LabelianⅡ バージョン履歴
1.7.3.2 (2018 年 12 月 26 日リリース)
【機能追加内容】
・HASP ドライバを Ver.7.81 に更新しました。
【不具合修正内容】
・ワンタッチ発行時に「ラベル発行用データの作成に失敗しました。」のエラーが発生する問題を対策しました。

1.7.3.1 (2017 年 7 月 5 日リリース)
【機能追加内容】
・HASP ドライバを Ver.7.55 に更新しました。
【不具合修正内容】
・「領域のサイズに合わせる」を行うと実行時エラーが発生する問題を対策しました。
・ラベル発行時に「メモリが不足しています」のエラーが発生する問題を対策しました。
・マスタメンテナンスでプリセット番号が 10 桁以上のファイル取り込みができない問題を対策しました。
・マスタメンテナンスの取り出し機能で出力先ファイルの１行目にタイトルを含めると１行目に不正なダブルクォーテーション
が付加される問題を対策しました。
・マスタメンテナンスの選択テーブルで外部ファイルのデータ取り込みが正しくできない問題を対策しました。
・発行端末モード「日付と時間の設定」画面でカレンダーの一部の日付が正しく指定できない問題を対策しました。

1.7.3.0 (2017 年 3 月 24 日リリース)
【機能追加内容】
・環境設定に発行完了時のメッセージを非表示にするオプションを追加しました。
・HASP ドライバを Ver.7.53 に更新しました。
【不具合修正内容】
・マスタメンテナンスの取り込み機能でテキスト区切り記号に「””（ダブルクォーテーション）」を指定していても、CSV デー
タのカンマでデータが区切られてしまう問題を修正しました。
・発行端末モードで発行履歴「100 日」が設定できる問題を修正しました。
・「ラベル発行後、入力したデータをクリアせずに残す」有効時、発行後のカウンタの値が更新されない場合がある問題を
修正しました。
・バックアップ・リストア操作時、メモリ不足エラーが発生する現象を対策しました。

1.7.2.0 (2016 年 7 月 6 日リリース)
【機能追加内容】
・HASP ドライバを Ver.7.41 に更新しました。

1.7.1.9 (2016 年 4 月) ※製品 CD 未生産
【機能追加内容】
・旧 Labelian との互換を改善しました（縦書きの「℃」「℡」に対応）
※なお、「℃」「℡」を含む縦書きの利用時は、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
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・「斜体」は利用しないでください。
・文字の縦方向は「上寄せ」、横方向は「左寄せ」または「右寄せ」を利用してください。

1.7.1.0 (2015 年 9 月 10 日リリース)
【機能追加内容】
・Windows 10 に対応しました。
※デスクトップアプリケーションとして動作します。
※64 ビット版では WOW64 (Windows On Windows 64) として動作します。
※LabelianⅡをインストールする場合には「.NET Framework 3.5」をインストールする必要があります。
・CL4NX-J シリーズに対応しました。
・データの保存／復元のコマンドライン指定に対応しました。
・HASP ドライバを Ver.7.40（Windows 10 対応版）に更新しました。
【不具合修正内容】
・Labelian で作成したデータを復元する際、ワンタッチ発行画面のワンタッチキーの発行枚数がゼロまたは未設定の場合
ワンタッチキーの設定が解除される不具合を修正しました。
・データの復元でワンタッチ発行画面の復元中にメモリエラーが発生する件について使用メモリ軽減策を追加しました。
・データの保存時、保存先に指定するフォルダのセキュリティ設定で読み取りまたは書き込みを不許可にしている場合、実
行時エラーが発生して画面を操作できなくなる不具合を修正しました。
・各種発行画面で表示される入力エリアのマウスでの操作性を改善しました。
・ワンタッチ発行画面で表示される保存確認メッセージのタイトルを修正しました。
・発行端末モードのメニュー画面から各種発行処理を選択したときの HASP 接続確認メッセージ、アクセスキー入力画
面の表示順序を通常モードと統一しました。
・発行端末モードでマスタメンテナンス、予約発行のショートカットを起動すると画面表示が不正になる不具合を修正しま
した。
・発行端末モードで各種発行処理をショートカットから起動した場合、アクセスキー有無に関わらず入力画面を表示しな
いよう修正しました。

