18 Serial Shipping Container Code-18 (SSCC-18) Barcode is a type of barcode that can print in
the lower 2-inch (or local equivalent) extended area of the Thermal 4" x 8" or 4" x 8¼" (or
local equivalent) label.

Telepen Telepen is a name of a barcode symbology designed in the UK, in 1972, to directly represent
the full ASCII character set without using shift characters for code switching, and use only
two different widths for bars and spaces.

UCC/EAN-128 UCC/EAN –128 は、ASCII 文字セット全体を使用します。HIBC アプリケーションで使用される特殊

な Code 128 です。
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UPC A UPC-A は、本、雑誌、新聞のほか、巷のスーパーマーケットの棚にあるほとんどすべての商品に

見られる一般的なエンコードです。EAN-13 に似ていますが、11 桁の数値データと末尾にチェック

デジットがエンコードされています。

UPC E0 UPC-E0 は数字だけを使用します。Zero Suppression の UPC シンボルに使用されます。Caption
プロパティには、６桁の UPC-E コードまたは完全な 11 桁（必須のコードタイプ０を含む）の UPC-A
コードを入力する必要があります。11 桁のコードが入力された場合、バーコードコントロールは、

可能であればそれを６桁の UPC-E コードに変換します。11 桁のコードを６桁のコードに変換でき

ない場合は、何も表示されません。

UPC E1 UPC-E1 は数字だけを使用します。主に小売業界で在庫ラベルに使用されます。UPC-E1 の入力

文字列の長さは数字６個です。

Set BarCode via Code
The BarCode control can be set via code using the CodeType and Text properties of the C1Barcode class.

The output appears as given below:

XAML

<c1:C1BarCode Name="barCode"  CodeType="QRCode" Text="ComponenetOne@123"  
HorizontalAlignment="Left" Height="65" Margin="350,87,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="211"/>

C#

// バーコードのエンコーディングのタイプとテキストの値を設定します
barCode.CodeType = C1.BarCode.CodeType.QRCode;
barCode.Text = "ComponenetOne@123";
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BarCode 画像の保存

The BarCode control supports the export to image format functionality. You can save the image of the BarCode and
use it for other purposes, like copy the image to clipboard, assign the image to a picture control or utilize the image in
office productivity applications like Microsoft Office, WordPad etc. The C1BarCode class provides
the Save(System.IO.Stream stream, C1.WPF.BarCode.ImageFormat imgFormat) method that can be used to save
the image of the barcode in image formats such as BMP, PNG and JPEG. The Save method accepts two parameters,
stream, where the barcode will be saved, and imgFormat, which stands for the format of the barcode image.

C#

barCode.Save(stream, (ImageFormat)Enum.Parse(typeof(ImageFormat), fileExtension, 
true));
stream.WriteTo(fstream);
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12 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



BarCodeのカスタマイズ

The Barcode provides the necessary API to customize the appearance of the control. Users can set a definite bar
height and bar direction for this purpose. Let's explore customization in detail.

Set Height of the Bars in the Barcode
To control the height of the bars in the Barcode control, the C1BarCode class provides the BarHeight property. With
this, you can set the height, in inches, of the barcode's bars. However, if the bar height exceeds the height of the
control, this property is ignored.

Set the Direction of Bars in the Barcode
To control the direction of bars in the Barcode control, the C1BarCode class provides the BarDirection property that
sets the directions using the BarCodeDirection enumeration.

There are four types of values for this enumeration:

BarCode Direction values Description

LeftToRight バーコードシンボルを左から右に印刷します（デフォルト）。

RightToLeft バーコードシンボルを右から左に印刷します。

BottomToTop バーコードシンボルを下から上に印刷します。

TopToBottom バーコードシンボルを上から下に印刷します。

Let's see how to set the direction of bars in barcode via code:

XAML

<c1:C1BarCode Name="barCode1" Text="ComponentOne@123" CodeType="Ansi39x" 
BarHeight="110" HorizontalAlignment="Left" Margin="134,217,0,0" 
VerticalAlignment="Top"/>

C#

barCode1.Text = "ComponentOne@123";
barCode1.CodeType = C1.BarCode.CodeType.Ansi39;
// バーコードのバーの高さをインチ単位で設定します。
barCode1.BarHeight = 110;

XAML

<c1:C1BarCode Name="barCode1"  CodeType="Code_128_B" CaptionPosition="Below" 
Text="ComponentOne@123" BarDirection="RightToLeft" HorizontalAlignment="Center" 
Height="38" Margin="0,73,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="530"/>

C#

barCode1.Text = "ComponentOne@123";
barCode1.CodeType = C1.BarCode.CodeType.Code_128_B;
// バーコードシンボルの印刷方向を指定します
barCode1.BarDirection = C1.BarCode.BarCodeDirection.RightToLeft;
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The barcode in its default barcode direction looks like this:

The output of the code snippet with bar direction as RightToLeft looks like this:

Barcode for WPF  

14 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



スタイルと外観

BarCode provides various options to style the appearance of the control, so that you can generate Barcode as per
your requirement and change the look and feel of the application you are creating.

Set ForeGround
You can change the foreground color of the Barcode control by using the Foreground property of the C1BarCode
class.

In the above image, we have created a barcode with dark blue foreground and beige background colors.

You can set the Foreground of the Barcode control using the following code snippet:

Set FontStyle
Barcode lets you customize the overall look of the text or caption, not to just increase its aesthetic value but also
increases its readability. For example, you can make the caption in italics font using the FontStyle property. Further,
you can also set the position of the caption using the CaptionPosition property.

In the snapshot below, the barcode has the caption text in italics and it is positioned above the barcode.

 You can set the fontstyle of the Barcode text and change the caption position using the following code snippet:

XAML

<c1:C1BarCode Name="barCode1" Text="ComponentOne@123" CodeType="Ansi39x" 
Foreground="DarkBlue" Background="beige" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="134,217,0,0" VerticalAlignment="Top"/>

C#

barCode1.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Blue);
barCode1.Background = new SolidColorBrush(Colors.Beige);
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XAML

<c1:C1BarCode Name="barCode1" FontStyle="Italic" Text="ComponentOne@123" 
CaptionPosition="Above" CodeType="Ansi39x" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="134,217,0,0" VerticalAlignment="Top"/>

C#

barCode1.FontStyle = FontStyles.Italic;
barCode1.CaptionPosition = C1.BarCode.BarCodeCaptionPosition.Above;
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