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関連ドキュメント
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関連ドキュメント 

QuarkXPressの使用方法についてのさらなる詳細は、以下に記載されている、その他の

QuarkXPressドキュメントや資料を参照してください。  

ドキュメント名／

アイテム名
説明 入手できる場所

QuarkXPressガイ

ド

QuarkXPressのエンドユーザー向けに

作成されているガイドです。このガイ

ドを使用して簡単に必要な情報を調べ

ながら、作業を進めてください。

  

  

  

https://www.quark.com/Support/Docume

ntation 

  

  

 

https://www.quark.com/Support/Documentation
https://www.quark.com/Support/Documentation


システム要件
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システム要件 

システム要件：Mac OS 

ソフトウェア 

Mac OS® 10.14.6（Mojave）、Mac OS® 10.15.7（Catalina）およびMac OS® •

11.x（Big Sur）。 

ハードウェア  

デュアルコア以上のCPU •

 QuarkXPress •

インストールに必要なハードディスク空き容量 3GB •

パフォーマンス向上のため、複雑な（グラフィックを多用する）作業または長いドキュ

メントを扱う場合は、より高性能なハードウェアを使用し、QuarkXPress　

QuarkCopyDesk用に4GBを超えるRAMを用意することをお勧めします。 。 

その他 

アクティブ化のためのインターネット接続 •

システム要件：Windows 

ソフトウェア 

2014年4月の更新プログラムのロールアップ（KB2919355）および2014年3月のサ•

ービススタックの更新（KB2919442）が適用されたWindows® 8.1（64ビット）、

Windows® 10バージョン20H2（64ビット）またはそれ以降 

Microsoft .NET Framework 4.0またはそれ以降 •

Windows 8.xでは、Universal C Runtimeのアップデートが必要です。詳細は、次のリ

ンクを参照してください。support.microsoft.com/en-in/kb/2999226 

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226


システム要件

ハードウェア 

デュアルコア以上のCPU •

 QuarkXPress •

インストールに必要なハードディスク空き容量 3GB •

パフォーマンス向上のため、複雑な（グラフィックを多用する）作業または長いドキュ

メントを扱う場合は、より高性能なハードウェアを使用し、QuarkXPress　

QuarkCopyDesk用に4GBを超えるRAMを用意することをお勧めします 。 

その他 

アクティブ化のためのインターネット接続•

QUARKXPRESS 2021入門 | 3



インストール：MAC　OS
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インストール：Mac　OS 

 QuarkXPress： 

ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染1.

が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィル

ス検出ソフトウェアを無効にしてください。 

インストーラの.dmgファイルをダブルクリックします。QuarkXPress 2.

QuarkCopyDesk “Applications”フォルダまたは任意のディレクトリへドラッグし

ます。



インストール：WINDOWS
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インストール：Windows 

 QuarkXPress： 

ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染1.

が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィル

ス検出ソフトウェアを無効にしてください。 

インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。 2.

サイレントインストールの実行 

サイレントインストール機能により、ステップバイステップの指示に従って操作しなく

ても、ネットワーク上の場所から QuarkXPress をコンピュータにインストールできま

す。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合

に便利です。 

サイレントインストールの準備：Windows 

Windowsユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにする

には、管理者は下記の変更を行う必要があります。 

インストーラのローカルコピーを使用して、 QuarkXPress をローカルハードディス1.

クにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフ

ォルダに “setup.xml” ファイルが作成されます。 

テキストエディタで”silent.bat”ファイルを開き、 “setup.xml” ファイルのパスが2.

以下のように最初の行にあることを確認します。 

"[network path of setup.exe file] /s /v"/qn ALLUSERS=1" 

"[network path of vcredist_x64.exe file]" /q 

QuarkXPress QuarkCopyDeskのインストールを許可されたユーザーと、インスト3.

ーラおよび “setup.xml” ファイルが入っているフォルダを 共有します。 

サイレントインストールの実行：Windows 

Windowsでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に

従ってください。 

 “setup.xml”、 “silent.bat”ファイルが入っている共有フォルダに移動します。 1.

“silent.bat”ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。 2.



インストール：WINDOWS

インストール後のファイルの追加：Windows 

インストール後にファイルを追加するには、下記の手順に従ってください。 

“setup.exe”アイコンをダブルクリックします。 1.

