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「編集ツールバー」を使おう！

編集ツールバーの表示方法

・メニューから …【表示】→【ツールバー】→【編集】

よく使う「回転」や「グループ化」などの編集メニューを、

毎回メニューバーから呼び出すのは面倒だ。

ボタンひとつで効率よく編集したい！

　『編集中のムダな手間を省こう！』

オブジェクトを最前面へ移動

オブジェクトを最背面へ移動

グループ化

グループ化解除

すでに作り終えた連続直線や

多角形を再編集できます。

整列ダイアログボックスを開いて編集ができます。

左右反転

上下反転

図形のみ選択

オブジェクトのみ選択

図形とオブジェクトの

両方を選択

直接銘板文字サイズ自動拡縮の

ＯＮ/ＯＦＦを切り換えます。

初期状態では表示されていない便利なツールバーを紹介します。

[順序 ] [ 整列設定 ]

[ 反転・回転 ]

左 90°回転

右 90°回転

[ グループ化 ] [ 頂点編集 ] [ 選択 ]

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

01
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複数の図形やオブジェクトを簡単に。

ボタンひとつで整列させたい！

　『編集中のムダな手間を省こう！』

左揃え 右揃え

上下中央揃え

（垂直）

左右中央揃え

（水平）

上揃え 下揃え

均等整列

（水平方向）

均等整列

（垂直方向）

整列前

整列ツールバーの表示方法

・メニューから …【表示】→【ツールバー】→【整列】

「整列ツールバー」を使おう！

バラバラに配置してしまっても大丈夫。整列ツールでシャキッと位置決め！

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

02
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すでに配置済みの図形やオブジェクトの位置に合わせて、

追加する図形をきれいに配置したい！

　『待ってました！の新しい機能を知る！』

問題

オブジェクトに近づくと…

ガイドラインが表示され

きれいに配置できます！

＋  ONE POINT

ガイド対象の切り換えや表示位置など、設定ができます！

ガイドラインの表示方法

・メニューから …【表示】→【ガイドライン】→【表示する】

「ガイドライン」を使おう！

ガイドラインがパーツ配置をナビゲート。 GT Designer2 Ver.2.87R から追加

・メニューから …【表示】→【ガイドライン】→【カスタム】 を選択

NEW!!

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

03

-5-

希望の項目に
チェックを
入れると。。。

ガイドラインが
ナビゲートして
くれます。



図形やオブジェクトをコピーするときに、

一度の操作で簡単にコピーを作りたい！

　『待ってました！の新しい機能を知る！』

一回の操作だけで

簡単に複製ができます！

１個目の複製位置を確定後

複製（Ctr l+D）を繰り返すと、

等間隔で複製できます！

さらに…

複製の操作方法

・メニューから …【編集】→【複製】

・右クリックから … 【複製】

・ショートカット … 【Ctrl＋D】

oror

「複製」を使おう！

＋  ONE POINT

ショートカットキー　　　　　　 でも

『複製』できます！
key

メニューから 右クリックから

GT Designer2 Ver.2.87R から追加

Click

NEW!!

①

① ② ③

ショートカット

Ctrl D＋
oror

便利

Ctrl D＋ Ctrl D＋

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

04

便利 便利

Ctrl D＋

-6-

コピー＆ペーストの機能をひとつにまとめた便利な機能です。

・メニューから …【編集】→【複製】を実行



指定した方向に、指定した個数分、

一度に複数コピーできます！

デバイス値を含むオブジェクトは、　インクリメント数を設定

することで、任意の値を割り振ることができます！

連続コピーの操作方法

・メニューから …【編集】→【連続コピー】

・右クリックから … 【連続コピー】

「連続コピー」を使おう！

＋  ONE POINT

図形やオブジェクトをコピーするときに、

簡単にたくさん配置したい！

　『待ってました！の新しい機能を知る！』

oror

メニューから 右クリックから

Click

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

05

-7-

たくさんコピーしたいなら、『連続コピー』機能におまかせ！

・メニューから …【編集】→【連続コピー】を実行



GT Designer2 Ver.2.87R から追加

2倍に拡大したい、1/4に縮小したいなど、

数値でオブシェクトの大きさを指定したい！

　『待ってました！の新しい機能を知る！』

任意の大きさに、『数値』で直接指定して変更できます！

同じオブジェクトなら、

一括でサイズ変更が

可能です！

NEW !!

座標・サイズツールバーの表示方法

・メニュー …【表示】→【ツールバー】→【座標・サイズ】

「座標・サイズツールバー」を使おう！

＋  ONE POINT

プロパティシートからも同様に変更できます！

ツールバーから図形、オブシェクトのサイズを直接入力！ NEW!!

さらに…

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

06

便利
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ひとつひとつではなく、

複数あるオブジェクトの色やデバイスを、

一度に変更したい！

　『便利な機能を使いこなす！』

色やデバイスだけでなく、   図形やチャンネルナンバーも

一括で変更することができます！

『色』

『デバイス』

一括変更ダイアログの表示方法

・メニューから …【ツール】→【一括変更】→【各一括変更】

「一括変更」を使いこなそう！

＋  ONE POINT

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

07

その１その１

その２その２

変更範囲を選択して「検索」　→　「変換内容を設定」　→　「変更」で複数の『色』を一括変更！

対象を「全画面」にすると、全ての画面の『色』や『デバイス』が一括で変更できます！

-9-

Hint !!



