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 はじめに

1 はじめに 

このたびは、｢ImageCreateⅡ｣をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 

ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。 

1.1 ImageCreateⅡの概要 

｢ImageCreateⅡ｣は、Canon カラーカードプリンタで簡単かつ高速に名刺、ハガキ、カー

ドなどを印刷するための専用ソフトです。 

1.2 ユーザーサポートセンターへのお問い合わせ 

本製品の操作中に問題を生じた場合には、下記の要領で弊社ユーザーサポートセンターま

でご連絡ください。 

なお、ユーザーサポートは本製品を正規登録ユーザーの方のみに限らせていただきます。 

1.2.1 お問い合わせの前に以下の事項を確認してください。 

1. ご使用になられているパソコン本体のメーカー名と機種名、キヤノンカラーカー

ドプリンタのプリンタドライバのバージョン 

2. 具体的な症状や疑問点 

1.2.2 お問い合わせは､次の方法でお願いいたします。 

• お客様ご相談窓口 

【お客様相談センター全国共通電話番号】 050-555-90064 

（IP 電話番号をご利用できない場合は、03-5428-1344） 

 

【受付時間】 平日 9:00～12:00、13:00～17:00 

       土、日、祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます。 
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 はじめに

1.3 必要な機器構成 

1.3.1 コンピュータ本体 

次の OS が正常に動作する機種 

日本語 Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000/NT4.0/ME/98/95 

1.3.2 OS 

上記機種で動作が保証されている日本語版 Windows 

1.3.3 ディスプレイ 

上記の機種で使用可能な解像度 800×600 ドット以上、 

256 色以上が表示可能なカラーディスプレイ（ハイカラー以上を推奨） 

1.3.4 ハードディスク 

本製品のインストールに必要な空き容量のあるハードディスク（約 80ＭＢ） 

1.3.5 必要最低メモリ 

お使いの OS が推奨されるメモリ 

1.3.6 対応プリンタ 

キヤノン カラーカードプリンタ 

1.3.7 日本語入力システム 

上記の日本語版 Windows で動作保証されている日本語入力システム 

1.3.8 マウス 

上記機種および上記の日本語版 Windows で動作保証されているマウス 

 

● 本書では、Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000/NT4.0/98/95 を Windows と表

記しています。 
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はじめに 

1.4 本マニュアルについて 

1.4.1 本マニュアルで説明する範囲 

本マニュアルでは、「ImageCreateⅡ」の使用方法について解説します。Windows

に関する説明は、省略させていただきますのでそれぞれのマニュアルでご確認くだ

さい、また本書は、Windows に関する最低限の操作（マウスの操作方法等）や用語

（クリック、ドラッグ等の用語）を習得されている方を対象に解説しています。 

1.4.2 キーの表示方法 

表記 1.↑キーを押します。 

キーボードの矢印キーを押します。 

表記 2.CTRL+Ｂを押します。 

キーボードの CTRL を押しながら Bキーを押します。 

+記号で 2つのキーが表記されている場合は、先に表記されているキーを押しな

がら次のキーを押すことを意味しています。 

表記 3.[OK]ボタンをクリックします。 

画面上に表示されている、[OK]ボタンをマウスの左ボタンでクリックするかキ

ーボードの TAB キーでフォーカスを移動してスペースキーを押します。 

××ボタンと表記されている場合は、画面上のダイアログのボタンを意味しま

す。 

表記 4.<ファイル>-<開く>を実行します。 

メニューバーの<ファイル>をクリックしてプルダウンメニューを出します。続

いて表示されたプルダウンメニューから<開く>をクリックします。 
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