 設定 ダイアログボックスが表示されます。 

「次へ」を クリックします。 2.

 プログラムのメンテナンス 画面が表示されます。 

変更を クリックして インストールするファイルを選択します。新しいファイル•

をインストールするか、すでにインストール済みのファイルを削除できます。 

修復を クリックして インストール済みファイルに関連した小さな問題を訂正し•

ます。このオプションは、ファイル、ショートカット、またはレジストリエン

トリが不足したり壊れたりした場合に使用してください。 

「次へ」を クリックします。 3.

前のダイアログボックスで 変更を クリックした場合、 カスタムセットアップ •

画面が表示されます。適切な変更をし、 次へをクリックします。 プログラムを

変更する準備ができました 画面が表示されます。 

前のダイアログボックスで 修復 をクリックした場合、 プログラムを変更する•

準備ができました 画面が表示されます。 

インストールを クリックします。 4.

プロセスが完了したことを示すメッセージが表示されたら、 完了 をクリックしま5.

す。
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XTENSIONSモジュールのインストール
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XTensionsモジュールのインストー
ル 

QuarkXPress には、デフォルトのXTensionsモジュールのセットが同梱されています。

また、Quarkまたはサードパーティによって開発されたその他のXTensionsソフトウェ

アをインストールすることもできます。 

ほとんどのXTensionsには2つの要素があり、1つはXTensionsモジュールの機能用のフ

ァイル、もう1つはユーザーインターフェイス用のファイルです。ユーザーインターフ

ェイスのモジュールの名前は、通常は最後に「UI」が付きます。ユーザーインターフェイ

スのないXTensionsモジュールには、UIファイルは必要ありません。 

Mac　OS 

QuarkXPress 2021はMac　OS用の「アプリバンドル」としてリリースされています。

これを可能にするため、デフォルトXTensionsを含めたすべてのサポート用のフォルダ

は、内蔵されているアプリバンドル内に移動されました。 QuarkXPress 2021は、次の2

つの場所から、サードパーティXTensionsを読み込みます。 

~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2021/XTensions •

/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2021/XTensions •

XTensionsがメインライブラリパスに置かれている場合、すべてのユーザーがそのMac

上でXTensionsを利用できます。ユーザーのライブラリパスに置かれている場合、その

ユーザーのみがXTensionsを利用できます。同じXTensionsがこれらの両方の場所に存

在する場合、ユーザーのライブラリの場所に存在する方が優先されます。 

QuarkXPress QuarkCopyDesk 2019 2020で読み込むには、いずれかのフォルダに

XTensionsを置く必要があります。 QuarkXPressがQuarkXPressを読み込みます。

QuarkXPress QuarkCopyDeskアプリバンドルに変更を加えてはいけません。  新しくイ

ンストールされたXTensionsモジュールは、次回の起動時に読み込まれます。 

使用停止になったXTensionsは、次のファイルに記録されます。 

~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 

2021/XTSettings.plist 



XTENSIONSモジュールのインストール

Windows 

XTensionsモジュールをWindowsにインストールするには、 アプリケーションフォルダ

内のXTensionsフォルダに モジュールを配置します。新しくインストールされた

XTensionsモジュールは、次回の起動時に読み込まれます。
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アクティブ化
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アクティブ化 

  

QuarkXPress®をインストールした後、ソフトウェアをアクティブ化する必要がありま

す。アクティブ化は、QuarkXPressが無効化されるまで、インストールされたコンピュ

ーター上でQuarkXPressが無期限に実行されることを許可するプロセスです。  

  

インストール後にQuarkXPressアプリケーションを起動すると、QuarkXPressアクティ

ブ化ダイアログボックスが表示されます。QuarkXPressアクティブ化ダイアログボック

スで、製品コンフィギュレーションを選択できます。 無料試用版、 QuarkXPress 

Business、 QuarkXPress。  

  

無料試用版 

 無料試用版 を選択した場合は、バリデーションコードの入力やログオンが不要です。

続けるをクリックして続行します。 

 

無料試用版 

QuarkXPressを7日間、無料で使用できますが、保存、印刷、書き出しなどの一部の機

能に制限があります。アプリケーションを起動すると、試用版用の画面が表示され、無



アクティブ化

料で試用できる残りの日数が示されます。無料試用版で保存、印刷、書き出し機能を使

用しようとする場合、機能を解除アラートが表示されます。 

 

