
本製品には、より詳細な「ユーザーズマニュアル」がPDF形式で収録されています。
ユーザーズマニュアルをご覧になるには、次のように操作してください。

1 ダウンロードNinjaをインストールします。
2  Windowsの＜スタート＞メニューから、＜すべてのプログラム＞→＜ダウンロードNinja ＞→
＜ユーザーズマニュアル＞の順に選びます。

ユーザーズマニュアルについて

スタートマニュアル
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このたびは「ダウンロードNinja 8」（以下、「ダウンロードNinja」と表記します）をお買い求めいただきまし
てありがとうございます。本ソフトを正しくお使いいただき、楽しく便利にご利用いただくために、必ず本書
をご一読いただきますようお願い申し上げます。

サポートサービスについて

ユーザー登録を行っていただいたお客様を対象に、所定のサポートサービスを提供しております。ユーザー
登録がお済みでない場合はサービスをご利用いただけませんので、お早めにユーザー登録を行ってください。

ユーザー登録方法

インターネットにアクセスして、イーフロンティアのWebサイトで登録してください。

■  株式会社イーフロンティア　マイページ 
※ご登録の際は、製品に同梱の［ライセンスカード］に記載されたシリアル番号が必要です。

https://store.e-frontier.co.jp/mypage/

お問い合わせについて

■  ダウンロードNinja　公式サイト
公式サイトには、製品に関する「よくあるご質問とその回答（FAQ）」を掲載しております。

http://www.e-frontier.co.jp/dlninja/8/

■  株式会社イーフロンティア　ユーザーサポート
「よくあるご質問とその回答（FAQ）」を参照しても問題が解決しない場合は、下記のサポートをご
利用ください。ユーザー登録をお済ませのお客様に3ケ月間ご利用いただけます。

●ホームページのお問い合わせフォーム
https://secure.e-frontier.co.jp/support/

※  お問い合わせには迅速な対応を心掛けておりますが、お問い合わせの内容によっては回答にお
時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

はじめに
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はじめに　

マニュアルの表記について
本書の解説画面にはWindows 7を使用しています。その他のバージョンのWindowsをお使いの場合、細部
のデザインに違いがある場合があります。特に配慮が必要な場合を除き、本書ではこれらの差異については
記述しません。
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ここでは、ダウンロードNinjaのインストールと起動方法、初期設定について説明します。

インストールする

「ダウンロードNinja」のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
しばらくするとインストール画面が表示されます。

［インストール開始］ボタンをクリックします。
セットアップ画面が表示されます。

［次へ（N）］ボタンをクリックし、以後、画面に表示されるメッセージに従って操作します。
セットアップが完了すると「InstallWizardの完了」画面が表示されますので、［完了］ボタン
をクリックします。

1

2

3

インストールと起動
準備
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準備　インストールと起動

起動する

ダウンロードNinaの起動は、デスクトップにあるアイコンを使って行います。

デスクトップにある「ダウンロードNinja」のアイコンをダブルクリックします。

また、Windowsの＜スタート＞メニューから起動する場合は、＜すべてのプログラム＞→ 
＜ダウンロードNinja ＞→＜ダウンロードNinja  ＞の順にクリックします。

次のようなメイン画面が表示されます。

メニューバー

ツールバー

表示バー

アイコンウィンドウ

ブックウィンドウ

レポートウィンドウ

ステータスバー

1

2
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準備　インストールと起動

Webブラウザを設定する
ダウンロードを始める前に、使用するWebブラウザを設定します。

ダウンロードNinjaを起動し、＜設定（C）＞メニューから＜ブラウザ選択（W）＞を選びます。

ここを選択します

使用するWebブラウザをクリックして選びます。

Internet Explorerのコンポーネントを利用したWebブラウザを使用する場合は、「その他の
ブラウザ（IEコンポーネント使用）」を選び、［参照］ボタンをクリックして、使用するWebブ
ラウザのプログラムを指定します。

Webブラウザの指定が終わったら、［OK］ボタンをクリックします。

Internet Explorer以外のWebブラウザをご使用の場合、「Ninjaバー」など、一部の機能
がご利用いただけません。ご注意ください。

1

2

3
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ページ全体をダウンロードする
STEP 1

Webブラウザで表示しているページの文字や画像などを丸ごと取り込む方法について説明します。ページ全
体を取り込むには、ツールボタンとメニューを使う方法と、ドラッグ・アンド・ドロップを使う方法があり
ます。

このスタートマニュアルでは、実際にインターネットに接続を行い、弊社のホームページ内にあるダウンロー
ドNinja練習用ホームページを題材にして操作の手順を説明していきます。練習用ホームページのURLは下
記のとおりで、

http://www.e-frontier.co.jp/dlninja/practice

このスタートマニュアルの記述で、「練習用のトップページを表示します」とある場合は、上記のURLをWeb
ブラウザで表示してください。
なお、ご利用のプロバイダへの接続料および通信料はお客様のご負担となります。

ツールボタンまたはメニューでダウンロードする
Webブラウザで表示中のページを取り込む方法を説明します。

Webブラウザで、ダウンロードNinjaに取り込みたいホームページを表示します。
ここでは、練習用のトップページを表示します。

1
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STEP 1　ページ全体をダウンロードする

ダウンロードNinjaを起動します。

Webブラウザ

ダウンロード
Ninja

ツールバーの［ダウンロード］ボタンをクリックします。
メニューから取り込むときは、＜ダウンロード（D）＞メニューから＜ブラウザが表示中の
ページをダウンロード（B）＞を選び、サブメニューから＜そのページのみ（0）＞を選びます。

メニューを使う
場合は、ここを
選択します

ダウンロード
ボタン

ダウンロード中は「ダウンロード中！」のダイアログが表示されます。
取り込みが完了すると、ダイアログが消えて下のような画面が表示されます。

ダウンロード結果を
報告するダイアログ
も表示されます

ダウンロードした
ページがアイコンと
して表示されます

2

3

4
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STEP 1　ページ全体をダウンロードする

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだページのデータをハードディスクに
保存します。
メニューから保存するときは、＜ファイル（F）＞メニューの＜上書き保存（S）＞を選びます。

