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1. はじめに 

この手順書について 

このインストール手順書はインフラジスティックス開発ツールのダウンロードからインストール、製品版

へのアップグレード方法を解説しています。 

 

問い合わせ先 

製品のダウンロードやインストール、各種お問い合わせ先については下記をご確認ください。 

 インフラジスティックス開発ツールのライセンス、購入、ダウンロードに関して 

インフラジスティックス・ジャパン株式会社 営業部  

JapanSalesGroup@infragistics.com 

03-6892-8034 (代表) 

 

 インフラジスティックス開発ツールの利用方法について 

 (トライアル期間においてもご利用いただけます。) 

インフラジスティックス・ジャパン株式会社 技術サポート 

技術サポート (インフラジスティックス アカウントの作成が必要となります) 

 

 このインストール手順書について 

インフラジスティックス・ジャパン株式会社 マーケティング 

JapanPR@infragistics.com  

03-6892-8034 (代表)  

http://jp.infragistics.com/ultimate
mailto:JapanSalesGroup@infragistics.com
https://jp.infragistics.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fmy-account%2fsubmit-support-request
mailto:JapanPR@infragistics.com
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2. 製品パッケージの取得 

インフラジスティックス開発ツールを取得するためには弊社サイト (http://jp.infragistics.com) に 

おいてアカウントを作成する必要があります。 

アカウントの作成 

弊社 Infragistics Ultimate 製品ページから [無償トライアル版のダウンロード] を選択し、 

[新規アカウントの作成] を選択するか、登録ページに直接遷移することで新規にアカウントを作成する 

ことが可能です。 

 

 

http://jp.infragistics.com/
https://jp.infragistics.com/products/ultimate
https://jp.infragistics.com/my-account/register
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新しいメンバーのプロファイルを作成する場合、ユーザー名として Email アドレスを使用します。 

以前にインフラジスティックス アカウントを作成している場合は下記のようにエラー メッセージが 

表示されます。この場合はパスワードをリセットする方法をお試しください。 

 

アカウントを作成後に弊社より確認の Email が送信されます。メール文中には検証コードを含んでいま

す。リンクをクリックし、アカウントの有効化を行ってください。メールが届かない場合は弊社営業部ま

でご連絡下さい。 
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ユーザー名の確認とパスワードのリセット 

登録したユーザー名を確認する、または、パスワードをリセットする場合、[アカウント] をクリックし、

ユーザー名とパスワードの入力画面に進みます。 

 

ユーザー名を確認する場合は [ユーザー名を忘れましたか？] を、パスワードをリセットする場合は [パ

スワードをわすれましたか？] をクリックします。 
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いずれの場合もメールアドレスの入力フォームが表示されます。登録に使用したと考えられるメールアド

レスを入力することで、ユーザー名の確認、パスワードのリセットを行うことが可能です。 

 

上記の手順を実行しても問題が解決しない場合は、弊社営業部までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

インストーラーのダウンロード 

トライアル版のダウンロードボタンから遷移するログイン画面でサインインを行うと、ダウンロードが開

始されます。既定では、ネットワーク インストールが可能なプラットフォーム インストーラーがダウン

ロードされます。 

 Infragistics_20171_PlatformInstaller_JP.zip (約 7 MB) 

 

このインストーラーを利用するとインストール時に弊社の CDN1 から選択した製品のみをダウンロードす

ることができます。ただし、企業によってはプロキシ、ファイヤーウォール、セキュリティ ポリシー上 

CDN からのダウンロードができない場合があります。その場合、あらかじめ全インストーラーが含まれ

ているフル パッケージ (約 3 GB) をダウンロードしておくことも可能です。全パッケージをダウンロー

ドする場合は [.msi インストーラーと .zip ファイルをダウンロードします] を選択するかこちらから直

接ダウンロードを行ってください。ファイル名は下記のものとなります。 

 Infragistics_Ultimate_20171_WithSamplesAndHelp_JP.zip 

なお、iOS 版コントロールである NucliOS は Mac 環境での使用が前提となっているため、プラットフ

ォーム インストーラー、フル インストーラーには含まれていません。別途、製品ページのダウンロード 

ボタン、またはこちらからインストーラーをダウンロードしてください。 

 

                                        

1 Content Delivery Network - コンテンツ配信網  

http://jp.infragistics.com/products/ultimate/download/complete
http://jp.infragistics.com/products/ios
http://jp.infragistics.com/products/ios/download
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3. 製品パッケージのインストール 

プラットフォーム インストーラーの起動 

ここではプラットフォーム インストーラーを使用したインストールを説明します。インストーラーの実行

には管理者権限が必要となります。 

 

Infragistics_20171_Platform_JP.exe を実行するとインストーラーの起動に必要なファイルを CDN か

らダウンロードします。 

 

ダウンロードが完了するとインストーラーが起動します。ここからは 3 つのシナリオに沿って 

インストール方法をご紹介します。 
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トライアル版の 

インストール 

製品版の 

インストール 

トライアル版から製品版への 

切り替え 

 