QuarkXPressをアクティブにして、無料試用版で制限されている機能のロックを解除し

ます 

  アラートのQuarkXPressアクティブ化オプションを選択すると、QuarkXPressアクテ

ィブ化ダイアログボックスが表示されます。または Windowsの場合はヘルプメニュー

、Macの場合はQuarkXPressメニューからQuarkXPressのアクティブ化を選択するこ

ともできます。   QuarkXPress  オプション＞QuarkXPress / QuarkXPress Businessライ

センスが無効化されている場合、アプリケーションは無料試用モードになります。機能

の制限の詳細については「無料試用モード」を参照してください。 

QuarkXPress Business 

QuarkXPress Businessユーザーは、QuarkXPress Business設定オプションを選択し、 

続けるをクリックして 続行します。 

 

QuarkXPress Business 

まずサインインダイアログボックスで パスワードをお忘れの場合 リンクをクリックし

、パスワードを再設定する必要があります 。 
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アクティブ化

 

Sign In Dialog_QuarkXPress Business 

これによりウェブベースのライセンス管理ポータル
(https://myaccount.quark.com/account/forgot-password)にリダイレクトされます。「よう

こそ」メールに記載されている登録済みのメールID/ユーザーIDを入力し、 送信をクリ

ックします。すぐにパスワード再設定の電子メールが送信されるので、電子メールに記

載されているリンクをクリックし、パスワードを再設定します。登録されたメールID/

ユーザーIDとパスワードを使用してQuarkXPressBusinessにサインインする必要があり

ます。またWindowsの場合はヘルプメニュー、MacOSの場合はQuarkXPressメニュー

から QuarkXPress Businessのアクティブ化を選択することもできます。      

QuarkXPress  

QuarkXPressユーザーの場合は、QuarkXPress設定オプションを選択し、「ようこそ」

電子メールに記載されているバリデーションコードを入力してから 続けるをクリックし

て 続行します。 

 

QuarkXPress 
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アクティブ化

またWindowsの場合はヘルプメニュー、MacOSの場合はQuarkXPressメニューから 

QuarkXPressのアクティブ化をすることもできます。      

  

有効な設定をせずにQuarkXPressアクティブ化ダイアログボックスをキャンセルすると

、アプリケーションが終了します。 

プロキシ設定 

プロキシサーバ型ファイアウォールを使用している場合は、QuarkXPressアクティブ化

ダイアログボックスで製品を設定するときに、プロキシ設定をすることができます。 プ

ロキシ設定 オプションを選択すると、 プロキシ設定ダイアログボックスが表示されま

す。 

 

プロキシ設定ダイアログボックス 

IP/ドメイン、ポート、ユーザー名、パスワードなどのプロキシを設定をして、xmlファ

イルに保存します。また、xmlファイルでプロキシサーバーの値をマニュアルで指定す

ることで、プロキシサーバーに接続できます。 QuarkXPressアクティブ化ダイアログ

ボックスでプロキシ設定のチェックを外すと、保存したプロキシ値はxmlファイルから

削除されます。 

オフラインでのアクティブ化 

 

組織によっては、ユーザーのインターネットアクセスが制限されていて、オフラインモ

ードでQuarkXPressを使用する必要がある場合があります。そのようなニーズに応える

ために、QuarkXPressではオフラインでのアクティブ化することができます。

QuarkXPressをオフラインモードで起動すると、その他のアクティブ化オプションボタ

ンが表示されます。 
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アクティブ化

 

その他のアクティブ化オプション 

 このボタンをクリックするとオフラインでのアクティブ化ダイアログボックスが 表示

されます。 

 

オフラインでのアクティブ化ダイアログボックス 

ユーザーは、バリデーションコードを入力し、対応するアクティベーション証明書を生

成する必要があります。アクティベーション証明書をコピーし、Quarkサポートチーム

に送付してください。Quarkテクニカルサポートチームはアクティベーション証明書を

受け取ったら、ユーザーにライセンス供与をします。ユーザーはライセンスをペースト

し、 アクティブ化 をクリックし、QuarkXPressをアクティブ化します。 
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アクティブ化