ツールバーを使う場合は、
このボタンをクリックします

メニューを使う場合は、
ここを選択します

初めて保存するときは、次のようなダイアログが表示され、取り込んだデータを保存する
データベースを作成します。

1 データベースの名前を入力します

2 ここをクリックします

「ファイル名」と「保存する場所」は自動的に設定
されます。変更することも可能です

5
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STEP 1　ページ全体をダウンロードする

ドラッグ・アンド・ドロップでダウンロードする
WebブラウザのマークをダウンロードNinjaにドラッグ・アンド・ドロップするだけで、そのページ
をダウンロードすることができます。

Webブラウザで取り込みたいホームページを表示し、「アドレスバー」にあるアイコンをダウ
ンロードNinjaにドラッグ・アンド・ドロップします。
Internet Explorerの場合

Mozilla Firefoxの場合

1 マークの上でマウスの左ボタンを押したままにします

2  左ボタンを押したまま、マークをダウンロードNinjaの
アイコンウィンドウ上に移動します

3 アイコンウィンドウ上でマウスのボタンを離します

1
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STEP 1　ページ全体をダウンロードする

「このページのみダウンロードして貼り付ける。（H）」のオプションをオンにして、［OK］ボタ
ンをクリックします。

1  このオプションをクリックして、
オンにします

2 ここをクリックします

ページがダウンロードNinjaに取り込まれます。

ダウンロードしたページが
アイコンとして表示されます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだページのデータをハードディスクに
保存します。
メニューから保存するときは、＜ファイル（F）＞メニューの＜上書き保存（S）＞を選びます。

2

3

4
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STEP 1　ページ全体をダウンロードする

ダウンロードしたページを表示する
前の手順でダウンロードしたページを表示する方法を説明します。

アイコンウィンドウに表示されているアイコンをダブルクリックします。

1  ここをダブル
 クリックします

2  ダウンロードし
たページが表示
されます

ホームページを取り込むと、そのページ内にある画像なども一緒に取り込まれています。
それらのデータを見るときはツールバーの［部品］ボタンを押します。
元の表示に戻すときは、再度［部品］ボタンを押します。

1 このボタンをクリックします

2  ページに含まれている部品が
表示されます

1
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画像だけをダウンロードする
STEP 2

Webブラウザで表示しているページの画像は、ドラッグ・アンド・ドロップすればダウンロードできます。
また、そのページにあるすべてのJPEG形式の画像をまとめてダウンロードすることもできます。

画像をダウンロードする
画像をドラッグ・アンド・ドロップしてダウンロードする方法を説明します。

Webブラウザでダウンロードしたい画像があるページを表示します。
ここでは、練習用のトップページを表示します。

ダウンロードしたい画像をダウンロードNinjaにドラッグ・アンド・ドロップします。

1  画像の上でマウスの
左ボタンを押したま
まにします

2  左ボタンを押したま
ま、マウスをダウン
ロードNinjaのアイ
コンウィンドウ上に
移動します

3  アイコンウィンドウ
上でマウスのボタン
を離します

4   貼り付け方法を選択してください

5  画像が取り込まれ、
アイコンが表示され
ます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、ダウンロードした画像のデータをハードディス
クに保存します。
メニューから保存するときは、＜ファイル（F）＞メニューの＜上書き保存（S）＞を選びます。

1

2

3
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STEP 2　画像だけをダウンロードする

JPEG画像をまとめてダウンロードする
画像がJPEG形式の場合は、ドラッグ・アンド・ドロップではなく「ダウンロードウィザード」を利用
すると画像をまとめて一度に取り込むことができます。
ここでは下図のように、現在表示しているページのJPEG画像をダウンロードする方法について説明
します。

Webブラウザで取り込みたいJPEG画像があるページを表示します。
ここでは、練習用のトップページを表示し、「JPEG画像の取り込み練習」→「1.JPEG画像を
直接貼り付けてあるページ」の順にクリックして下のようなページを表示します。

ダウンロードNinjaの＜ダウンロード（D）＞メニューから、＜ダウンロードウィザード（W）＞
を選びます。

ここを選択します

1

2
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STEP 2　画像だけをダウンロードする

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」を選び、
「②ダウンロードの方法を選択してください（W）」から「JPEGのみダウンロード」を選びます。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

［実行］ボタンをクリックします。

1 ここをクリックします

2  JPEG画像がダウンロードされ、アイ
コンがアイコンウィンドウに表示され
ます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだ画像のデータをハードディスクに保
存します。
メニューから保存するときは、＜ファイル（F）＞メニューの＜上書き保存（S）＞を選びます。

3

4

5
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STEP 2　画像だけをダウンロードする

ダウンロードした画像を表示する
前の手順で取り込んだ画像を表示する方法を説明します。

アイコンウィンドウに表示されている画像のアイコンをダブルクリックします。

1 画像のアイコンをダブルクリックします 2 画像が表示されます

画像の表示に他のアプリケーションソフトを使う場合

方法A
表示したいアプリケーションのアイコンに、
アイコンウィンドウのアイコンをドラッグ・
アンド・ドロップします

方法B
表示したいアプリケーションのウィンドウ
に、アイコンウィンドウのアイコンをドラッ
グ・アンド・ドロップします

1
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STEP 2　画像だけをダウンロードする

 コラム：文字を取り込む
ホームページの文字だけを取り込むには「ドラッグ・アンド・ドロップ」と「コピー・アンド・ペー
スト」の方法があります。

1  取り込みたい文字や文章をド
ラッグして範囲指定します

2-a：ドラッグ・アンド・ドロップの場合
範囲指定した部分をドラッグ・アンド・ドロップでダウ
ンロードNinjaのアイコンウィンドウまで持って行き、マ
ウスの左ボタンを離します

2-b：コピー・アンド・ペーストの場合
範囲指定した部分で右クリックして、表示されたショー
トカットメニューから＜コピー（C）＞を選びます。ダウ
ンロードNinjaに移って＜編集（E）＞メニューから＜貼り
付け（P）＞を選びます

 コラム：閲覧したページを自動的に取り込む
自動ダウンロードを使うと、Webブラウザで閲覧するページを自動的にダウンロードしていくこと
ができます。自動ダウンロードは、ダウンロードがうまくいかない場合や、Java Scriptやフレーム
機能が使われているページをダウンロードする場合に便利です。
自動ダウンロードをメニューから設定する場合は、＜ダウンロード（D）＞メニューから＜自動ダウ
ンロード（A）＞を選びます。ツールバーから設定する場合は［自動］ボタンをクリックしてオンの状
態にします。
取り込みが終わったら、再度ツールバーの「自動ダウンロード」ボタンをクリックして自動ダウン
ロードをオフにします。