1.7.0.2 (2015 年 5 月 20 日リリース)
【機能追加内容】
・LABELIANⅡ操作マニュアルのショートカットをスタートメニューに追加しました。
・プリセット発行、レイアウト優先発行等の発行ボタンを発行端末モードのボタン表示に統一しました。
【不具合修正内容】
・LAN 経由＋2 台接続での発行時、不定期に実行時エラーが発生する現象を対策しました。
・データの復元を行ったマスタテーブルのプリセットフィールドを編集すると、保存時に実行時エラーが発生し保存できない
不具合を修正しました。
・発行端末モードのデータの復元処理を見直し、一部メッセージを廃止しました。
・ディスプレイの文字サイズを「小」以外に設定している場合に、レイアウト設計画面を開くと実行時エラーが発生する不具
合を修正しました（Windows 7 ではディスプレイの文字サイズは「小」での運用をお願いします）。
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Ver.1.7.0.0 (2015 年 2 月 6 日リリース)
【機能追加内容】
・発行端末モードに対応しました。
※タブレットで利用時、ひらがなや漢字が含まれるデータを編集して発行する運用には適しません。
※画面解像度はタスクバーを除いたエリアが 1024x768 以上必要です。
（解像度に満たない場合、画面の一部が欠けてしまう可能性があります）
※タブレットで利用時、実データで事前に動作検証を行ってください。
（処理能力の低い Atom CPU 等では、データ量によっては動作が遅くなる可能性があります）
・各種ラベル発行画面にて、発行ボタンを押してから発行処理完了メッセージが表示されるまでの処理速度を
改善しました。
【不具合修正内容】
・HASP が正常に認識されている状態でメニューを一定時間表示したままにすると、「HASP Error!!! (ErrCode=4)」
が表示され、HASP が認識されなくなることがある不具合を修正しました。
・TASSHA の発行画面が含まれる旧 Labelian データを復元した場合、復元後にバックアップ・リストア画面を開くと実行
時エラーとなる不具合を修正しました。
・マスタメンテナンスでプリセットデータの文字列末尾に下線設定を行っていると、レイアウトのプレビュー表示時に実行時エ
ラーとなる不具合を修正しました。
・ワンタッチ発行画面を切り替えたときに、一度開いた発行画面を再選択すると二重オープンエラーが表示される不具合
を修正しました。
・印刷方法が「LAN 経由」のとき、一部のプリンタ機種でプリンタ状態が「編集中」のままとなり発行に進まなくなる不具合
を改善しました。
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Ver.1.6.3.0 (2014 年 6 月 16 日リリース)
【機能追加内容】
・Windows 8.1 に対応しました。
※デスクトップアプリケーションとして動作します。
※64 ビット版では WOW64 (Windows On Windows 64) として動作します。
※LabelianⅡをインストールする場合には「.NET Framework 3.5」をインストールする必要があります。
・レイアウト設計時の矢印キーによるオブジェクトの移動速度を改善しました。
[例] LabelianⅡ同梱サンプルレイアウトの全オブジェクトを矢印キーで 100mm 移動した場合
Ver.1.6.3.0

：約 10 秒

Ver.1.5.0.0

：約 30 秒

※すべての環境での効果を保証するものではございません。
【仕様変更】
Ver.1.6.3.0 より白黒反転を指定したオブジェクトを未入力で発行した場合の印字動作を変更しました。

LabelianⅡバージョン

入力時 [印字例]

未入力時[印字例]

1.0.0.0～1.5.0.0

反転印字する [ あいうえお ]

反転印字する

[

]

1.6.3.0～

反転印字する [ あいうえお ]

反転印字しない [

]