二重アクティブ化ポリシー 

登録ユーザーは、QuarkXPress/QuarkXPress Businessのシングルライセンスで、2台の

コンピュータ（プライマリコンピュータとセカンダリコンピュータ）にソフトウェアを

インストールして使用できます。このポリシーを利用するには、QuarkXPressを2台の

コンピュータにインストールし、アクティブ化します。二重アクティブ化ポリシーはプ

ラットフォームに依存しないため、Mac2台、またはWindowsコンピュータ2台、また

はMac1台とWindowsコンピュータ1台を組み合わせた２台の、いずれでも使用できま

す。 

再アクティブ化 

アクティブ化をした後、QuarkXPressは起動するたびにアクティブ化キーの有効性を検

証します。アクティブ化データの変更、欠損、または破損がQuarkXPressによって検出

されると、QuarkXPressのアクティブ化アクティブ化ダイアログボックスが表示され、

QuarkXPressを再アクティブ化するように求められます。アクティブ化した

QuarkXPressは、再アクティブ化せずに、同じコンピュータで必要に応じて何度でもア

ンインストールと再インストールができます。アクティブ化したQuarkXPressのコピー

を別の場所に移動した場合、QuarkXPressを起動すると、アクティブ化ダイアログが再

び表示されます。
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無効化
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無効化 

QuarkXPress / QuarkXPress Businessを3台目のコンピューターにインストールして使

用する場合は、2台のコンピューターのうちのいずれのソフトウェアを無効化してから

、新しいコンピューターでアクティブ化する必要があります。ソフトウェアを無効化す

るには、以下の手順に従います。 Windowsの場合はヘルプメニュー、 Macの場合は 

QuarkXPressメニューを選び QuarkXPress 無効化 オプション＞ 

 

無効化ダイアログボックスを選択します。 

ハードウェアの変更やコンピューターのクラッシュが発生し、ソフトウェアを無効化で

きない場合は、Quarkテクニカルサポートチームに連絡して、ソフトウェアの無効化を

リクエストする必要があります。



ライセンス管理
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ライセンス管理 

 
QuarkXPress/ QuarkXPress Businessのライセンス管理は、ウェブベースのライセンス

管理ポータルで実行されます。ライセンスの管理、アクティブ化、ユーザー割り当てを

する場合に役立ちます。 

コンカレントライセンス 

VDI環境でQuarkXPressを実行しているユーザーのために、同時実行ライセンスを提供

します。n個のマシンをアクティブ化できるライセンスが生成され、電子メールIDに関

連付けられます。ライセンスはn個のデバイスで使用できます。すべてのライセンスが

割り当てられた場合、さらに異なるマシンでアクティブ化をしようとすると、ユーザー

は「ライセンスの最大数を超えました」というアラートを受け取ります。ユーザーがア

プリケーションを無効化すると、その分、使用できるライセンスの数が増えます。その

後、再び使用できるようになったライセンス／電子メールIDを使用して、新しいマシン

をアクティブ化できます。アプリケーションを起動すると、アクティブ化ウィンドウが

表示されます。マシンを１台アクティブ化すると、アクティブ化できるマシンの数が1

つ減ります。アプリケーションを無効化すると、自動的にライセンスが返却され、アク

ティブ化できるマシンの数が1つ増えます。サーバーがクラッシュした場合、アクティ

ブ化したサーバーのライセンスはリース期間が終了するまで使用しているものとみなさ

れます。ライセンスはリース期間が終了したときに、未使用となったものと認識されま
す。  

QuarkXPress Businessのためのアカウント管理 

QuarkXPress Businessでは、 Windows OSの場合はヘルプメニューで、 MacOSの場合

は QuarkXPressメニューで、 アカウント管理オプションを 選択し、 ライセンス管理

ポータル(https://myaccount.quark.com/account/login)にアクセスするか、またはウェブ

で直接ポータルにアクセスし、チームの各メンバーに対するサブスクリプション、ライ

センスを管理することができます。ポータルにログインしたら、パスワードとプロファ

イルを編集することができます。 

 ライセンス ペインのサブスクリプションで、QuarkXPressBusinessをインストールし

、アクティブ化しているコンピュータの数、現在、使用しているApp Studio、これらの

製品のメンテナンス日に関する詳細を確認できます。両方の製品の割り当て済みユーザ

ーとそのコンピューター名、コンピューターID、アクティブ化の日付の詳細を確認でき

https://myaccount.quark.com/account/login


ライセンス管理

ます。Adminユーザーは、割り当てたユーザーを削除することができます。削除すると

ライセンスは自動的に、未使用として認識されます。  

 ユーザー ペインで、組織内のすべての登録済みユーザーの詳細を確認できます。

Adminユーザーは新規ユーザーを追加、既存ユーザーを削除、または既存ユーザーの権

限を変更することができます。
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無料試用モード
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無料試用モード 