トライアル版のインストール 

トライアル版をインストールする場合は [30 日間のトライアル版を試す] を選択し、[次へ(N)>] をクリ

ックします。 

 

次にインストールする製品を選択します。また、各製品のサンプル、ヘルプ、ツールのインストール有無

を右のペインで選択することができます。 
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[次へ(N)>] を選択するとパッケージのダウンロードとインストールが開始されます。全ての製品をイン

ストールした場合 2 時間程度の所要時間が必要となる場合があります。 

 

インストールが完了すると下記の画面が表示されます。 
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フル パッケージ版のインストーラーを利用した場合も同様の手順でインストールが可能です。 
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製品版のインストール 

トライアル版をインストールせず、製品版を直接インストールする場合は、[購入済み製品のインストー

ル] を選択し、ライセンス証書に記載されている製品キーを入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 

正しいキーを入力した場合は緑色のチェックボックスが表示されます。 

 

次にインストールする製品を選択します。また、各製品のサンプル、ヘルプ、ツールのインストール有無

を右のペインで選択することができます。 
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[次へ(N)>] を選択するとパッケージのダウンロードとインストールが開始されます。全ての製品をイン

ストールした場合 2 時間程度の所要時間が必要となる場合があります。 

 

インストールが完了すると下記の画面が表示されます。 

 

フル パッケージ版のインストーラーを利用した場合も同様の手順でインストールが可能です。 
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トライアル版から製品版への切り替え 

トライアル版をインストールした後、製品ライセンスを購入した場合、次の手順で更新を行います。 

インストールに使用したプラットフォーム インストーラーを起動します。 

[新しい製品キーでインストール済み製品をアップデート] を選択し、発行された製品キーを入力します。

正しく入力されている場合は緑色のチェックマークが表示されます。製品版へと更新される 

プラットフォームの確認ダイアログが表示されます。 

 

 

[次へ] をクリックするとトライアル版が製品版へと切り替わります。 
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トライアル版で作成したプロジェクトの更新 

トライアル版で作成したプロジェクトは製品版をインストールした後もトライアル版のアセンブリ、ライ

ブラリーを参照しています。このため製品版インストール後にプロジェクトで参照しているアセンブリを

製品版に切り替える必要があります。 

プロジェクトが参照しているアセンブリ、ライブラリーの製品版への切り替え 

Windows Forms、ASP.NET プロジェクトの場合 

プロジェクトが参照しているアセンブリを製品版に切り替えるための「バージョン ユーティリティ」が提

供されています。 

 バージョン ユーティリティのインストール 

インストール時に[バージョン ユーティリティ] を選択することでこのツールをインストールす

ることが可能です。また、Visual Studio🄬 拡張機能をインストールすることで後述のように 

Visual Studio からバージョン ユーティリティを起動することができるようになります。 
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 バージョン ユーティリティの利用 

バージョン ユーティリティがインストールされるとスタート メニューに登録されます。 

 

 

また、上記の Visual Studio🄬 拡張機能をインストールした場合に下記のように Visual Studio 

からも起動します。 

 

 

使用方法についてはそれぞれのヘルプトピックをご参照ください。 
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 Windows Forms - https://jp.infragistics.com/help/winforms/win-upgrading-a-

project-to-infragistics-windows-forms-11-1-(and-above)-using-version-utility 

 ASP.NET - https://jp.infragistics.com/help/aspnet/web-using-version-upgrade-utility 

 

その他のプロジェクトの場合 

その他のプロジェクトについてはそれぞれのヘルプ トピックを参照し、アセンブリ、ライブラリーの参照

先、インポート先を製品版に変更してください。 

 WPF - https://jp.infragistics.com/help/wpf/wpf-about-trial-assemblies 

 Ignite UI (JavaScript/HTML5) - https://jp.igniteui.com/help/getting-started 

 Xamarin.Forms - https://jp.infragistics.com/help/xamarin/xamarin-project-with-

infragistics-controls 

 

4. まとめ 

このインストール手順書ではユーザー登録からトライアル版のインストールの方法、製品版へのアップグ

レードについて解説を行いました。ダウンロードやインストール、プロジェクトが参照するライブラリー

の切り替えについて問題が発生した場合は各種お問合せ先までご連絡下さい。 

 

https://jp.infragistics.com/help/winforms/win-upgrading-a-project-to-infragistics-windows-forms-11-1-(and-above)-using-version-utility
https://jp.infragistics.com/help/winforms/win-upgrading-a-project-to-infragistics-windows-forms-11-1-(and-above)-using-version-utility
https://jp.infragistics.com/help/aspnet/web-using-version-upgrade-utility
https://jp.infragistics.com/help/wpf/wpf-about-trial-assemblies
https://jp.igniteui.com/help/getting-started
https://jp.infragistics.com/help/xamarin/xamarin-project-with-infragistics-controls
https://jp.infragistics.com/help/xamarin/xamarin-project-with-infragistics-controls

