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jQuery、ASP.NET MVC、HTML 5、CSS に特化したイン

フラジスティックスのコントロール群は、高度な Web ユーザー エ

クスペリエンスの実現を強力にサポートします。Web テクノロジ

ーの強固な基盤をプラグインや機能拡張を使用せずに構築で

きます。 
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インストール 

ダウンロード 
Ignite UI 2019.1 サービス リリース ダウンロード 

  

リリース ノート 

ID コンポーネント カテゴリ 説明 

263015 Excel バグ修正 AxisBetweenCategories が間違った軸に影響する問題。 

263052 Excel バグ修正 シリーズ線のスタイルが変更できない問題。 

263317 Excel バグ修正 SetSourceData を使用すると軸ラベルが正しく表示されない問題。 

251549 Excel バグ修正 

テキストボックスの一部のテキスト形式が Excel ファイルを読み込んで保存した後に

失われる問題。 

GH1928 Excel バグ修正 

OA 日付の問題の修正 

注: 

Dec 30, 1899 のタイムゾーン オフセットが特定のタイムゾーンで発生する現在のタ

イムゾーンオフセットと異なる場合、OA の日付との変換方法に問題がありました。 

263844 https://www.igniteui.com/download  バグ修正 2019 vol.1 のプロダクション スクリプトは生成できません。 

263876 igDataChart バグ修正 

値オーバーレイを追加すると typeError が未定義のプロパティ 'name' を読み込め

ない問題。 

264338 igDataChart バグ修正 

axisAnnotationFormatLabel を設定すると TypeError がスローされる j が関

数ではない問題。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
https://www.igniteui.com/download
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GH1921 igDatePicker バグ修正 

igDatePicker: 日付を強調表示するマウスオーバーがコントロールを再作成した後

に機能しない問題。#1921 

GH1903 igDatePicker/igDateEditor バグ修正 

[igDateEditor/igDatePicker] キャッチできない TypeError: IME の代替テキ

ストのドロップダウンからマウスクリックで数字以外の日本語テキストが選択されている

と、null のプロパティ 'length' を読み取ることができない問題。#1903 

GH1916 igDialog バグ修正 

[igDialog] モーダル ダイアログがネストされていると、親ダイアログにスクロールバーが

表示される問題。#1916 

GH1930 igEditors バグ修正 

igEditors: Bootstrap Theme Generator のデフォルトテーマが適用されている

場合、入力テキストが表示されない問題。#1930 

260849 igGrid バグ修正 

defaultColumnWidth が "*" に設定されていて、データ以外の列があり、

autoFitLastColumn が true の場合、水平スクロールバーがレンダリングされる問

題。 

注:  

デフォルトの列幅を自動サイズ ("*") に設定して、autoFitLastColumn が true 

で、行セレクタ列などのデータ以外の列がある場合、水平スクロールバーはレンダリング

されません。 

262507 igGrid バグ修正 

[Internet Explorer 11] 水平スクロールバーが突然左に動く問題。 

注: 

この修正により、スクロールバーの誤動作がなくなりました。 

263319 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 

移動中の列のキーにアンダースコア (_) が含まれている場合、移動中のダイアログの

列の位置が変更されない問題。 

注: 

この修正により、移動ダイアログ内の ID にアンダースコアを含む列をドラッグできるよう

になりました。 

263650 igGrid (Filtering) バグ修正 重複した headerText がグリッドに存在すると、フィルタがー誤って適用される問題。 
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263713 igGrid (Filtering) バグ修正 

[Internet Explorer 11] 詳細フィルター ダイアログで、jQuery-3.3.1 が使用さ

れていると、オペレーター ドロップダウンに選択項目が表示されない問題。 

262977 igGrid (Filtering) バグ修正 

複数のフィルターが適用されていると、ドロップダウンのフィルター条件が正しく設定され

ない問題。 

注: 

複数の条件が異なる列に適用されると、すべてのフィルタリング条件がドロップダウンに

正しく設定されます。 

262631 igGrid (GroupBy) バグ修正 

仮想化が有効な場合にグループ化された行の colspan に誤りがある問題。 

注: 

仮想化が有効な場合のグループ化された行の colspan が正しくなりました。 

262431 igGrid (igGridExcelExporter) バグ修正 エクスポートされた列幅はが igGrid 上でグループ化されると長くなる問題。 

261942 igGrid (Updating) バグ修正 

グリッドが編集モードに入り、コンボ エディター プロバイダーがある場合、ユーザーが水

平にスクロールすると IE 11 に水平スクロールが表示される問題。 

263715 igGrid (仮想化) バグ修正 

[Internet Explorer 11]   

virtualizationMode = "continuous" を設定し、jQuery 3.3.1 を使用する

と、垂直スクロールが正しく機能しない問題。 

262919 igHierarchicalGrid バグ修正 

[Internet Explorer 11] 子グリッドのレンダリング、削除、およびウィンドウのサイズ

変更後に未定義のエラーがスローされる問題。 

263558 igSpreadsheet バグ修正 

Uncaught TypeError: 図形を含む列を削除するときに null のプロパティ 

'workbook' を読み取れない問題。 

263559 igSpreadsheet バグ修正 図形を含む表示された隠れた行をドラッグすると jQuery でエラーが発生する問題。 

263560 igSpreadsheet バグ修正 テキスト ボックスの水平方向の配置が失われる問題。 

263561 igSpreadsheet バグ修正 テキストボックスの空の行が失われる問題。 

263283 igSpreadsheet バグ修正 

セルに DATE 関数を入力しても、そのセルの日付フォーマットは自動的に設定され

ない問題。 
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264064 igSpreadsheet バグ修正 TypeError: 未定義のプロパティ 'a' が設定できない問題。 

264187 igSpreadsheet バグ修正 

TypeError: チャートとテーブルを含むワークブックをロードするときに null のプロパテ

ィ 'd' を読み取れない問題。 

GH1939 igTree バグ修正 

igTree の nodeDropping イベントと nodeDropped イベントは、引数でツリー

を公開する必要がある問題。 

GH1933 Webpack バグ修正 Ignite UI の Webpack サポートが壊れている問題。 

 