無料試用モードでは以下のように機能が制限されています。 

ファイルを保存できません。 •

復帰機能が無効になります。 •

印刷、PDF、EPS形式の出力はできません。  •

画像として書き出しと画像として書き出し機能が無効になります。 •

環境設定ダイアログボックス（QuarkXPres／編集メニュー）の保存ペインで設定を•

編集できますが、この設定を使用したレイアウトの自動保存やバックアップは行わ

れません。 

出力ファイルの収集は使用できません。 •

ライブラリを作成できません。 •

1つのブックにチャプターを追加することはできません。 •

デジタルレイアウトをHTML5／ePub／iOSアプリ／Androidアプリとして書き出せ•

ません。 

HTML5出版物のプレビュー機能が無効になります。•



アンインストール
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アンインストール 

アンインストール：Mac　OS 

QuarkXPress QuarkCopyDeskをアンストールをするには ハードドライブの

”Applications”フォルダ （またはQuarkXPress を開き、そして QuarkXPress アプリを

ゴミ箱にドラッグします。 

アンインストール：Windows 

QuarkXPress　QuarkCopyDeskをアンストールをするには次の手順に従ってください

。 ： 

 スタート > すべてのプログラム > QuarkXPress 2021  > アンインストールを選択1.

します。 

はいをクリックします 。アンインストーラがアンインストールに必要な情報を収集2.

し、 QuarkXPress アプリケーションフォルダの内容が削除されることを示す警告が

表示されます。 

続けるには はい をクリックし、 キャンセルするには いいえをクリックします。 3.

インストーラをもう一度実行してアンインストールすることもできます。  1.

アンインストーラは、アプリケーションを実行中のインスタンスを検出すると警告2.

を表示します。アンインストールを開始する前に、アプリケーションを終了してく
ださい。



環境設定
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環境設定 

QuarkXPress 各ユーザー向けの環境設定はユーザープロファイルに保存されています。

QuarkXPressの複数のバージョンをインストールしてある場合は、各バージョンごとに

個別のフォルダがあります。 

   QuarkXPress 2021アプリバンドル（アプリケーションフォルダ内）と同じレベルに環

境設定フォルダを作成した場合は、   QuarkXPress はこのフォルダをグローバル環境設

定フォルダ（マシンの全ユーザーにより使用される）として使用します。 

アプリケーションフォルダ内に 環境設定 フォルダを 作成したくない場合は、 サブフォ

ルダを作成すると、 QuarkXPress 2021 は、サブフォルダにアプリケーション（バンド

ル）と 環境設定 フォルダを設置します。



QUARKXPRESS（APP STORE）
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QuarkXPress（App Store） 

QuarkXPress（App Store）とスタンダードバージョンの異なる点は次の通りです。 

QuarkXPress（App Store）はQuarkXPressのサブスクリプションバージョンです。 •

AppStoreからアプリをダウンロードし、起動します。サブスクリプションダイアロ•

グが表示され、月単位か年単位のサブスクリプションプランのどちらかを選ぶこと
ができます。 

 

サブスクリプション画面 

サブスクリプション購入をクリックすると、購入確認メッセージが表示されます。 •



QUARKXPRESS（APP STORE）

 

サブスクリプション確認画面 

サブスクリプションはサブスクリプション期間の最終日の最低1日前に解約しない限•

り、自動更新されます。 

 

ユーザーが更新を希望しない場合は、Xボタンをクリックしてサブスクリプションダ•

イアログの解約を選択できます。「デモモード」アラートが表示されたら、ユーザー

はデモを試すオプションを選ぶと、全機能を使えるデモバージョンを使用できます
。 

 