　『便利な機能を使いこなす！』

『数値色を変更する』

『ランプの図形を変更する』

「プロパティシート」を使いこなそう！

ひとつの画面上にある、グループ化されていない同じ図形やオブジェクトを一括で設定変更できます。

異なるデバイスを、全て同じ数値に変更します。

同じ種類の図形やオブジェクトの設定を、

一度にまとめて変更したい！

次のページへ続く

答え答え

おしえて !!おしえて !!

08

その１その１

その２その２
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『文字の属性を変更する』

『オブジェクトの高さを変更する』

プロパティシートの表示方法

・メニューから …【表示】→【プロパティシート】

・ショートカット … 【Alt＋1】

ショートカットキー [Alt]+ 1 で

『プロパティシート』の

表示／非表示が切り替えれます。

key

「プロパティシート」を使いこなそう！

同じ図形やオブジェクトを

複数選択して…

ひとつの画面上にある、グループ化されていない同じ図形やオブジェクトを一括で設定変更できます。

異なるデバイスを、全て同じ数値に変更します。

便利

ショートカット

Alt 1＋oror

その３その３

その４その４

ヒント！ヒント！

高さを一括変更！

文字を複数選択して…

属性を一括変更！
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ワークスペースの使い方がいまいちよくわからない、

有効に活用して効率よく作業したい！

　『便利な機能を使いこなす！』

『ショートカットメニュー表示』

ワークスペース上で右クリック！

画面のコピーや貼り付け、

プロパティなどよく使う

メニューがあります。

※ クリックした項目によってメニュー内容が異なります。

例）画面のコピー

作業時間が短縮できる「ワークスペース」の活用法をご紹介！

・コピーしたい画面番号を選択して右クリック

→ 【貼り付け】

画面のプロパティで貼り付けしたい

画面番号を入力！

画面のコピー＆ペースト（貼り付け）

が完了！

→ 【コピー】

Click

次のページへ続く

答え答え

おしえて !!おしえて !!

09

その１その１
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ベース画面を複数選択してプロパティの設定を行えば、

複数の画面のプロパティを一括で変更することができます！

『ショートカットキー』
Ctrl +Ｃ … 画面のコピー

Ctrl +Ｘ … 画面の切り取り

Ctrl +Ｖ … 画面の貼り付け

Shift ・　　 … で複数選択も可能ですCtrl

さらに…

ワークスペースの表示方法

・メニューから …【表示】→【ワークスペース】

・ショートカット … 【Alt＋0】

ワークスペースはショートカットキーにも

対応しています。

＋  ONE POINT

Click

例）ベース画面の背景色を一括で変更

変更したい画面の番号を複数

選択して右クリック！

ショートカットキー [Alt]+ 0 で

『ワークスペース』の

表示／非表示が切り替えれます。

key

ショートカット

Alt 0＋
oror

プロパティを選択

複数の画面の

背景色を変更！

その２その２

ヒント！ヒント！

便利

-13-

作業時間が短縮できる「ワークスペース」の活用法をご紹介！



重ねて配置してある図形やオブジェクトを、

思い通りに対象選択したい！

　『今スグ使える！便利な小技集！』

重なった図形を『ビシッ』と選択する方法をご紹介します！

『Tabキーで選択の切り替えをおこなう！』

次のページへ続く

・Tab キーを押すごとに、画面内にある図形やオブシェクトを順に選択します

Tab Tab

さらに…

Alt + Enter キーで選択しているオブジェクトの設定ダイアログ

を開くことができます！

Alt ＋ Enter

答え答え

おしえて !!おしえて !!

