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１．はじめに 

本マニュアルでは、基本的な操作方法のみを説明しています。

さらに詳しい操作方法をご覧になりたい場合は、パッケージに同梱されたユーザーズガイド、

または、インストールされたマニュアル、ヘルプをご覧ください。

マニュアルとヘルプは Windows の「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」→ 「やさ

しく名刺ファイリング PRO v.7.0 」から開くことができます。

（※ 下図は Windows XP での操作画面になります。） 
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２．やさしく名刺ファイリング PRO の起動 

デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、Windows の「スタート」ボタンから「（す

べての）プログラム」→「やさしく名刺ファイリング PRO v.7.0 」→ 「やさしく名刺ファイ

リング v.7.0 」を選択します。

２－１．データベースの作成 

やさしく名刺ファイリング PRO  を起動すると、「起動メニュー」が表示されます。はじめて

利用する場合は「データベースを新規作成する」を選択して「OK」ボタンをクリックします。

※旧バージョンのデータベースを読み込む方法については p12 をご覧ください。

「データベースの新規作成」ダイアログでレコード（名刺データ）を登録するデータベース

を作成します。

「保存する場所」を指定し、「ファイル名」に任意のデータベース名を入力して「保存」ボタ

ンをクリックします。

※ ここでは例として「営業部」と入力しました。

4 



作成されたデータベースがフォルダツリーに表示されます。


データベースを削除する場合は、フォルダツリーでデータベースを右クリックし、

表示メニューから「データベース登録を削除」を選択します。この操作でフォルダ

ツリーへの表示はなくなります。

データベースのデータを完全に削除するには、エクスプローラで削除するデータベ

ースが保存されているフォルダを右クリックし、表示メニューから「削除」を選択

してください。

２－２．スキャナの選択 

※ この操作ははじめてスキャナを使用する前に行います。次回以降は必要ありません。

「名刺認識」メニューから「スキャナ選択」を選択します。

「スキャナドライバの選択」ダイアログで、ご使用のスキ

ャナのドライバを選択して反転表示させ、「OK｣ボタンをク

リックします。

※ 専用スキャナをご使用の場合は、以下のドライバを選

択してください。

小型専用スキャナ →「Q-Scan A8 V1.1」

カラー専用スキャナ→「Media Drive A6 Scanner V1.1 」

連続カラースキャナ→「e.Contact USB」
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３．名刺の読み込み 

