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検索

InClip
Webページを簡単に取り込み、書き込みを入れてPDFで保存できるソフト
■Windows 7/Vista/XP

このソフトをダウンロードする

■サンプル版

ブラウザ上からワンクリックでWebページを取り込み、メモなどを追加して、
PDF形式で保存できるソフト。
ソフトを探すならソフトナビ

「InClip」は、Webページのイメージを保存するための“ホームページPDFクリッ
パー”。Internet Explorerのツールボタンとして登録され、レイアウトを保った
ままWebページを取り込んで、PDF文書に保存できる。PDF文書にマークやア
ンダーライン、テキストを追加したり、検索のためのキーワード（タグ）を付加
したりすることも可能。IE 6/7/8で動作する。

画像・グラフィック 圧縮・解凍 ゲー
ム CD・DVD・ライティング 高速化
カレンダー・時計・時刻合わせ ダウ
ンロード テキストエディタ 復元・削
除 付箋 エクセル（Excel） デジカ

メイン画面。Webページ上に、線やテキス
トを自由に書き込める。テキストはあとから編
集を加えることも可能
l

特徴のひとつが、PDF文書の文字情報がテキストとして保持され、PDFビュー
アやWindowsの検索機能で内容の検索を行えること。透明テキスト付きの
PDFでファイル保存され、ユーザの指定した文字列で検索を行えるようになっ ◎そのほかのスクリーンショット
l ツールボタンとして登録され、クリック一
ている（製品版では、文書にはない「タグ」を付加する機能があり、PDFに任 発でWebページを取り込める
l 「InClip」で作成したPDFファイル（エクスプ
意のキーワードを埋め込むことも可能）。
ローラで表示）

l
l

バックアップ

最近のレビュー記事
InClip
Webページを簡単に取り込
み、書き込みを入れてPDFで
保存できるソフト
SimpleDipper
大容量ファイルでも目的の個
所をすばやく表示できるテキ
ストビューア

「らくがき」ツールも用意され、文書にメモを書き込むことも可能。体験版で
は、
l

メ・写真 動画 携帯 キャプチャ

PC Tools インターネットセ
キュリティ 2 0 1 0
さまざまな監視機能やゲーム
モードなどを備えた統合型セキュリ
ティ対策ソフト

フリーハンドのラインを描ける「ペン」
ラインを消す「消しゴム」
「テキスト」入力用のツール

を利用できる。線や文字色を設定したり（カラーパレットを使用）、テキストのフォント/スタイル/サイズを設定したりす
ることも可能だ。
テキストは、簡易エディタ型のパレット上で文字の編集を行った上で、文書に貼り込む。マウスのドラッグで、テキスト
を文書の任意の場所に移動できるほか、テキストの内容を再びパレット上で再編集することもできる。

Little wing～小さ な翼～
X EDGE- クロスエッジ独裁的な軍事組織に立ち向
かう6人の冒険者の姿を描いた長編
ファンタジーRPG
FavPopupCalendar
天気予報の表示も可能な、
壁掛けカレンダー風のデスク
トップカレンダー

ま す ま す便利になった「Yahoo!ツールバー」を使おう! !

AmiVoice SP
話した言葉をスピーディにテ
キストに変換できる音声認
識・入力ソフト

※動作環境：Windows 7/Vista/XP/2000（日本語版）、IE 6.0以降（日本語版）

reviewer's EYE

Jpeg Resizer

JPEG画像の圧縮率を調整
「Webページのイメージをまるごと残しておきたい」という人に便利なクリッピングソフト。ｔにかく「ボタンクリックですぐに
し、指定のファイルサイズに
取り込める」手軽さがよい。筆者の環境では、ブラウザからのイメージの取り込みには、十数秒程度かかった（画面 収めてくれるソフト
にはその間「読み込み中」を示す「InClip」のロゴが表示される）。

メイン画面は、取り込んだイメージが表示される作業エリアの上に、らくがきツールやタグ入力のためのエリアなどが
配置されたシンプルな構成。ボタン類もわかりやすいデザインで、はじめてでも直感的に使いこなせる。
製品版では、体験版の機能のほかに、線の太さの変更、図形（四角形/すい平直線）の描画ツールなどが追加され
る。
（坂下 凡平）
ソフト作者からひとこと