10

その１その１

①のオブジェクト(アスキー表示)・ ②のオブジェクト(ランプ)・ ③の図形が重なっている時

たとえばこんな時 …

①
②

③

key

便利

-14-



オブジェクトのみを指定

選択できる

選択できない

図形＋オブジェクトを指定図形のみを指定

『編集ツールバーの選択切り替えを使う！』

次のページへ続く

その３その３

『Ctr lキーを押しながらクリック！』

Ctrl+
Click

① が選択される

② が選択される③ が選択される

Ctrl+
Click

Ctrl+
Click

その２その２

①のオブジェクト(アスキー表示)・ ②のオブジェクト(ランプ)・ ③の図形が重なっている時

たとえばこんな時 …

①
②

③

-15-

重なった図形を『ビシッ』と選択する方法をご紹介します！



『データ一覧から選択する！』

・メニューから …【ツール】→【データ一覧】　もしくは

・標準ツールバーの『データ一覧アイコン』をクリックしてデータ一覧を表示する

選択したい図形やオブジェクトを

名前から直接選択！

データ一覧

その５その５

レイヤ：背面レイヤ：前面レイヤ：前面 +背面

①の図形 (前面レイヤに配置 )と②の図形 (背面レイヤに配置 )が重なっている時

『表示ツールバーのレイヤ前面 /背面の切り替えを使う！』

たとえばこんな時 …

その４その４

ヒント！ヒント！
編集ツールバーの表示方法

・メニューから …【表示】→【ツールバー】→【編集】

表示ツールバーの表示方法
・メニューから …【表示】→【ツールバー】→【表示】

-16-

重なった図形を『ビシッ』と選択する方法をご紹介します！



開いている画面を一発で全て閉じたい！

　『今スグ使える！便利な小技集！』

同じ画面を繰り返しコピーして流用したい！

　『今スグ使える！便利な小技集！』

ワークスペース上で

右クリック

「全て閉じる」でも

できます！

【画面】→【流用】でコピーする！

Click

「全て閉じる」を活用する！

さらに…

元となる画面を選択し、コピー先とコピー回数を設定してコピー！

おしえて !!おしえて !!

11

答え答え

おしえて !!おしえて !!

12

答え答え

-17-

一画面ずつクローズボタン　　　を押す必要はありません。

・メニューから …【画面】→【全て閉じる】を実行

コピー＆ペーストを何回も繰り返す必要はありません。

・メニューから …【画面】→【流用】を実行



作業画面数が多いときに、

クリックした画面を必ず開きたい！

　『今スグ使える！便利な小技集！』

作画環境の表示方法

・メニューから …【プロジェクト】→【作画環境】

チェックをオンにして最大画面数を入力すれば、それを超えると自動的に最初に開いた画面から閉じます。

例）最大を3に設定した場合

・メニューから …【プロジェクト】→【作画環境】→【操作】

4つ目の画面を開くと… 順番の古い画面が自動で閉じます！

作画環境を変更して、前に開いた画面を自動で閉じる！答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

13
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グループ化を解除しないで、

グループ化されたパーツを個別に編集したい！

　『今スグ使える！便利な小技集！』

データ一覧の表示方法

・メニューから …【ツール】→【データ一覧】

・標準ツールバーの【データ一覧アイコン】

データ一覧からダブルクリックで選択！

グループ化してあるパーツの中から個別に選択して編集することができます。

グループ化されたパーツも

データ一覧を表示して

ダブルクリックで選択して

個別に編集できます！

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

14
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図形やオブジェクトを、

もっともっと簡単にコピーしたい！

　『今スグ使える！便利な小技集！』

Ctrlキーを押しながらマウスでドラッグ！

コピーする対象を選択 カーソルが移動用の

十字型矢印になったら

簡単コピー！

＋  ONE POINT

対象を複数選択しても 簡単コピー！

Ctrl+
drag

Ctrl+
drag

さらに…

答え答え

おしえて !!おしえて !!

15

簡単なコピーの作成方法

・Ctrl + ( マウス )ドラッグ

ヒント！ヒント！ +
drag

Ctrl

-20-



ベース画面を

新規作成する

今あるベース

画面を開く

元に戻す：元に戻す

        （ Ctrl+Z ）

やり直す：やり直す

        （ Ctrl+Y ）

前の番号の

画面を開く

次の番号の

画面を開く

閉じている画面は

開く /開かない

データ一覧

図形・オブジェクト

の一覧表示

カーソル選択

対象を図形・

オブジェクト

に切り替え

新規作成：プロジェク

トファイルを新規に

作成する

開く：既存のプロジェ

クトファイルを開く

保存：編集中のプロジ

ェクトを保存する

図形や

オブジェクト

を切り取る

コピー

貼り付ける

プレビュー表示

デバイス一覧

の表示

コメントの

登録

文字使用一覧の

表示

表示してあるだけで使っていなかった

ツールバーを、もっと有効に活用したい！

　『ツールバー豆知識』

標準ツールバーの表示方法

・メニューから …【表示】→【ツールバー】→【標準】

「標準ツールバー」を使いこなそう！

表示するだけではもったいない。編集ツールバーは 『使える技』の宝庫です。

便利

便利 便利

よく使う

便利 よく使う

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

16 その１その１
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画面表示の拡大・縮小

ランプ等の ON/OFF

表示を切り替える

画面背景の

色

画面背景

パターン

画面背景

パターン色

プロパティ

シートの

表示 /非表示

の切り替え

コメントグループ

表示の列の切り替え

移動間隔の設定

グリッドの間隔

　　　　グリッドの

　　　　色の設定

デバイス番号の表示 /非表示

の切り替え

　　　ワーク

　　　スペース

表示 /非表示

の切り替え

前面に配置され

たレイヤ表示

背面に配置され

たレイヤ表示

前面 +背面に

配置された

レイヤ表示

　『ツールバー豆知識』

表示ツールバーの表示方法

・メニューから …【表示】→【ツールバー】→【表示】

「表示ツールバー」を使いこなそう！

クリックするだけで確認できる。表示ツールバーは『表示切り換え』の達人です。

ID番号の表示 /非表示

の切り替え

何も表示無し

答え答え

ヒント！ヒント！

おしえて !!おしえて !!

17 その２その２

表示してあるだけで使っていなかった

ツールバーを、もっと有効に活用したい！
便利 よく使う

便利

便利

よく使う
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