名刺をスキャナにセットし、画面左上にある「名刺登録」ボタンをクリックしま

す。

３－１．専用スキャナからの読み込み 

小型専用スキャナ・カラー専用スキャナをはじめて使用するときに、キャリブレーション画

面が表示されます。付属の白い用紙をスキャナにセットし、「OK」ボタンをクリックしてく

ださい。

USB ケーブルの差し口を変更した場合にも、キャリブレーションを行ってください。

また、読み込んだ画像に黒い線が入るなど、読み込んだ画像の品質が悪くなった場合もキャ

リブレーションで改善されることがあります。

※ 付属の白い用紙を紛失した場合、裏の白い名刺でも代用が可能です。

３－２．市販のフラットベッドスキャナからの読み込み 

市販のフラットベッドスキャナを使用する場合、読

み込む面を下に向けて、スキャナの原点位置から名

刺を横に並べてセットしてください。セットが終わ

りましたら解像度を400dpi から600dpi に設定してス

キャンしてください。

※ スキャナの原点位置については、ご利用のスキ

ャナの取り扱い説明書をご覧ください。

※ これより高い解像度や低い解像度では、作業が

正しく行えません。メールアドレスなどの細か

い文字を認識するために 600dpi でのスキャンを

お勧めします。
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４．名刺の登録・修正 

４－１．名刺の登録 

読み込まれた名刺画像は自動で文字認識が行われ、登録されます。

名刺から読み取った文字情報は、レコード情報エリアの所定の項目に振り分けられます。

データベース内のレコードは、フォルダで分類されています。

フォルダの分類項目には「氏名」・「社名」・「グループ」・「日付」

があり、フォルダ表示切り替えメニューから選択します。

「氏名」で分類した場合、フォルダツリーは氏名の読み仮名で

「あ行」～「わ行」、「英字」、「その他」と分類されます。

また、フォルダツリーには分類項目以外のフォルダも表示され

ます。

新の名刺

新のレコード（登録直後のレコード）がある場合に表示

されます。このフォルダは、次回起動時には表示されませ

ん。

選択した名刺

選択中のレコードがある場合に表示されます。このフォルダは次回起動時にも保持され

ます。

ごみ箱

削除したレコードが一時的に保管されます。

検索結果

検索にヒットしたレコードが表示されます。

未登録

未登録画面に移動し、データベースに未登録の画像を表示します。
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英語の名刺を認識する

やさしく名刺ファイリング PRO  では英語名刺の認識が可能です。

※ アメリカ、カナダの名刺に対応しています。アメリカ、カナダ以外の名刺では

データの振り分けが正しく行われません。

英語の名刺を読み込む際は、認識言語を設定してください。

「名刺登録」ボタン右の「▼」をクリックし、表示されるメニューの「認識言語設

定」から「英語」を選択します。ボタンの国旗が星条旗に変わります。日本語の名

刺を登録する際は、「日本語」の設定に戻してください。

誤認識を減らすには…

会社ロゴや画像などが入っている名刺は、ロゴや画像まで文字認識され、その結果

文字の認識に影響を与えてしまうことがあります。

そのような場合、あらかじめ認識させない部分を「認識除外領域」に設定すること

で誤認識を減らすことができます。

① 「名刺登録」ボタン右の「▼」をクリックし、メ

ニューから「スキャナから読み込む」を選択しま

す。

② 「名刺読込」ボタンをクリックし、名刺を読み込

みます。

③ 「名刺画像」ウィンドウのツールバーから「認識

除外領域」ボタンをクリックし、認識したくない

部分をマウスでドラッグして範囲を設定します。

④ 範囲内がグレーになり、文字認識から除外されま

す。連続して複数個所の設定ができます。
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⑤ 設定が終わりましたら、「認識/登録」ボタンをク

リックします。

名刺画像の再認識

名刺画像から誤認識した文字の再認識を行います。

① 「範囲認識」ボタンをクリック

して、再認識する文字を範囲指

定します。

② 選択した範囲がオレンジ色で選

択されます。

③ 枠内で右クリックし、「認識する」からサブメニューで振り分ける項目を選択し

ます。

④ 再認識した結果が選択した項目に直接振り分けられます。


選択した項目に認識結果が

挿入されます。
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４－２．名刺の修正 

登録されたレコードの確認と修正を行います。

やさしく名刺ファイリング PRO  では文字の修正方法として、①キーボードから入力、②候

補文字での修正、③認識全結果からの引用といった方法があります。

☆ 候補文字で修正 

間違っている文字にカーソルを置き、右クリック

します。

カーソルを置いた文字の候補文字リストが表示さ

れます。

一番上の大きな文字は画像データです。

二番目以降の一覧から正しい文字を選択します。

☆ 「認識全結果」から引用 

「認識全結果」タブを開きます。ここには、認識されたすべての文字が表示されます。

正しく認識されているのにレコード情報の項目に振り分けられていない場合、この方法での

修正が簡単です。

① 「認識全結果」タブで貼り付けたい文字列を選択します（文字列が反転します）。

② マウスの左ボタンを押したまま、カーソルを文字の上からタブへ移動し（タブの項目が

表示されます）、貼り付ける項目の上でボタンを放します。

※ 貼り付けたい項目のタブが見えるように表示を調整しておいてください。

修正を終えたレコードはレコード情報の「 」にチェックを入れておきます。

チェックを付けたレコードは表示分類の「確認済みのレコード」、あるいは表示メニュー「確

認レコードの表示」の「確認済みのレコード」で確認できます。
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登録したレコードを削除する