【不具合修正内容】
・フォントサイズに 1pt、縦倍率や横倍率に 2 倍以上を指定したオブジェクトの文字間が不正に広がる不具合を
修正しました。
・各種ラベル発行画面のマスタテーブルまたは選択テーブルのプリセット入力欄にて［Enter］キー確定しても、
［発行］ボタン押下時にプリセットの入力値エラーが表示されることがある不具合を修正しました。
・予約発行機能にてカット有り（印刷終了後）に設定したレイアウトを複数アイテム発行した場合にアイテム間で
カットされる不具合を修正しました。
・レイアウトのカット指定枚数が 100 枚までしか指定出来ない不具合を修正しました。
・特定の OA プリンタにてマスタデータの帳票出力に失敗する不具合を修正しました。
・旧 Labelian のデータを復元するときにマスタ件数やレイアウト件数が非常に多いとデータの復元処理に失敗する
不具合を修正しました。
・ラベルやデータオブジェクトにサロゲートペア文字が含まれていた場合に文字化けする不具合を修正しました。
・レイアウトのオブジェクト一覧が非表示状態でオブジェクトの移動やサイズ変更を行うと例外エラーが発生する不具合を
修正しました。
・レイアウト作成時にバーコードオブジェクトが最背面に設定出来ない不具合を修正しました。
・レイアウト作成時にオブジェクトをカット＆ペーストするとレイアウト保存時に例外エラーが発生する不具合を修正しまし
た。
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Ver.1.5.0.0 (2013 年 9 月 13 日リリース)
【機能追加内容】
・Windows 8 に対応しました。
※デスクトップアプリケーションとして動作します。
※64 ビット版では WOW64 (Windows On Windows 64) として動作します。
※LabelianⅡをインストールする場合には「.NET Framework 3.5」をインストールする必要があります。
・SG400R-ex シリーズ、L’espritV-ex シリーズに対応しました。
・レイアウト設計時のオブジェクト一覧画面の操作性を改善しました。
・テーブル設計画面で、プリセットフィールドの削除と再設定が出来るよう改善しました。
・レイアウト設計画面で、グラフィックオブジェクト貼付時のグラフィック比率の設定のデフォルトを［固定］に変更しまし
た。
【不具合修正内容】
・レイアウト設計画面の印刷オプション画面で、印字濃度にフォーカスのある状態で［×］ボタンを押すとエラーと
なる不具合を修正しました。
・レイアウト設計画面で 2 面取りレイアウトを作成する際、面取りの枠線が、表示倍率の設定値によらず表示倍
率 100%の状態で表示される不具合を修正を修正しました。
・旧 Labelian で作成したレイアウトファイルを復元する際、印刷オプションの設定によってエラーとなって復元できない場
合がある不具合を修正しました。
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Ver.1.4.1.0 (2013 年 3 月 15 日リリース)
【機能追加内容】
・旧 Labelian との互換性を改善しました。
旧 Labelian データ復元時のレイアウト調整機能として印字位置の調整機能に対応
バーコード解説文字（プリンタフォント）のサイズを TrueType フォントの近似値サイズに変更するよう改善
レイアウト設計画面のメニューバーに文字間と行間ピッチの設定を追加
発行画面の発行中止ボタンクリック時に出力先ドライバ及びプリンタバッファをクリアするよう対応
発行中画面に停止ボタンを追加し、出力先ドライバ及びプリンタバッファをクリアするよう対応
・マスタテーブルやレイアウト一覧などの表示速度を改善しました。
【不具合修正内容】
・レイアウトのプレビュー表示でメモリが正常開放されない不具合を修正しました。
・文字間ピッチや印字位置が正しく印字されない不具合を修正しました。
・Ver.1.3.0.0 にてマスタデータで設定した下線が印字されない不具合を修正しました。
・カウンタが含まれた旧 Labelian データ復元時にエラーが発生する不具合を修正しました。
・90°/180°回転と自動サイズを設定した印字項目の印字位置がズレる不具合を修正しました。
・0°/270°回転を設定した JAN コードの印字位置がズレる不具合を修正しました。
・プリセットデータにマスタテーブルで定義した桁数以上のデータが含まれていた場合に、発行時に警告メッセージを
表示して不正なラベルが発行出来ないよう修正しました。