チェックされた状態に
します

ここをクリックして、
オンにします

ここを選びます
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ダウンロードNinjaのしくみ
STEP 3

ダウンロードNinjaでは、ページを1ページずつではなく、ホームページの階層を指定して一度にまとめて複
数のページや画像などをダウンロードすることができます。

ホームページの階層とは
ホームページは、最初に表示するトップページから、下の図のように各ページへ階層的にジャンプす
る仕組みになっています。このような仕組みをリンクまたはハイパーリンクといいます。

WELCOME

●アルバムへ
●日記へ

トップページ アルバムのページ

日記のページ

山の写真
海の写真

2010年
2011年

山a
山b

海a
海b

2010

2011
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

ホームページの階層とダウンロードNinjaの階層の関係
ダウンロードNinjaでは、現在表示しているページを「0階層目」、「0階層目」からリンクしているペー
ジを「1階層目」、「1階層目」からリンクしているページを「2階層目」として扱います。
前ページのホームページでトップページを表示している場合は、下のような階層に分けられます。
例えば、日記のページをすべて取り込むには、「日記のページ」を表示して、1階層目まで取り込めば良
い、ということになります。

トップページ

0階層目現在の表示ページ： 1階層目 2階層目 3階層目…

WELCOME

●アルバムへ
●日記へ

アルバムのページ

日記のページ

山の写真
海の写真

2010年
2011年

山a
山b

海a
海b

2010

2011

上記の例では、同じWebサーバ内（同一ドメイン）への操作を対象としています。他の
Webサーバ（他のドメイン）へのリンクの取り込み操作については、「他のドメインへの
リンクをダウンロードする」（33ページ）を参照してください。
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

1階層目までをダウンロードする
1階層目までを取り込む場合の操作を、下記のURLでアクセスできるダウンロードNinja練習用の
ホームページを例に説明します。練習用ホームページのURLは下記のとおりです。

http://www.e-frontier.co.jp/dlninja/practice

Webブラウザで上記の練習用のトップページを表示します。

ダウンロードNinjaの＜ダウンロード（D）＞メニューから、＜ダウンロードウィザード（W）＞
を選びます。

ここを選択します

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」を選び、
「②ダウンロードの方法を選択して下さい（W）」から「１階層目までダウンロード」を選び、［実
行］ボタンをクリックします。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

3 ここをクリックします

4  トップページ（0階層目）から見て、
1階層目にあたるページまでが絞り
込まれ、アイコンが表示されます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

1

2

3

4
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

2階層目までをダウンロードする
2階層目を設定すると、1階層目からリンクしているページまでを取り込むことができます。

Webブラウザで上記の練習用のトップページを表示します。

ダウンロードNinjaの＜ダウンロード（D）＞メニューから、＜ダウンロードウィザード（W）＞
を選びます。

ここを選択します

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」を選び、
「②ダウンロードの方法を選択して下さい（W）」から「2階層目までダウンロード」を選び、［実
行］ボタンをクリックします。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

3 ここをクリックします

4  トップページ（0階層目）から見て、
2階層目にあたるページまでが絞り
込まれ、アイコンが表示されます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

2階層目にあたる階層は、ホームページによっては、リンクするページの数や画像が大量
になる場合がありますのでご注意ください。

1

2

3

4
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

保存とデータベースのしくみ

●保存されるデータを確認する
あるページを丸ごと取り込むと、そのページで使用されている画像データなどすべてを取り込むこと
になります。ダウンロードNinjaでは、取り込んだ画像などを部品として扱っています。たとえば、前
ページで、2階層目まで取り込んだ場合を例に説明します。

［部品］ボタンをクリックすると、取り込まれている画像などを表示することができます。も
う一度［部品］ボタンを押すと、表示されなくなります。

ここを選択します

部品として取り込まれている
画像などが表示されます

データベースを保存（9ページを参照）すると、「マイドキュメント」内の「dNinja」フォルダ内
に、データベースと同じ名前のフォルダが作成され、取り込んだデータはすべて、そのフォル
ダ内に保存されます。
また、その際「○○.NFI」のように拡張子が「NFI」のファイルが作成されます。これは、取り込
んだデータを管理するためのダウンロードNinjaのデータベースファイルです。

例：「DN練習」というデータベースを保存した場合

DN練習.NFIDN練習
＊＊＊.htm
＊＊＊.gif
＊＊＊.gif

データベースファイル

取り込んだデータ

例
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

●保存するフォルダを変更する
標準では「マイドキュメント」内の「dNinja」フォルダにデータベースが保存されますが、データベー
スを保存するフォルダを変更することができます。

＜設定（C）＞メニューから＜一般設定（R）＞を選びます。

ここを選択します

「一般設定」ダイアログの「ファイル」タブにある「保存フォルダ（S）」に、データベースを保存
するフォルダを設定し、［OK］ボタンをクリックします。

3 ここをクリックします

2  ここにデータベースを保存する
フォルダを設定します

このボタンをクリックすると、
「フォルダの参照」ダイアログを
使ってフォルダを設定することが
できます

1 ここをクリックします

 コラム：データベースをバックアップする
データベースは、標準では「マイドキュメント」内の「dNinja」フォルダに保存されています。ダウ
ンロードNinjaからこのデータベースをCD-Rにコピーしてバックアップできます（DVD-R不可）。
Windows XPでCD-R/RWドライブが搭載されたコンピュータをお使いの場合、＜ファイル（F）＞
メニューの＜CD-R/RWへバックアップ（R）＞が便利です。（Windows XP以外のOSでは、このメ
ニューは表示されません）

◎手動でバックアップする場合（DVDへのバックアップも可能です。）
•すべてのデータベースをバックアップする場合は、この「dNinja」フォルダをコピーします。
• 特定のデータベースのみをバックアップする場合は、「dNinja」フォルダ内にあるバックアップし
たいデータベースのフォルダのみをコピーします。

1

2
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

データベースを開く
保存したデータベースを開く手順を説明します。ここでは、「マイドキュメント」内の「dNinja」フォル
ダに保存されている「DN練習」というデータベースを例にします。