不要になったレコードや重複したレコードなどを削除します。

１レコードのみを削除したい場合

リスト表示エリアで削除したいレコードを右クリックします。表示される右ク

リックメニューより「現在のレコードを削除」を選択します。

複数のレコードを削除する場合

① リスト表示エリアで、［Ctrl]］ キーを押しながら削除するレコードをクリックし

ます（選択されたサムネイルは全体がピンク色の表示になります）。

② 「レコード」メニューから「レコードを削除」を選択します。

③ 確認のダイアログで削除件数を確認し、「OK」ボタンをクリックします。


※ 削除されたレコードは「ごみ箱」フォルダに移動されます。誤って削除した場

合は「ごみ箱」フォルダを選択し、リスト表示エリアのサムネイル上で右クリ

ックして表示メニューから「元に戻す」で戻すことができます。
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付 録 

付録１．名刺ファイリング DB ユーティリティ 

旧バージョンで作成した名刺データのコンバートや、データベースにパスワードを設定する

ユーティリティプログラムです。

① Windows  の「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」→ 「やさしく名刺ファイリン

グ PRO v.7.0 」→「名刺ファイリング DB ユーティリティ」を選択します。

または、プログラム起動時の「起動メニュー」で「旧データベースを変換するために、

名刺ファイリング DB ユーティリティを起動する」を選択し、「OK」ボタンをクリックし

ます。

② 名刺ファイリング DB ユーティリティの起動画面が表示されます。

「選択項目」から操作を選択して「開始」ボタンをクリックしてください。
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☆データベースのコンバート 

旧バージョンで作成された名刺データを、やさしく名刺ファイリング PRO v.7.0 用に変換し

ます。

① 「データベースのコンバート」を選択し、「開始」ボタンをクリックします。

② 「コンバート － 1/3  」ダイアログが表示されます。

「コンバートするデータベース」を設定します。「参照」ボタンをクリックして旧バージ

ョンのデータベースファイル（*.ec3～*.ec6）を選択して「OK」ボタンをクリックしま

す。

③ 「コンバート後のデータベース名」を設定します。「参照」ボタンをクリックして新規に

作成するデータベースファイル名を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

ここでは例として「コンバートするデータベース」に「得意先.ec6」を選択し、「コンバ

ート後のデータベース名」も同じ「得意先」と入力しています（拡張子はやさしく名刺

ファイリング PRO v.7.0 の「ec7 」になります）。

④ また、「敬称の設定」に入力された内容がレコード情報エリアの「その他」タブにある「敬

称」に設定されます。設定が完了しましたら、「開始」ボタンをクリックします。

⑤ 「コンバート － 2/3  」ダイアログが表示されます。

処理が終わりましたら「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑥ 「コンバート － 3/3  」ダイアログが表示されます。

「終了」ボタンをクリックし、名刺ファイリング DB ユーティリティを終了します。

⑦ コンバート後、やさしく名刺ファイリング PRO v.7.0 を起動すると変換されたデータベ

ースが自動でフォルダツリーに登録されます。
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☆データベースのパスワード操作 

データベースにパスワードを設定します。

① 「データベースのパスワード操作」を選択して「開始」ボタンをクリックします。

② 「パスワード操作 － 1/2  」ダイアログが表示されます。

「参照」ボタンをクリックしてパスワードを設定するデータベースを選択します。

③ 「操作」の「新規」にチェックを付けます。

・パスワードを変更したい場合は「変更」にチェックを付けます。

・パスワードを解除したい場合は「削除」にチェックを付けます。

④ パスワードを入力後「適用」ボタンをクリックします。

※ 「変更」、「削除」を選択した場合、「旧パスワード」に現在設定されているパスワー

ドの入力が必要です。

⑤ 「パスワード操作 － 2/2  」ダイアログが表示されます。

「終了」ボタンをクリックし、名刺ファイリング DB ユーティリティを終了します。

⑥ やさしく名刺ファイリング PRO v.7.0 を起動し、パスワードを設定したデータベースを

開こうとすると下図の「パスワード入力」ダイアログが表示されます。

設定したパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。「次回から入力

を省略する」にチェックを付けますと次回以降はダイアログが表示されません。
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☆データベースの最適化 