Star Shooter Maximum
2010
プレイごとに展開が変化す
る、高難易度の“レトロチック”シュー
ティングゲーム
Retro Music Editor
昔懐かしいゲーム風のサウン
ドを再現できるシーケンサ
Graduaters! ～グラディエ
イターズ！～
夜の校舎を舞台に、少年少
女三人の過去と現在のドラマが描
かれるデジタルノベル

ソフトを開発しようと思った動機、背景
会社内でのミーティングの際に、参照しようとしたWebページが存在しなくなったことがはじまりでした。また、「Webペ
ージの情報に、簡単に自分の伝えたい情報を付加して、紙媒体等に出力せず、他者に伝えたい。そして情報を共有
したい」という考えからはじまりました。
大人気!! 時代劇アクション巨編！ 「あずみ」

開発中に苦労した点
インストールするパソコンの状態やブラウザの状態によっては、正しく動作しないことがありました。原因を調査し、解
決方法の模索や対応に苦労しました。また、Webページによっては、ページ情報が正しく取得されない場合があり、そ
の対応が大変でした。

【 特 集 】Y a h o o !ツール
バーでインターネット
をもっと快適に～
「Yahoo!ツールバー」を
徹底解剖します。 （Win）

ユーザにお勧めする使い方
「InClip」では、Webページにテキストやラインの描画を行って、PDFとして出力することができます。この機能を使用
し、PDFに伝えたいコメントを描画することによって、情報や指示を的確に保存することができます。保存されたPDF
コードサイニング証明書
割引キャンペーン
はWindowsの検索機能を使用して検索することが可能で、簡単に情報を取り出すことができます。ご自身が公開して
いるショッピングサイトにセール情報などを加筆し、作成されたPDFをWeb上で公開することにより、タイムセール等の CubePDF
「いますぐ電子文書を作成したい」と
いう人にぴったりの簡単PDF作成ソ
チラシ代わりにすることもできます。
今後のバージョンアップ予定
現在、FlashやJavaScriptを使用しているページには未対応なので、将来的にはそれらに対応できればと思っていま
す。
（（株）KSコミューン）
● InClip Ver.体験版
l 作 者 ： （株）KSコミューン さん
l

対応OS ： Windows 7/Vista/XP

l

種 別 ： サンプル版

l

作者のホームページ ： http://www.ksc-3.co.jp/

l

補 足 ： 動作にはAcrobat Readerが必要。体験版のため、一部機能に制限がある。製品版は、ベクターPCショップで購入できる

上で紹介したソフト（およびその関連ソフト）のダウンロードページにジャンプします。ダウンロードページからソフトをダウンロードできます。ダウ
ンロードページには、作者データページへのリンクもあります。

InClip体験版 WebページにメモメモしてPDF Intelligence Web Clipper (62,903K)

フト
Tray Volume
マウスホイールやホットキーで、すば
やくサウンドの音量を調整できるソフ
ト
ESET Smart Security V4.2
パーソナルファイアウォールが強化
され、パフォーマンスの向上も図ら
れた「ESET Smart Security」の新
バージョン
僕と君の夏休み
十数年ぶりに訪れた小さな島での、
主人公と五人の少女との物語を描く
恋愛アドベンチャー
TuneUp Utilities
メンテナンス、チューニングから外観
のカスタマイズまでをカバーする統
合型パソコン快適化ソフト
エコろじっく
家庭内で手軽に実践可能な「エコ生
活のヒント」を見つけるアクションゲ
ーム
mPrint
QRコードや似顔絵入りの名刺を手
軽に作成できるソフト
CrossOver Mac 9 Standard
C4Pにより、アプリケーションのイン
ストール/実行が容易になった
「CrossOver Mac」の新バージョン
サイゴノトリデ
フィルタ機能で効率的にアーカイブを
作成できる、暗号化機能付きのアー
カイバ
マウスの距離計
地図上の2地点間の距離や移動時
間を簡単に計測できるソフト

「闇のイージス 」特集

「 InClip」 と同じカテゴリーの
他のレビュー
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