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関連ドキュメント 

 QuarkXPressの使用方法の詳細は、以下に記載されている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 説明 入手できる場所

QuarkXPress ユーザーガ
イド

QuarkXPressの機能や使
用方法についての完全ガ
イドです。

  

  

  

www.quark.com/support/
documentation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

QuarkXPressの新機能
QuarkXPressの新機能に
ついてまとめたものです
。

リリース情報
現在のリリースに含まれ

る新機能と拡張機能の簡

単な説明

QuarkXPressによるデジ
タルパブリッシング

QuarkXPressを使用した
デジタルパブリッシング
のガイドです。

フレックスレイアウトか

ら始めましょう 

QuarkXPressのフレック
スレイアウトのガイドで
す。 

QuarkXPressの既知およ
び解決済みの問題

既知の問題またはユーザ

ーから報告された問題の

包括的なリストです。 

QuarkXPress入門 QuarkXPress入門ガイド

QuarkXPress のシステム
要件

QuarkXPress の最低シス
テム要件

XPress Tagsガイド  

キーボードコマンドガイ
ド：macOS

QuarkXPressの機能を使
用するためのキーボード
ショートカット 

 
キーボードコマンドガイ
ド：Windows

QX.jsAPIリファレンス  

http://www.quark.com/support/documentation
http://www.quark.com/support/documentation
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ドキュメント名 説明 入手できる場所

QX.jsスクリプティング
ガイド

 

Appleイベントスクリプ
ティング
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システム要件 

システム要件：Mac OS 

ソフトウェア 

 MacOS 12.4.(Monterey), 11.x (Big Sur) and 10.15.x (Catalina)  ●

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 ●

NVIDIAグラフィックカードをサポート ●

パフォーマンス向上のため、長く複雑な（グラフィックを多用する）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 
QuarkXPress CopyDesk用により多くのRAMを用意することをお勧めします
。  

その他 

インターネット接続が必要です。 ●

システム要件：Windows 

ソフトウェア 

Windows 11 Version 21H2 (64 bit) またはそれ以降、Windows 10 Version ●

21H1 (64 bit) またはそれ以降、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Microsoft Windows 8.1（64ビット） 

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
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ハードウェア 

デュアルコア以上のCPU ●

QuarkXPress QuarkXPress CopyDesk用に4GBのRAMが利用可能なこと  ●

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、長く複雑な（グラフィックを多用する）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 
QuarkXPress CopyDesk用により多くのRAMを用意することをお勧めします
。  

その他 

インターネット接続が必要です。●
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Mac OSへのインストール 

 QuarkXPressk をMac OSで使用するためにインストールする場合： 

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1
ス感染が心配な場合は、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 アプ2
リ（単一のアプリバンドル）を”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。
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Windowsへのインストール 

 QuarkXPressk をWindows OSで使用するためにインストールする場合： 

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1
ス感染が心配な場合は、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
。 
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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「UI」で終わります。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 2022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 2022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 2022/XTensions ●

/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2022/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。 

QuarkCopyDesk 2022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 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 2022/XTSettings.plist 

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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QuarkXPressのライセンス管理 

QuarkXPressは、永久ライセンスまたはサブスクリプションライセンスのいずれ
かで使用することができます。メールベースのライセンスモデルでは、新規また
は既存ユーザーはバリデーションコードによるアクティベーションをすることな
く、メールでの認証によりQuarkXPressを使用することができます。 

サブスクリプションライセンス 
従来の永久ライセンスに加えて、Quarkは現在、QuarkXPressのプリペイドの年
間サブスクリプションを提供しています。 永久ライセンスモデルをご希望のお
客様は、ソフトウェアのメンテナンスとサポートのためのQuarkXPress 
Advantage Planの有無にかかわらず、そのまま購入またはアップグレードを継
続できます。拡張性に加えて予算の柔軟性をお求めのお客様は、サブスクリプシ
ョンを選択することができます。 

Quarkライセンス管理コンソール 
 QuarkXPress  ユーザーが所有しているライセンスが1本でも10本でも、専用の
ウェブベースのライセンス管理コンソールを通じて、すべてのライセンスをより
簡単に管理できます。新しい製品に含まれるライセンス管理コンソールでは、必
要に応じて、 QuarkXPress  のライセンス、ユーザーの追加や削除、デバイスの
アクティブ化や無効化、ユーザーのアサインを一元的に管理することができます
。  

ライセンスモデル  

顧客には、 QuarkXPressをアクティブ化するためのログイン情報が、ウェブ●

ベースのライセンスコンソールのリンクと一緒にメールで送信されます。 

ユーザーは、1つのダッシュボードでボリュームライセンスを管理できます●

。 

 QuarkXPress ●

アクティベーションをするためにテクニカルサポートと連絡を取る必要はあ●

りません。  

ライセンス情報の表示 

 QuarkXPressのライセンス情報（メンテナンス有効期日とアクティブ化された
マシンを含む）を表示 
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ライセンス情報の表示 

  

アクティブ化されたユーザー割り当ての表示 

ビジネス要件に応じてユーザーにアクセスを割り当てることで、個々のライセン
スをユーザーに割り当て、管理できます。   

  

 

アクティブ化されたユーザー割り当ての表示  
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新規ユーザーの追加 

ライセンスグループに新しいユーザーをすばやく追加して、 QuarkXPress への
アクセスを許可します。 

 