レコードの追加や削除を繰り返していると、データベースのサイズが大きくなることやパフ

ォーマンスが低下することがあります。

そうした場合に、データベースを 適化することで改善されます。

① 「データベースの 適化」を選択して「開始」ボタンをクリックします。

② 「 適化 － 1/3」ダイアログが表示されます。

「参照」ボタンをクリックして 適化を行うデータベースを選択し、「次へ」ボタンをク

リックします。

③ 「 適化 － 2/3」ダイアログが表示され、 適化が実行されます。

適化が終わりましたら、「次へ」ボタンをクリックしてください。

④ 「 適化 － 3/3」ダイアログが表示され、 適化前・後のファイルサイズと圧縮された

割合（％）が表示されます。

「終了」ボタンをクリックし、名刺ファイリング DB ユーティリティを終了します。
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付録２．名刺データの検索 

①
 「名刺検索」ボタンをクリックし、「検索設定」ダイアログを表示します。

② 検索したい項目に文字を入力して「新規検索」ボタンをクリックします。

検索結果からさらに検索する場合は、「絞込検索」ボタンをクリックしてください。

③ 「詳細設定」ボタンをクリックし、検索項目を拡張することもできます。
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付録３．名刺データの印刷 

① 印刷するレコードを選択します。

複数のレコードを選択する場合は、キーボードの［Ctrl］ キーを押しながらレコードをク

リックするか、または、選択モードを「簡易選択モード」に変更してレコードをクリッ

クします。

選択されたレコードは下図のように赤く表示されます。


※ すべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアから「すべて選択」ボタン

をクリックします。

②
 「印刷」ボタンをクリックします。

③ 「印刷選択」ダイアログで印刷形式やフォントなどの印刷条件を設定し、「印刷」ボタン

をクリックします。

※ 選択した印刷形式によってはフォントのサイズを設定できません。
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☆カスタマイズリスト印刷 

リスト印刷で、すでに用意されている以外の項目を印刷することができます。

① 「タイプ」のリストから「カスタマイズリスト印刷」を選択し、「出力項目編集」ボタン

をクリックします。

② 「カスタマイズ印刷設定」ダイアログが表示されます。

まず、１行目にどの項目を印刷するか「印刷

項目」より選択します。

続いて「位置(mm)」、「印字幅(mm) 」をそれ

ぞれ指定します。

位置 → 用紙の左からの位置

印字幅 → 項目を印刷する幅

※ ２ 項目目以降の「位置」の数値は、前の

項目の「位置＋印字幅」より大きい数値

を入力してください。

③ 各行についても設定が終わりましたら、「OK」ボタンをクリックして「カスタマイズ印刷

設定」ダイアログを閉じます。

④ 印刷前に「プレビュー」ボタンをクリックして、設定内容を確認してください。
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付録４．名刺データのエクスポート 

読み込んだ名刺データを用途に合わせたファイル形式でエクスポートすることができます。

※ エクスポートを行う際には、エクスポートしたいレコードをあらかじめ選択しておきます。

「ツール」メニューの「エクスポート」を開くと、エクスポート可能なファイル形式が表示

されます。

テキストファイル出力

年賀状作成ソフトなど、CSV 形式に対応しているソフトで利用できます。

ContactXML を出力

ContactXML に対応している年賀状作成ソフトなどで利用できます。

名刺ファイリング DB 出力

やさしく名刺ファイリングのデータ形式として出力されます。文字データと画像データ

を書き出します。

vCard を出力

vCard に対応している電子メールソフトで利用できます。

名刺画像のみ

名刺画像のみを書き出します。

電子名刺を出力

電子名刺形式のファイル（*.ibc）を出力します。出力したファイルは Microsoft Office 

InterConnect 2004 で利用できます。
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☆ 他のアプリケーションでデータを利用する 