デモモード 

ユーザーがデモバージョンを使用しているときに保存、印刷、書き出し機能を使用•

しようすると、機能を解除アラートが表示されます。サブスクリプション購入オプ

ションを選択すると、サブスクリプションダイアログが表示されます。 
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QUARKXPRESS（APP STORE）

 

複数のマシンで購買したアプリを使用したい場合は、サブスクリプションダイアロ•

グで購入コンテンツをリストアオプションを選択できます。アプリの購買をするに

はAppleアカウント情報を入力するようにメッセージが表示されます。家族共有機能

によって、購入したアプリを最高6人の家族と簡単に共有できます。 

 

購入コンテンツのリストア 

QuarkXPressやすべてのリンクされた画像やメディアファイルを含む仕事のファイ•

ルにアクセスできるワーキングフォルダという新しいコンセプトを紹介します。  

アプリを最初に起動するときに、デフォルトのワーキングフォルダを選択する•

ようにメッセージが表示されます。 

アプリを使うには最低1つのワーキングフォルダを選択しなければなりません

。すべてのワーキングフォルダをすべて削除した場合、アプリを次に起動した

ときに、このメッセージが再表示されます。 
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QUARKXPRESS（APP STORE）

アプリケーションを起動したら、Application >  Working Foldersの環境設定で•

ワーキングフォルダを追加することができます。 

  

 

ワーキングフォルダ 

 

  

 

Quark Cache Cleanerはサポートされていません。 •

電子書籍の書き出しはePubフォーマットに限られています。Kindleの直接書き出し•

はサポートされていませんが、KindleGenなどの変換ツールを使用してePubファイ

ルをKindleに変換することができます。 

環境設定などのアプリリソース、XTensionsやその他の属性は•

~/Library/Containers/com.quark.quarkxpress.infinity/Data/Libraryにあります。 
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トラブルシューティング
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トラブルシューティング 

QuarkXPressで問題が発生した場合、いくつかの解決策を試すことができます。 

Quark Cache Cleanerツールを使用して、画像キャッシュと環境設定を削除する •

Windows： 

QuarkXPressが実行中の場合は、終了させます。 1.

QuarkXPress アプリケーションフォルダ: QuarkXPress 2021/Toolsへ移動2.

し、 

 QuarkCacheCleanerを実行して  はいをクリックします。 3.

環境設定も削除したい場合は、 環境設定 オプションをチェックします。 

Mac　OS: 

QuarkXPressで QuarkXPressメニューから、QuarkXPress にアクセスします1.

。   

開いているプロジェクトを保存するよう求められます。 2.

QuarkXPressアプリケーションが閉じていて、アプリケーションがドックに追加さ

れている場合、ドックからQuarkXPressアプリケーションのコンテキストメニュー

を開いて、QuarkCacheCleanerを実行できます。 

環境設定を手動で削除する •

Mac　OS: 

QuarkXPressが実行中の場合は、終了させます。 1.

 Macintosh HD/Applications/QuarkXPress 2021へ移動します。 「2.

Preferences”フォルダが存在する場合は、削除します。（環境設定フォルダは

再作成しないでください）。 

Optionキーを長押ししたまま、 検索 > ライブラリをクリックします。3.

www.AppStudio.netをご覧ください。次に、環境設定、Quarkの順に移動しま

す。”QuarkXPress 2021”という名前のフォルダを、内容ごと削除します。 

QuarkXPressを再起動します。  4.

すべてが正常に実行されたら、”QuarkXPress 2021”フォルダのバックアップを作

成します。これによって、次に問題が発生した場合はフォルダを削除する必要なし

に、フォルダの内容をバックアップの内容に置き換えるだけで問題を解決できます
。  



トラブルシューティング

  

QuarkXPressの場合（App Storeバージョン）： 

QuarkXPressが実行中なら、終了します。 1.

~/Library/Containers/com.quark.quarkxpress.infinity/Data/Library/Preferen2.

ces/Quarkに移動します。”QuarkXPress 2021”という名前のフォルダを、内容

ごと削除します。  

QuarkXPressを再起動します。 3.

 

 

  

Windows： 

QuarkXPressが実行中の場合は、終了させます。 1.

 C:/Program Files/Quark/QuarkXPress 2021を開きます。2.