＜ファイル（F）＞メニューから＜開く（O）＞を選びます。

1 ここを選択します

「開く」ダイアログで、データベースのフォルダ（ここでは「DN練習」を開き、「DN練習（.NFI）」
ファイルを選び、［開く（O）］ボタンをクリックします。

1 「DN練習」フォルダを開きます

2  データベースファイル「DN練
習」を選択します。お使いのコン
ピュータの設定によっては、拡張
子「.NFI」が表示されます

3 ここをクリックします

4 データベースが表示されます

1

2
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STEP 3　ダウンロードNinjaのしくみ

 コラム：ブックや子ブックでデータを整理する
1つのデータベースはブック単位や子ブック単位の階層でデータを管理したり、整理することがで
きます。たとえば、デジタルカメラ関連のホームページを取り込むときは、データベース名を「デジ
タルカメラ」にし、各メーカーごとにブックを作成して管理するとよいでしょう。

ブック名をメーカーごとにした例 「メーカーB」というブックの下に子ブックを
作成することもできます

●ブック・小ブックを作成する
ブックを作成するには、ツールバーの［ブック］ボタンをクリックし、ブック名を入力します。
子ブックを作成するには、まず親になるブックをクリックして選択します。そして、ツールバーの
［子ブック］ボタンをクリックし、ブック名を入力します。

子ブックを作成する
ときは、このボタンを
クリックします

ブックを作成すると
きは、このボタンをク
リックします

●すべてのブックの内容を一覧する
ブックの一番上にある「すべて」をクリックして選択すると、すべてのブックに保存されているデー
タを一覧で表示することができます。（小ブックの内容は一覧には表示されません）

すべてのブックの内容を
一覧表示するには、ここを
選択します

すべてのデータは同じフォルダで管理される
ブックや子ブックを作成すると、ブックウィンドウでは階層的な構図が表示されま
すが、これは仮想的なものです。データベース内にブックや子ブックのフォルダは
作成されません。データベース内のすべてのデータは、同一のフォルダ内に保存さ
れています。
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使ってみよう便利機能
STEP 4

動画共有サイトの動画を取り込んだり、指定した時間に取り込みを実行するタイマー予約をはじめとする、
ダウンロードNinjaをより便利に使うための機能や操作方法を説明します。
STEP 4でも、ほとんどの箇所で先に紹介した練習用のページを例に説明をします。URLは下記のとおりです。

http://www.e-frontier.co.jp/dlninja/practice

画像ページから大きい画像のみをダウンロードする
下の図のように、画像のサムネイル（小さいサンプル画像）が並んでおり、各サムネイルをクリックす
ると大きいサイズのJPEG画像が表示される、というページが多くあります。
ここでは、このページからサムネイル（15KB以下の画像）は取り込まずに、大きいサイズのJPEG画
像のみを取り込む手順を説明します。

Webブラウザで練習用のトップページを表示し、「JPEG画像の取り込み練習」→「2.サムネ
イル（小さいサンプル）が付いているページ」の順にクリックし、次のようなページを表示し
ます。

＜ダウンロード（D）＞メニューから＜ダウンロードウィザード（W）＞を選びます。

ここを選択します

1

2
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STEP 4　使ってみよう便利機能

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」を選び、
「②ダウンロードの方法を選択してください（W）」から「JPEGのみダウンロード（1階層目ま
で／ 15KB以上のもの）」を選び、［実行］ボタンをクリックすると、大きいJPEG画像のみが
取り込まれます。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

3 ここをクリックします

4  大きいJPEG画像
のみが取り込まれ
ます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

3

4
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STEP 4　使ってみよう便利機能

リンクを範囲選択してダウンロードする
リンク集のようなページから、いくつかのリンク先のページのみを取り込みたいことがあります。１
階層で取り込むと余計なリンクまで取り込んでしまいますし、１つずつリンク先を表示して取り込
むのは面倒です。こんなときは、取り込みたいリンクを範囲選択して取り込むと便利です。

Webブラウザで、練習用のトップページを表示します。

取り込みたいリンクをマウスでドラッグして範囲選択します。

取り込みたい範囲を範囲選択
します

選択範囲の上にマウスポインタをあわせて、マウスの右ボタンをクリックします。ショート
カットメニューから＜選択範囲をダウンロードNinjaでダウンロード（S）＞を選ぶと、範囲
選択したリンク先が取り込まれます。

1  選択範囲の上でマウスの右ボタンを
クリックします。ショートカットメ
ニューから、ここを選択します

2  範囲選択したリンク先が取り込ま
れます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

1

2

3

4
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STEP 4　使ってみよう便利機能

連番のページや画像をダウンロードする
renban1.htm、renban2.htm...や、diary1.jpg、diary2.jpg...などのように、ページや画像のファイル
名が連番になっているときは、連番ダウンロードを利用すると一度の操作でデータを自動的に取り込
むことができます。

Webブラウザで練習用のトップページを表示し、「連番ページの取り込み練習」→「連番ペー
ジへ」の順にクリックし、連番ページの最初のページを表示します。

＜ダウンロード（D）＞メニューから＜ダウンロードウィザード（W）＞を選びます。

ここを選択します

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」、「②ダウ
ンロードの方法を選択してください（W）」から「連番ダウンロード」を選び、［次へ（N）］ボタ
ンをクリックします。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

3 ここを選択します

1

2

3
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STEP 4　使ってみよう便利機能

「範囲」の枠に表示されているURLの番号の部分がボタンで表示されています。この内、右側
の連番の部分の「１」ボタンをクリックします。

ここをクリックします

「連番の範囲指定」ダイアログに、ダウンロードする範囲を設定します。例で使用している連
番ページは６ページありますので、「ダウンロード範囲（Ａ）」の右の欄を「６」に設定し、［OK］
ボタンをクリックします。

2 ここのボタンをクリックします

1 ここの値を「6」に設定します
 （連番ページは6ページあるため）

「ダウンロードウィザード」ダイアログに戻りますので、［実行］ボタンをクリックすると、連
番ページの1から6ページまでが取り込まれます。

1 このボタンをクリックします

2  連番ページの1から6ページまでが
取り込まれます

4

5

6
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STEP 4　使ってみよう便利機能

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

◎連番の画像を取り込む
②の操作で、最初の画像をアイコンウィンドウにドラッグ・アンド・ドロップして取り
込みます。取り込んだ画像のアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、表示されたメ
ニューから＜ダウンロードウィザード（W）＞を選びます。あとは同様に③からの操作を
行います。

参照URLに画像を指定します

◎前述の「レベル1」までの取り込みでは、そのページからリンクされているページや画
像のみが取り込まれますが、連番取込を使用すると、そのページからリンクされていない
ページや画像（例：練習用ページのrenban_7.htm、diary_7.jpg）も取り込める場合があ
ります。