【注意事項】
LabelianⅡの下位バージョンから Ver.1.4.1.0 以降にバージョンアップした場合、
描画ロジック修正の影響で文字間ピッチや印字位置の誤差が発生する為、レイアウトの調整が必要になります。
バージョンアップを行う際は十分にご注意ください。

Ver.1.3.1.0 (2012 年 12 月 28 日リリース)
【機能追加内容】
・起動時にユーザーアカウント制御の画面が表示されないように変更しました。 これによりパソコンのアカウントが
標準ユーザー権限アカウントでの運用に対応可能になりました。
【注意事項】
・標準ユーザアカウントで LableianⅡをご利用頂く際には、LabelianⅡで使用するプリンタドライバに対して
「アクセス許可」の設定を変更いただく必要があります。
設定方法は LabelianⅡ操作マニュアル p.12、p.13 をご参照ください。
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Ver.1.3.0.0 (2012 年 5 月 31 日リリース)
【機能追加内容】
・プリンタ 2 台発行機能に対応しました。
【不具合修正内容】
・ラベルオブジェクト、データオブジェクトを縦倍・横倍、サイズ自動、回転の設定を併用した際に、プレビューと
印字結果が異なる点を修正。
・ワンタッチ発行画面設計とワンタッチ発行にて、［マスタテーブル指定］画面でマスタを選択、または
［ワンタッチ発行画面選択］でワンタッチ発行画面を選択したときに、プログラムを終了するとエラーが発生する
場合がある不具合を修正。

Ver.1.2.0.0 (2012 年 4 月 3 日リリース)
【主な機能追加内容】
・Windows 7 64bit 対応
・キーボードの矢印キーでオブジェクトの移動・サイズ変更ができる機能を追加。
（移動：矢印キー、サイズ変更：Shift＋矢印キー）
・レイアウト設計画面上のオブジェクトを選択しやすいように、罫線や図形を選択するエリアを調整。
【主な不具合修正内容】
・特別フィールド設計で、チェックデジットを付加しない NW7, CODE39, ITF2of5 フィールドが作成できない
不具合を修正。
・使用プリンタ L'esprit T/R412v の場合、バーコードの最小エレメント幅の最小値を 4 ドットから 2 ドットに修正。
・テーブル設計で CODE128 を作成する際、特別フィールドでの保存時にコードセットが保存されず、
CODE128 が不正な設定で保存されてしまう不具合を修正。
・テーブル設定で QR コードを作成する際、リンクフィールドに「固定」を指定すると桁数でエラーが発生する場合が
ある不具合を修正。
・各種ラベル発行で、別途表現・マスタのパス・レイアウト名・プリンタ名 のいずれかにコンマ(,)を含んでいる場合、
［発行］ボタン押下でエラーとなる不具合を修正。
その他の機能追加・不具合修正に関しては製品マニュアルの改版履歴を参照ください。
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Ver.1.1.3.0 (2011 年 9 月 1 日リリース)
【主な機能追加内容】
・旧 Labelian で作成したレイアウトを復元した際のコンバート精度の向上のために、文字間・行間ピッチを変換する
ように対応。
・ラベルレイアウトで、罫線の位置の値を直接入力指定できるように対応。
・マスタメンテナンスで、データの取出し・取込みの際に Unicode 形式（UTF-8）を選択できるように対応。
・バックアップ・リストア機能に対応
【主な不具合修正内容】
・マスタメンテナンスで、データ一覧表示速度の改善。（例：1000 件 20 秒 → 5 秒に短縮）
・ラベルレイアウトを 2 面取りした際に、用紙サイズの不整合を修正。
・文字や罫線の境界が不鮮明になる不具合を修正。
・ショートカット機能でデータを取り込んだ際に文字コードが「UTF-8」で取り込んでしまう点を修正。
・旧 Labelian で作成したデータを復元すると、２件目以降のワンタッチ発行画面名が「ConvOldData」になる
点を修正。
その他の機能追加・不具合修正に関しては製品マニュアルの改版履歴を参照ください。
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