新規ユーザーの追加 

ユーザーの非アクティブ化 

必要に応じて、ライセンス登録を削除し、ライセンスダッシュボードからユーザ
ーを非アクティブにできます。 

  

 

ユーザーの非アクティブ化 



 QuarkXPress 2022入門 | 11

ユーザーの削除 

ライセンスダッシュボードからユーザーを無効にした後、ユーザーダッシュボー
ドからユーザーを削除することができます。  

  

 

ユーザーの削除 

  

ユーザーベースのアクティベーション 
 
QuarkXPress2022では、バリデーションコードを使用しません。代わりに、ユ
ーザーはユーザー名とパスワードを使用してソフトウェアをアクティブ化します
。ログインすると、ユーザーコンソールにアクセスし、次のような情報を確認で
きます。 

アクティブ化されたライセンスと利用可能なライセンスの合計 ●

メンテナンスサブスクリプションの有効期限 ●

 QuarkXPress ●

アクティブユーザー／コンピュータのリスト ●

QuarkXPressのためのライセンス管理  
QuarkXPress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

https://myaccount.quark.com/account/login
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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、 QuarkXPress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。 

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、コンカレントライセ
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。
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アクティブ化 

QuarkXPress QuarkXPress CopyDesk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 QuarkXPress 
CopyDesk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 QuarkXPress CopyDesk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 QuarkXPress CopyDeskアプリケーションを起動
すると、    QuarkXPress QuarkXPress CopyDeskアクティブ化ダイアログボック
スが表示されます。  QuarkXPress QuarkXPress CopyDesk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  

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。   
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 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
ルプメニューから、   Macの場合は  QuarkXPress メニューから、QuarkXPress 
QuarkXPress CopyDeskのアクティブ化を選択することもできます。  
QuarkXPress 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 
QuarkXPressコンフィギュレーションを選択する場合は、続けるをクリックし、
「ようこそ」メールに記載されているアクティベーション手順に沿ってメールベ
ースでアクティブ化する必要があります。   
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QuarkXPressのアクティベーション 

またWindowsの場合はヘルプメニュー、Macの場合はQuarkXPress メニューか
ら、QuarkXPressQuarkXPress アプリケーションのアクティブ化を選択すること
もできます。 

次の画面で、メールに記載されているログイン認証を入力してください。 

 

QuarkXpressにサインインする 

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。 
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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 
QuarkXPress CopyDesk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 
QuarkXPress CopyDesk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。 



 QuarkXPress 2022入門 | 17

 

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  
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ユーザーは、ライセンスコードを入力し、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。 

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。 QuarkXPress のアクティベーションデータが変更されたか
、もしくは欠落・破損している場合、アプリケーションに、 QuarkXPress アク
ティブ化ダイアログが表示され、 QuarkXPressを再アクティブ化するよう促し
ます。アプリケーションを再アクティブ化することなく、アクティブ化した 
QuarkXPress のコピーを同じコンピュータ上で何度でもアンインストールおよ
び再インストールすることができます。アクティブ化したQuarkXPress 
QuarkXPress CopyDeskのコピーを別の場所に移動した場合、アプリケーション
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 

  QuarkXPress QuarkXPress CopyDesk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
メニューからQuarkXPress QuarkXPress CopyDeskオプションを選び、 Macの場
合は QuarkXPress QuarkXPress CopyDeskメニューを選び、   無効化します。  

 

無効化ダイアログボックス 

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。
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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「画像の書き出し」機能が無効になります。 

• 環境設定ダイアログボックス（QuarkXPress QuarkXPress CopyDesk／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プロジェク
ト記事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 
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アンインストール 

アンインストール：Mac　OS 
 QuarkXPressハードドライブの”Applications”フォルダ （またはQuarkXPress を
開き、 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： 

選択 スタート > すべてのプログラム > QuarkXPress 2020> アンインストール1
を選択します。 

「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2
情報を収集し、 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3
ックします。 

  

 
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。  ●

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。 
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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 2022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 2022 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。
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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。 
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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。 
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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。 
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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。 

 

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。 
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購入コンテンツのリストア 

ワーキングフォルダ機能は、バージョン2018からQuarkXPress AppStoreに●

組み込まれています。 

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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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。 
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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。  ●

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 

QuarkXPressで問題が発生した場合、試せることがいくつかあります。 

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 2022/Toolsへ移動2
し、 

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

環境設定の削除もしたい場合は、 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、Quark Cache Cleaner にアク1
セスします。   

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 2022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
ダを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。次3
に、環境設定、Quarkの順に移動します。「QuarkXPress 2022」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 2022”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。  
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QuarkXPressの場合（App Store バージョン）： 

QuarkXPressが実行中の場合は、終了させます。 1

~/Library/Containers/com.quark.quarkxpress.infinity/Data/Library/Prefer2
ences/Quarkに移動します。「QuarkXPress 2022」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 2022を開きます。“Preferences”フ2
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3
してEnterキーを押します。 

Quarkフォルダへ移動します。”QuarkXPress 2022”という名前のフォルダ4
を、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 2022”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/supportで、この
ほかの解決策を参照してください。

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 

© 2022 Quark Software, Inc. All rights reserved. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective owners.  
This content is informational and does not imply any guarantee or warranty.

https://support.quark.com/en/support/home
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