7
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STEP 4　使ってみよう便利機能

他のドメインへのリンクについて
ハイパーリンクについては18ページで説明しましたが、ハイパーリンクには、同じコンピュータに保存されて
いるページにリンクされているものと、別のコンピュータに保存されているページにリンクされているもの
があります。一般的に、前者を「同一ドメイン内のリンク」と呼び、後者を「他のドメインへのリンク」と呼び
ます。

●他のドメインへのリンクのしくみ
ホームページ用のデータは、「Webサーバ」と呼ばれるコンピュータに保存されています。Webサーバ
1台1台には個別のドメイン名が付いており、保存されているページのURLも異なります。

Webサーバ
http://www.e-frontier.co.jp/

Webサーバ
http://artistside.com/

同一ドメイン内の
リンク

他のドメインへのリンク
違うWebサーバーに保存された
ページを参照します。

ダウンロードNinjaは標準で同一ドメイン内のページのみを取り込もうとします。このため、他のドメ
インにリンクしているページも一緒に取り込む場合には、他のドメインへのリンクを取り込むことを
指定する必要があります。
他のドメインへのリンクを取り込む手順については、次ページの「他のドメインへのリンクをダウン
ロードする」（33ページ）を参照してください。
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STEP 4　使ってみよう便利機能

他のドメインへのリンクをダウンロードする
他のドメインへのリンクを取り込むには「ダウンロードウィザード」を利用します。
ここでは、練習用ページのトップページを例に説明します。

Webブラウザで練習用のトップページを表示します。

＜ダウンロード（D）＞メニューから、＜ダウンロードウィザード（W）＞を選びます。

ここを選択します

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」を選び、
「②ダウンロードの方法を選択してください（W）」から「１階層目までダウンロード」を選び、
［詳細設定（N）］ボタンをクリックします。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

3 ここをクリックします

「URL（Ｕ）」の欄に、トップページのURLが表示されていることを確認し、［次へ（N）］ボタン
をクリックします。

1 トップページのURLを確認します

2 ここをクリックします

1

2

3

4
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STEP 4　使ってみよう便利機能

階層のレベルを「レベル１」に設定し、［次へ（N）］ボタンをクリックします。

1 レベル１を設定します

2 ここをクリックします

「場所（P）」から「制限なし」を選び、［実行］ボタンをクリックして、取り込みを開始します。
「トップページからリンクしているページが、他のドメインへのリンクも含め取り込まれます。

1 「制限なし」を選択します

2 ここをクリックします

3  他のドメインのページ
が取り込まれます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

5

6

7
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STEP 4　使ってみよう便利機能

 コラム：「ダウンロードウィザ－ド」をタブ付きダイアログに切り替える 
「ダウンロードウィザ－ド」は対話型のダイアログなので迷うことなく操作することができますが、
慣れてきたらタブ付きダイアログに変更した方がすばやく操作することができます。

標準のダウンロードウィザード タブ付きダイアログ

●タブ付きダイアログに切り替える
タブ付きダイアログヘの変更は、次の操作で行います。

＜設定（C）＞メニューから＜一般設定（R）＞を選びます。

ここを選択します

「一般設定」ダイアログの「一般」タブにある「ダウンロードウィザ－ドを使う（W）」の
チェックをオフにし、［OK］ボタンをクリックします。

1  ここをクリックしてチェックマークを
外します

2 ここをクリックします

●ウィザード形式に切り替える
上記②の操作で、「ダウンロードウィザ－ドを使う（W）」のチェックマークをオンにし、［OK］ボタ
ンをクリックします。

1

2
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STEP 4　使ってみよう便利機能

時間を予約してダウンロードする
複数のホームページや大きなホームページをまとめて就寝中や特定の時間に取り込みたいという場
合には、「タイマー予約」機能を利用します。

●練習用ページの取り込みを指定した時間に予約する
予約取り込みをするページと取り込みを実行する時間を「ダウンロード予約ウィザード」で設定します。

Webブラウザで、練習用のトップページを表示します。

「ダウンロードNinjaの＜機能（O）＞メニューから＜ダウンロード予約（D）＞を選び、＜予約
ウィザード（W）＞を選びます。

ここを選択します

＜予約ウィザード（W）＞ではなく、＜予約追加（W）＞と表示されている場合は、コラム「ダ
ウンロードウィザ－ドをタブ付きダイアログに切り替える」（35ページ）を参照して、ウィザー
ド形式のダイアログを使用するように設定してください。

「URL（U）」に表示されているURLを確認します。
続いて、取り込む階層のレベルを「深さ（L）」に、URLによる制限を「場所（S）」に設定します。 
ここでは、どちらも初期設定のままにしておきます。

1 URLを確認します

2 レベルを設定します

3 URLの制限を設定します

1

2

3
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STEP 4　使ってみよう便利機能

「予約の名前（Y）」に、任意の名前を入力します。ここでは、「練習用ホームページ」と入力します。

予約の名前を入力します

「時間の指定」枠にあるドロップダウンリストから、「タイマー予約で１回だけ」を選び、「開始
時刻」を23時0分に設定して、［完了］ボタンをクリックします。

「タイマー予約で1回だけ」を選びます

23時0分に設定します

ここをクリックします

現在、Windowsにログイン中のアカウントのパスワードを入力し、［OK］ボタンをクリック
します。

1  ログイン中のアカウントのパスワード
を入力します

2 ここをクリックします

現在ログイン中のアカウントにパスワードが設定されていないと、タイマー予約
の実行が正常に行われません。Windowsのコントロールパネルの「ユーザー アカ
ウント」でパスワードを設定してください。
なお、パスワードの設定方法についてはWindowsのヘルプ等を参照してください。

4

5

6
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STEP 4　使ってみよう便利機能

タイマーをオンにする
設定したタイマー予約を実行するには、タイマーをオンにする必要があります。ツールバーの［タイ
マー］ボタンをクリックしてオン（押された状態）にします。ステータスバーに「タイマー予約中」と表
示されます。
タイマーをオンにしておけば、予約した時間になると自動的にダウンロードNinjaが起動して、ダウン
ロードが実行されます。もちろん、ダウンロードNinjaが起動したままになっていても、予約した時間
になれば予約は実行されます。

このボタンをオン（押された状態）にします

「タイマー予約中」のメッセージが表示されます

タイマー予約を一時的に中止したいときは、ツールバーの［タイマー］ボタンをク
リックして、オフ（押されていない状態）にすると、予約は実行されなくなります。
＜機能（O）＞ー＜ダウンロード予約（D）＞ー＜タイマー予約（T）＞を選んでも予約の実
行のオン／オフを切り替えられます。
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STEP 4　使ってみよう便利機能