テキストファイル（CSV 形式） に対応している年賀状ソフトやメールソフトなどでデータを

利用する方法を説明します。

① レコードを選択し、「ツール」メニューの「エクスポート」から「テキストファイル出力」

を選択します。

※ すべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアで「すべて選択」ボタンをク

リックします。

② 「エクスポート」ダイアログが表示されます。


③ 「フィールド、書き出し順の設定」で利用するアプリケーションを選択します。

このとき、「書き出し設定項目一覧」は変更しないでください。

※ 「やさしく名刺ファイリング」を選択すると、やさしく名刺ファイリング PRO  で管

理している文字データをすべて書き出すことができます。

※ 利用するアプリケーションがない場合、「やさしく名刺ファイリング」を選択して、

以下のように操作してください。

1. 	 「全て削除」ボタンをクリックして「書き出し設定項目一覧」を空にします。

2. 	 書き出す項目を「やさしく名刺ファイリングの項目一覧」で選択し、「追加」ボタ

ンをクリックします。
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3. 	 必要な項目の追加が終わったら、現在の設定に名前を付けます。

「フィールド、書き出し順の設定」欄に任意の名前を入力し、「登録」ボタンをク

リックします。次回からは登録した名前を選択するだけで利用できます。

※ 利用するアプリケーションで必要とする項目と並び順は、そのアプリケーショ

ンで CSV 形式に書き出すなどして、あらかじめ調べておきましょう。

④ 「ファイルに出力」ボタンをクリックします。「名前を付けて保存」ダイアログが表示さ

れます。

「保存する場所」：よく利用するわかりやすい場所に変更します。


「ファイル名」 ：わかりやすい名前を入力します。


⑤ 「保存する場所」、「ファイル名」を設定し、「保存」ボタンをクリックしてください。

CSV ファイルが保存されます。

※	 CSV  ファイルは、Excel で開くことができ、Excel ファイルと同様に編集が可能です。

⑥ データを利用するアプリケーションを起動し、保存した CSV ファイルを読み込む操作を

行ってください。

※ アプリケーションに CSV ファイルを読み込む方法については、各アプリケーション

の取り扱い説明書をご確認ください。
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付録５．データベースの結合 

現在作成中のデータベースを他のデータベースに結合することができます。

① 現在開いているデータベースから別のデータベースに結合させたいレコードを選択しま

す。

※ すべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアで「すべて選択」ボタンを

クリックします。

② 「ツール」メニューから「データベース結合」を選択します。


③ ダイアログで結合先のデータベース（*.ec7） を選択し、「保存｣ボタンをクリックします。

データがコピーして追加されます。

※ ここでは「名刺 001.ec7 」というデータベースに選択したデータが追加されます。

※ エクスポート元のレコードはそのまま残っていますので、レコードの削除やデータベ

ースファイルの削除など必要に応じて作業を行ってください。
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付録６．データベースのバックアップ 

やさしく名刺ファイリング PRO  ではデータベースのバックアップ機能を持っています。

① 「ファイル」メニューの「バックアップ」からバックアップ対象を指定します。

「全レコード」は現在開いているデータベースのすべてのレコードを、「指定レコード」

は現在選択されているレコードをバックアップします。

② ダイアログで「保存する場所」、「ファイル名」を設定し、「保存」ボタンをクリックしま

す。

「保存する場所」：よく利用するわかりやすい場所に変更します。

※ CD  や DVD に直接保存することはできません。


「ファイル名」 ：わかりやすい名前を入力します。


※ ここでは例として「名刺データ」と入力しています。

③ 保存先にバックアップファイルが作成されます。

④ バックアップファイルを復元する場合は、「ファイル」メニューから「復元」を選択しま

す。

※ 復元を行うと、現在開いているデータベースに上書きされます。データベースを上書

きしてしまうと、元に戻すことができませんので、復元する前に空のデータベースを

新規に作成して、復元を行ってください。
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