
Ver リリース 内　　容

4.1.0.0 2021年5月 [全般]
・Visual Studio 2019 に対応した。

4.0.4.0 2020年6月 [全般]
・PDF ライブラリの差し替えをした。

[PDF コピー]※有償オプション
・チェック機能を追加した。

4.0.3.0 2020年1月 [XLS 変換オプション]
・Excel ファイルの変換処理を改善した。

4.0.2.0 2019年8月 [全般]
・PDF ライブラリの差し替えをした。

4.0.1.0 2019年5月 [XLS 変換オプション]
・Excel ファイルの変換処理を改善した。

4.0.0.0 2019年3月 [全般]
・Visual Studio 2013 に対応した。
・Word ファイルの変換処理を改善した。
・TIFF ファイルの変換処理を改善した。
・Excel ファイルの変換処理を改善した。
・PowerPoint ファイルの変換処理を改善した。

3.6.4.0 2018年3月 [PDFコピー]※有償オプション
・チェック機能を追加した。

[PPT 変換オプション]
・特定のファイルの変換結果を改善した。

3.6.0.0 2017年4月 [変換]
・イメージ変換処理の用紙判定を改善した。

3.5.0.0 2017年1月 [全般]
・マクロ付き Office ファイルの変換処理を改善した。

3.4.0.0 2016年5月 [全般]
・doc、docx ファイルを Word の機能で PDF に出力するコマンドを追加した。
・xls、xlsx ファイルを Excel の機能で PDF に出力するコマンドを追加した。
・Excel ファイルの変換処理を改善した。

3.3.1.0 2015年12月 [全般]
・PowerPoint ファイルの変換処理を改善した。

3.3.0.0 2015年9月 [変換]
・エラーコード808:エクセル一括変換エラーを追加した。

[XLS 変換オプション]
・全てのシートを一度に印刷して変換する機能を追加した。

[DOC 変換オプション]
・改ページを更新してから変換を追加

3.2.0.0 2015年6月 [XLS 変換オプション]
・選択シートのみを印刷する機能を追加した。

3.1.1.0 2015年5月 [全般]
・ppt、pptx ファイルを PowerPoint の機能で PDF に出力する際、用紙サイズ設定を可能にした。
・エラーメッセージ詳細表示機能を追加した。
・ログメッセージ詳細表示機能を追加した。

3.1.0.0 2015年4月 [全般]
・PDF/A(1B) ファイルの変換に対応した。
・PDF ファイルの形式バージョンの指定に対応した。
・OCR 機能を削除した。
・AES 128bit セキュリティ付与機能を追加した。

3.0.1.0 2015年4月 [全般]
・一太郎ファイルの変換処理を改善した。
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3.0.0.0 2014年7月 [全般]
・内部コードを UNICODE で扱うようにした。
・スタンプの追記処理を改善した。
・Windows 8 (以降)における、設定画面の表示を改善した。
・Office 2013 における変換処理を改善した。
・.NET Framework 3.5を不要にした。
・ppt、pptx ファイルを PowerPoint の機能で PDF に出力するコマンドを追加した。

[DOC 変換オプション]
・見出しからしおりの作成時において、ワードの特殊文字の出力に対応した。
・特定のファイルの変換結果を改善した。

2.7.0.0 2013年11月 [全般]
・PDF コンバータ XP 側に不具合がある場合にエラーを出力させるようにした。

[環境設定]
・拡張子別設定に、ファイル内のコンテンツの有無をチェックする機能を追加した。

[XLS 変換オプション]
・古いバージョンで作成されたファイル等へのページ設定操作に対応した。

[DOC 変換オプション]
・リンク/しおりの作成機能を改善した。

2.6.0.0 2013年9月 [全般]
・32bit 版インストーラを MSI 形式に変更した。
・Office ファイルの変換結果の精度を向上させた。

[DOC 変換オプション]
・解像度を指定する機能を追加した。

[PDFコピー]※有償オプション
・XFA フォーム使用ファイルチェック機能を追加した。

2.4.0.0 2013年3月 [全般]※有償オプション
・PDF ファイルチェックオプションにて、128bit AES 暗号化ファイルの読込みに対応した。

[DOC 変換オプション]
・Word アプリケーション終了時の処理を改善した。

2.3.4.0 2012年7月 [全般]※有償オプション
・PDF ファイルチェックオプションを改善した。

[XLS 変換オプション]
・「シート毎の重複した情報を統合」の初期設定をオフに変更した。

2.3.3.0 2012年3月 [変換]
・Office 2007 以上で、Word の変更履歴の ON/OFF に対応した。

[DOC 変換オプション]
・変更履歴表示を追加した。
・ハイパーリンク設定を指定時の 128bit のセキュリティの処理を改善した。

[XLS 変換オプション]
・シート毎の重複した情報を統合する機能を追加した。

2.3.2.0 2011年7月 [全般]
・パワーポイント及び、エクセル用のエラーコードを追加した。

[環境設定]
・ppt、pptx の設定にダイアログ設定を追加した。

2.3.1.0 2011年1月 [全般]
・temp ファイルの保存パスを変更した。

[環境設定]
・基本設定に一時ファイルを削除しない設定を追加した。
・基本設定に一時ファイルがクリアできない場合の待ち秒数の設定を追加した。
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2.3.0.0 2010年10月 [変換]※有償オプション
・Word ファイルのみハイパーリンクやしおりを変換できる機能を追加した。

[環境設定]
・アプリケーションのダイアログ制御を改善した。

[イメージファイル変換オプション]
・フルカラーのイメージファイルを変換する際、 JPEG の画像品質を設定できる機能を追加した。

2.2.5.2 2010年10月 [全般]
・ファイルパスの問題を改善した。

2.2.4.0 2010年8月 [変換]
・一部のカラー TIFF ファイルに対応した。

[XLS 変換オプション]
・非表示のシートの変換を選択できる機能を追加した。

2.2.3.0 2010年2月 [全般]※有償オプション
・PDF ファイルチェックオプションを改善した。

2.2.2.0 2009年12月 [変換]
・Excel ファイルのヘッダー、フッター変換を改善した。

2.2.0.0 2009年8月 [全般]
・エラー出力機能、ログ出力機能の強化を実施した。

2.1.1.0 2009年4月 [変換]
・拡張子のないファイルを変換した際のエラー出力に対応した。

2.1.0.0 2009年3月 [変換]
・Excel ファイルのエラーメッセージを改善した。

[XLS 変換オプション]
・解像度設定を変更した。

[イメージファイル変換オプション]
・初期設定値を追加した。

2.0.1.0 2009年1月 [環境設定]
・変換オプションの初期値を改善した。

2.0.0.0 2008年10月 [全般]
・ウィルスチェック用の対策（ファイルアクセス）をした。

[イメージファイル変換オプション]
・イメージ変換時のページサイズ指定を改善した。

1.8.0.0 2008年7月 [全般]※有償オプション
・PDF ファイルチェックオプションを追加した。

1.7.0.0 2007年8月 [全般]
・変換前タイムアウト機能（一定時間変換処理が終了しない場合に強制終了させる）に、
　"0"を指定するとタイムアウトしない設定を追加した。
・拡張子別設定画面にプリント応答タイムアウト（PDF コンバータ XP 用）の設定を追加した。

[プログラミングインターフェース]
・マルチスレッドによる並列変換機能を追加した。　※有償オプション
・変換の履歴をログファイルに記録する機能を追加した。

1.6.2.0 2006年12月 [変換]
・グラフシートを含む Excel ファイルの変換に対応した。
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