タイマー予約の内容を編集する
タイマー予約の内容を変更／削除したり、一部の予約のみを一時的に中止にすることができます。

＜機能（O）＞メニューから＜ダウンロード予約（D）＞を選び、＜リスト編集（E）＞を選びま
す。「ダウンロード予約リスト編集」ダイアログが表示されます。

タイマー予約の内容変更／削除を行います。
●予約の内容を変更するには

1  「アクセス順」で内容を変更したい予約
をクリックします

2  ［編集（E）］ボタンをクリックすると「ダ
ウンロード予約ウィザード」が表示され
ます。37ページからの説明を参考に内容
を変更します

●一部の予約を一時的に中止するには

中止にしたい予約名の左にあるチェック
ボックスをオフにします

1

2
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●予約を削除するには

1  「アクセス順」で削除したい予約をク
リックします

2 ［削除（D）］ボタンをクリックします

予約内容の変更が終ったら、［OK］ボタンをクリックします。

タイマー予約の内容を、予約した時間に関係なく今すぐ実行するには＜機能（O）＞メ
ニューの＜ダウンロード予約（D）＞にある＜予約実行（X）＞を選択します。

ここを選択します

「ダウンロード予約実行」ダイアログが表示されますので、実行する予約にチェックマー
クを付け、［OK］ボタンをクリックします。

2 ここをクリックします

1  実行する予約にチェックマー
クを付けます

3



41

STEP 4　使ってみよう便利機能

動画サイトの動画をダウンロードする
動画サイトで配信、掲載されている動画は、ホームページを丸ごと取り込むことでダウンロードする
ことができます。

ツールバーの［自動ダウンロード］ボタンをオン（押された状態）にします。

1  このボタンをオン（押された状
態）にします

自動ダウンロードボタンが
オンの状態

Webブラウザで動画サイトを表示し、ダウンロードしたい動画を再生させます。
再生させた動画の取り込みが自動的に始まります。

1 動画共有サイトを表示させます

1

2
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2  ダウンロードしたい動画を再生さ
せます

3  ページ全体のダウンロードが自動
的に始まります

取り込みが終わったら、再度ツールバーの「自動ダウンロード」ボタンをクリックして自動ダ
ウンロードをオフにします。

表示バーから、「主な音映像」を表示させて、ダウンロードした動画ファイルを表示させます。

1  「主な音映像」を選択し
ます

2  レポートウィンドウの
「ファイルの種類」が、
Flash Video、Windows 
Media Fi les、MPEG
ムービー、Shockwave 
Flash Object等なのが
動画ファイルです

3  動画ファイルをダブル
クリックすると再生で
きます

※Shockwave Flash Object（拡張子はSWF）の中には再生できないものもあります。

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

3

4
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キーワード検索して動画を一括ダウンロードする
一部の動画サイトの動画は、「動画検索ダウンロード」機能を使って、キーワードを含む動画を一括ダ
ウンロードすることができます。

ツールバーの［動画を検索してダウンロード］ボタンをクリックします。
または、＜ダウンロード（D）＞メニューから＜動画を検索してダウンロード（Q）＞を選びます。

このボタンをクリックします

「動画を検索してダウンロード」ダイアログが開きます。「検索文字列」で探したい動画のキー
ワードを入力します。

1 キーワードを入力します

2  利用する動画検索エンジンにチェッ
クを入れます

3  「動画のみ」を選択すると、動画だけを
ダウンロードします

4  ここをクリックすると、キーワードを
含む動画の取り込みが自動的に始ま
ります

※ 画面は開発中のものです。動画サイトの仕様変更等により、動画の検索／保存ができなくな
る等の可能性があることをあらかじめご了承ください。

1

2
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表示バーから「主な音映像」を表示させて、ダウンロードした動画ファイルを表示させます。

「主な音映像」を選択します

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

3

4
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ダウンロードした動画をiPod、iPhone、PSP用に変換する
ダウンロードしたFLV動画は、iPod、iPhone、PSPで再生するためのMP4形式に変換することがで
きます。

変換するFLV動画を選択して、＜ツール（T）＞メニューから＜動画の変換（G）＞を選びます。
選択した動画上で右クリックして選択することもできます。

2 ここを選択します

1  変換する動画を選択します

「動画の変換」ダイアログで、出力形式を指定して［開始（S）］ボタンをクリックします。

1  プルダウンから変換したい形式を選
択します

2 開始を押します

1

2
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STEP 4　使ってみよう便利機能

変換が終了すると「ファイル追加の確認」ダイアログが表示され、アイコンウィンドウに変換
された動画が追加されます。

変換された動画が追加さ
れます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

3

4
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音楽ファイルや動画ファイルをダウンロードする
MP3やRealAudio形式などの音楽（オーディオ）ファイルや、MpegやQuickTime、Windows 
Media Player形式、RealVideo形式などの動画（ビデオ）ファイルは、画像と同じように、音楽や動画
ファイルへのリンクをダウンロードNinjaにドラッグ・アンド・ドロップすることで取り込むことが
できます。

Webブラウザで練習用のトップページを表示し、「動画の取り込み練習」をクリックして、次
のようなページを表示します。

動画ファイルへのリンクをダウンロードNinjaにドラッグ・アンド・ドロップします。

1  動画へのリンクの上で、マウスの
左ボタンを押したままにします

2  左ボタンを押したまま、マウスポイ
ンタをダウンロードNinjaのアイコン
ウィンドウ上に移動します

3  アイコンウィンドウ上でマウス
のボタンを離します

1

2
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次のようなダイアログが表示されますので、「このページのみダウンロードして貼り付ける
（H）」のオプションを選び、［OK］ボタンをクリックすると動画や音楽ファイルが取り込まれ
ます。

1 このオプションを選びます

2 ここをクリックします

動画や音楽ファイル
が取り込まれます

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

3

4
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音楽や動画のストリーミングをダウンロードする
ストリーミング形式の音楽や動画は、ドラッグ・アンド・ドロップでは取り込むことはできませんが、
「ムービーレコーダ」を使用すれば取り込むことが可能です。
ストリーミングではなくても、ドラッグ・アンド・ドロップでは取り込めなかったり、設定ファイル
のみが取り込まれる場合なども、ムービーレコーダを使用すれば取り込めます。