”Preferences”フォルダが存在する場合は、削除します（環境設定フォルダを再

作成しないでください）。 

 スタート > ファイル名を指定して実行へ移動し、  %localappdata%と入力し3.

てEnterキーを押します。 

Quarkフォルダへ移動します。”QuarkXPress 2021”という名前のフォルダを、4.

内容ごと削除します。 

QuarkXPressを再起動します。  5.

すべてが正常に実行されたら、”QuarkXPress 2021”フォルダのバックアップを作

成します。これによって、次に問題が発生した場合はフォルダを削除する必要なし

に、フォルダの内容をバックアップの内容に置き換えるだけで問題を解決できます
。  

依然として問題が解決しない場合はhttps://support.quark.com/en/support/homeで、この

ほかの解決策を参照してください。
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https://support.quark.com/en/support/home


QUARKXPRESS DOCUMENT CONVERTER
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QuarkXPress Document Converter 

QuarkXPress 2021はQuarkXPress 9以降で作成した文書を開くことができます。

QuarkXPress 6またはそれ以前のバージョンのドキュメントを開くには、まず

QuarkXPress Document Converterを使用して、ファイルをバージョン9に変換してく

ださい。 

QuarkXPress Document Converterは、レガシーのQuarkXPress 3.x～6.xのドキュメン

トのみをQuarkXPress 9.1に変換しますが、テキストフローバージョンのアップグレー

ドは行いません。これらの変換されたドキュメントをQuarkXPress 2021で開くと、テ

キストフローバージョンがアップグレードされ、ドキュメントのバージョンと等しくな

ります。これによって、テキストがリフローされます。ユーザーが、レガシーバージョ

ンのドキュメントのテキストフローバージョンをQuarkXPress 9.xで（Option/Altキー

を押してドキュメントを開き）更新してから保存した場合も、同じ動作が行われます。 

QuarkXPress Document Converterは次の場所にあります。 

Mac　OS: https://quark.box.com/shared/static/2kfqq7ffiywqe639p1xri5xsw8sa6ri3.dmg 

Windows OS: https://quark.box.com/shared/static/kq90rnq8fi2elteny36pjgtb4fkogdwr.zip 

サポート対象のプラットフォーム： 

Mac　OS: Yosemite (10.10.5)、El Capitan (10.11.6)、Sierra (10.12.6)、High •

Sierra (10.13.6)、Mojave (10.14.6) 

Microsoft® Windows® 7 SP1（64ビット）、Windows® 8.1（64ビット）、•

Windows® 10バージョン20H2（64ビット）以降 

Microsoft® Windows® 7ユーザーは、このアプリケーションを実行するために

Microsoft .NET Framework 4以降をインストールする必要があります。 

QuarkXPress Document Converterの新規アップデートが、Quark Auto Updateで利用

可能です。

https://quark.box.com/shared/static/2kfqq7ffiywqe639p1xri5xsw8sa6ri3.dmg
https://quark.box.com/shared/static/kq90rnq8fi2elteny36pjgtb4fkogdwr.zip


QUARKへの連絡
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Quarkへの連絡 

サポートポータルでは、サポートチケットの記録、チケットの追跡、状況通知の取得、

テクニカルサポート担当者とのチャット、ナレッジベースの検索、製品ドキュメントへ

のアクセスが可能です。

QuarkXPressやApp StudioからQuarkのエンタープライズソリューションまで、すべて

のQuarkのソフトウェアからドキュメントに直接アクセスして、いつでも問題の答えを

見つけることができます。また、保守契約を契約中のお客様は、サポートポータル経由

またはお電話でQuarkのサポートチームを利用することもできます。 

南北アメリカ 

詳細は、Quarkのサポートウェブサイトwww.quark.com/supportを参照してください 

南北アメリカ以外の国々 

南北アメリカ以外の国では、以下のサイトでサポートアカウントにアクセスしてくださ

い。 

サポートウェブサイト

フランス - www.quark.com/fr/support•

ドイツ - www.quark.com/de/support•

http://www.quark.com/support/
http://www.quark.com/fr/support/
http://www.quark.com/de/support/


法律上の注記
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法律上の注記 

©2022 Quark Software Inc. and its licensors.All rights reserved. 

Quark、Quarkロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDeskは、Quark Software Inc.とQuark
関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のすべての

商標は、それぞれの所有者に帰属します。
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