Webブラウザで練習用のトップページを表示し、「動画の取り込み練習」→「3DCGソフト
Shadeプロモーション」の順にクリックして動画を再生します。

ダウンロードNinjaの＜ツール（T）＞メニューから＜ムービーレコーダ（A）＞を選びます。

1 ここを選択します

ムービーレコーダが表示されますので、音楽（AUDIO）を取り込むのか、動画（VIDEO）を取
り込むのかを選びます。

音楽（AUDIO）　　動画（VIDEO）

動画を取り込む場合は、取り込む動画のウィンドウを指定します。

ここをクリックします

1

2

3

4
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「録画するウィンドウの指定」ダイアログが表示されます。

1  録画ポインタの上でマウスの
 左ボタンを押したままにします

2  左ボタンを押したまま、録画ポイ
ンタを動画の上まで移動します

3  点滅する枠が動画のまわりに表示されている
ことを確認して、マウスの左ボタンを離します

4 ここをクリックします

ムービーレコーダの［録音・録画］ボタンをクリックします。
音楽や動画（キャプチャモニターが表示されます）の取り込みが始まります。

ここをクリックします

音楽や動画の再生が終わったら、ムービーレコーダの［停止］ボタンをクリックします。

ここをクリックします

キャプチャモニター
動画をキャプチャしているとき、その内容を確認できます

保存を確認するダイアログが表示されますので、［はい］ボタンをクリックすると、ムービー
レコーダで取り込んだ音楽や動画が取り込まれます。

ここをクリックします

音楽や動画が取り込まれます

5

6

7
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保存時に「mpeg形式への変換」ダイアログが表示されることがあります。取り込んだ動画を
Mpeg形式に変換する場合は［開始（S）］ボタン、変換しない場合は［変換せずに追加（A）］ボ
タンをクリックします。

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

動画を取り込む場合、取り込む動画の種類や再生ソフトにより、黒い画面が取り込
まれたり、うまく取り込めないことがあります。この場合、再生ソフトに「ハード
ウェアアクセラレータを使わない」設定があれば、それを試してみてください。取
り込める場合があります。

◎WindowsMediaPlayer：
＜ツール（T）＞メニューから＜オプション（O）＞を選び、表示される「オプション」ダイ
アログの「パフォーマンス」タブにある「WMVファイルのDirectXビデオアクセラレータ
を有効にする（X）」のチェックを外します。

◎QuickTimePlayer：
＜編集（E）＞メニューの＜設定＞のサブメニューから、＜QuickTime設定（U）＞を選び
ます。「QuickTime設定」ダイアログが表示されるので、「詳細」タブを選び、「ビデオ」グ
ループにある「セーフモード（GDIのみ）」を選びます。

◎RealPlayer：
＜ツール（T）＞メニューから＜環境設定（P）＞を選び、「カテゴリ（Y）」のハードウェアで
表示されるビデオカードの互換性を「高信頼性」に設定します。

Windows Media Player形式のストリームデータの場合、「音楽ファイルや動画ファイ
ルをダウンロードする」（47ページ）で紹介した、リンクをダウンロードNinjaにドラッグ・
アンド・ドロップする方法でダウンロードすることができる場合があります。その場合、
ダウンロードしたファイルを再生するには、ダウンロードNinjaが必要です。

8
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ポッドキャスティングをダウンロードする
ポッドキャスティングの取り込みは、ポッドキャスティングのリンクのアイコンをダウンロード
Ninjaにドラッグ・アンド・ドロップすることで取り込むことができます。

Webブラウザで練習用のトップページを表示し、「ポッドキャスティングの取り込み練習」を
クリックして、次のようなページを表示します。

ポッドキャスティングのアイコンをダウンロードNinjaにドラッグ・アンド・ドロップします。

1  ポッドキャスティングのアイコンの上で、
マウスの左ボタンを押したままにします

2  左ボタンを押したまま、マウスポインタをダウン
ロードNinjaのアイコンウィンドウ上に移動します

3 アイコンウィンドウ上でマウスのボタンを離します

1

2
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次のようなダイアログが表示されますので、「ダウンロードウィザード（W）」のオプションを
選び、［OK］ボタンをクリックします。

1 このオプションを選びます
2 ここをクリックします

「①ダウンロードの起点を選択してください（S）」から「ブラウザで表示中のページ」、「②ダウ
ンロードの方法を選択してください（W）」から「ポッドキャスティング ダウンロード」を選
び、［実行］ボタンをクリックします。

1 ここを選択します

2 ここを選択します

3 ここをクリックします

4  ポッドキャスティング
が取り込まれます

5 すべて表示にします

ツールバーの［保存］ボタンをクリックして、取り込んだデータを保存します。

3

4

5



54
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ダウンロードコントローラでダウンロードする
このマニュアルではダウンロードNinja本体からの操作を説明していますが、「ダウンロードコント
ローラ」や「Ninjaバー」（56ページ）を使えば、ページの取り込みがより快適になります。
「ダウンロードコントローラ」は、画面の左上角に表示したツールバーから取り込み操作を行えるよう
にしたものです（場所は自由に移動できます）。ダウンロードNinjaのウィンドウが邪魔になることな
く、ホームページの閲覧・取り込みが行えます。

ダウンロードコントローラ

●ダウンロードコントローラを表示する
ダウンロードコントローラを表示するには、次の２種類の方法があります。
ダウンロードNinjaのタイトルバーの右にある［最小化］ボタンをクリックして最小化します。
または、＜表示（V）＞メニューから＜ダウンロードコントローラ（R）＞を選びます。

ここをクリックします

ダウンロードNinjaを最小化しない
場合は、ここを選びます
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●ページを取り込む
ダウンロードコントローラを使って、Webブラウザで表示中のページを取り込むには、次のように操
作します。

Webブラウザで、取り込みたいホームページを表示します。

ダウンロードコントローラの［ブラウザが表示中のページをダウンロード］ボタンをクリック
します。

ここをクリックします

●ダウンロードNinjaを再表示する
ダウンロードNinjaを最小化してダウンロードコントローラを表示させた場合は、［ダウンロード
Ninjaを元のサイズに戻す］ボタンをクリックすると、ダウンロードNinjaが元のサイズに戻ります。

ここをクリックします

1

2
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Ninjaバーでダウンロードする
Internet Explorer 5以上をお使いなら、「Ninjaバー」をInternet Explorerのツールバーとして表示
することができます。また、Ninjaバーから取り込み操作を行うと、自動的にダウンロードNinjaが起
動して取り込みを行うので、あらかじめ起動しておく必要もありません。

●Ninjaバーを表示する
Ninjaバーを表示するには、次のように操作します。

ダウンロードNinjaの＜設定（C）＞メニューから＜一般設定（R）＞を選びます。

ここを選択します

「一般」タブにある「Ninjaバーをツールバーに、Ninjaサイドバーをエクスプローラバーに表
示する（N）」のチェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。

1  このチェックボックスを
オンにします

2 ここをクリックします

Internet Explorerを起動します。
既に起動している場合は、一度終了して、再度起動します。

1

2

3
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Ninjaバーを表示する場合は、Internet Explorerの＜表示（V）＞メニューにある＜ツール
バー（T）＞で表示されるサブメニューから、＜Ninjaバー（J）＞を選びます。

ここをクリック
します

Internet ExplorerにNinjaバーが表示されます。

Ninjaバ ー が
表示されます

●ページを取り込む
Ninjaバーから取り込むには、次のように操作します。

Internet Explorerで、取り込みたいホームページを表示します。

Ninjaバーの［ダウンロード］ボタンをクリックします。

ここをクリックします

4

5

1

2
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エクスプローラからデータを取り込む
ダウンロードNinjaでは、インターネットから取り込む以外に、ハードディスクやCD-ROMなどにあ
るファイルやフォルダを取り込むこともできます。

Windowsに付属のエクスプロ－ラなどで、取り込みたいファイルやフォルダを表示し、ダウ
ンロードNinjaのアイコンウィンドウにドラッグ・アンド・ドロップします。

ドラッグ・アンド・ドロップしたファイルのアイコンがアイコンウィンドウに追加されます。

1

2
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取り込みに失敗したときの対処方法
ホームページの中には凝ったデザインを施すためにフレームやJava Scriptなどのスクリプト等を
使ったページが多くあります。これらのページはうまく取り込めない場合があるのですが、「自動ダウ
ンロード」を利用することで取り込みに成功する場合があります。

自動ダウンロードへの切り換えは、ツールバーの「自動ダウンロード」ボタンをクリックしてオン（押
された状態）にします。メニューから切り換えるときは、＜ダウンロード（D）＞メニューの＜自動ダウ
ンロード（A）＞を選びます。そして、うまく取り込めなかったページをWebブラウザで表示すれば取
り込むことができます。取り込みが終わったら、再度ツールバーの「自動ダウンロード」ボタンをク
リックして自動ダウンロードをオフにします。

オフの状態

オフの状態

オンの状態
（ボタンが押されている）

オンの状態
（チェックマークが付いている）

Java Scriptなどを使ったページを取り込んだ場合、取り込んだページを表示する際には「クイック
サーバ機能」を使用する必要があります。詳しくは、「ユーザーズマニュアル」（PDFマニュアル）の
「4.7.4 クイックサーバ設定」を参照してください。
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取り込み日ごとにデータを表示する
ダウンロードしたページやデータを、ダウンロードした日付けごとに絞り込んで表示できます。

絞り込むブックを選びます。すべてのブックを対象にする場合は「すべて」を選びます。

絞り込むブックを選びます

アイコンウィンドウに表示されているデータから絞り込みます

表示バーの［日付］ボタンをクリックし、日付ツリーウィンドウを表示します。

ここをクリックします

日付ツリーウィンドウ

表示する（絞り込む）取り込み日を選びます。

選んだ日付けに取り込んだデータ
だけが表示されます

表示したい取り込み日を選びます

1

2

3



61

STEP 4　使ってみよう便利機能

ページのURLをQRコードで表示する
ページや画像などを取り込んだときのURLを、QRコードとして画面に表示して、QRコード対応の携
帯電話に転送することができます。また、Ninjaバーをご利用の場合は、Internet Explorerで表示中の
ページのURLをQRコードで表示することができます。

●ページを取り込んだときのURLをQRコードで表示する

QRコードで表示したいページや画像などクリックして選択します。

QRコードを表示する
ページや画像をクリック
して選択します

＜ツール（T）＞メニューから、＜QRコード表示（Q）＞を選びます。

ここを選択します

QRコードが表示されます。

1

2

3
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QRコード対応の携帯電話で、表示されたQRコードを読み取ります。
なお、携帯電話でQRコードを読み取る方法については、携帯電話に付属のマニュアル等を参
照してください。

●Internet Explorerで表示中のURLをQRコードで表示する
Ninjaバーを使って、Internet Explorerで表示中のページのURLをQRコードで表示することができ
ます。なお、Ninjaバーの表示方法などについては、「Ninjaバーでダウンロードする」（56ページ）を参照
してください。

Internet Explorerで、QRコードで表示したいページを表示します。

Ninjaバーの［QRコード表示］ボタンをクリックします。

ここをクリックします

表示中のページのURLがQRコードで表示されます。

QRコード対応の携帯電話で、表示されたQRコードを読み取ります。
携帯電話でQRコードを読み取る方法については、携帯電話に付属のマニュアル等を参照して
ください。

4

1

2

3
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データベースをLANで公開する
ダウンロードNinjaに取り込んだホームページや画像データなどを、LAN（社内や構内のネットワー
ク）上で公開することができます。このデータはLANに接続しているパソコンからWebブラウザを
使って見ることが可能です。
これには「Ninjaクイックサーバ」（簡易HTTPサーバ）機能を使用します。

●Ninjaクイックサーバを設定する

LANに公開したいデータベースを開きます。

＜設定（C）＞メニューから＜クイックサーバ設定（H）＞を選びます。

ここを選択します

「Ninjaクイックサーバの設定」ダイアログで、次のように設定を行い、［OK］ボタンをクリッ
クします。

1 このチェックボックスをオンにします

3 ここをクリックします

2 このチェックボックスをオンにします

1

2

3
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下記のようなダイアログが表示されますので、表示されたURLをメモしておいてください。
公開したデータを見るときに必要になります。

次のようなダイアログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると、公開したデータを
すぐに確認することができます。

データベースの公開を終了するまで、ダウンロードNinjaを起動したままにしておきます。

●公開したページを見る
公開したデータを他のパソコンで表示するには、Webブラウザを起動して、上記でメモしておいた
URLを入力します。

他のパソコンでWebブラウザを起動し、メモしておいたURLを入力します。公開したデータ
が表示されます。

4

5

6
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