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Tera Term は、オリジナルの Tera Term Pro 2.3  の原作者公認の後継版です。オープンソースで開発されており、UTF-8 

表示に対応しています。 また、SSH1 対応モジュール TTSSH を拡張し、SSH2 プロトコルをサポートしています。

インストール

ダウンロードが完了したら、パッケージをクリック（もしくはダブルクリック）して実行する。するとインストールウィザードが起動するので、ウィザードの指示に従ってインストールする。なお、途中でイ

ンストール...
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 AZさんによるレビュー
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necesito este proyecto para mi escuela

 Georgeさんによるレビュー
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お仕事で使わせていただいております。 いくら稼がしてもらったか。 とても感謝しております。

 qwertyさんによるレビュー
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いつも重宝しています。ただ、ログを非表示で記録するようにして、そのあと、メニューの [ファイル] - [ログダイアログを表示] をクリックした後、再び非表示にできる機能がほしいです。今は、

一度ログを停止して再度ログを取り直せばできるけど･･･。[ログダイアログを表示] が ログダイアログが表示されているときは、 [ログダイアログを非表示] に変更されるようになるか、ログダ

イアログに非表示ボタンがあるとうれしいです。
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[SVN] リビジョン 5810 をコミットしました

チケット #34943 設定フォルダを開く Virtual Store対応。 まだ実装中なので、以前と動作は変わりませ...

16:23  Tera Term  yutakapon

[チケット] #34943 の詳細を更新しました

09:01  Tera Term  匿名

[マイルストーン] #1545: Tera Term 4.86を完了しました

01:35  Tera Term  yutakapon

[SVN] リビジョン 5809 をコミットしました

チケット #34943 設定フォルダを開く 設定 - 設定フォルダメニューを追加した。 teraterm.ini ファイ...
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主要対話語
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Windows

プログラミング言語

C

トピック

ファイル転送プロトコル (FTP)
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MLDonkey
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 バグを報告する

 文書を見る

 フォーラムで情報交換

 RSSを取得

FFFTPは、2ペイン型のFTPクライアントソフトです。ローカルのフォルダとFTPサーバー側のディレクトリを同期させるミラーリング

機能や漢字コードの変換機能、ファイアウォールやSOCKS、ワンタイムパスワードへの対応といった機能を備えています。

システム要件

Windows 7(32bit), Vista(32bit), XP(32bit), 2000

インストール

 more  more 
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このレビュー参考になりましたか?  はい はい   いいえ いいえ

(30 人中 2 人がこのレビューが参考になったと答えています)

 SNさんによるレビュー

評価:     

1.99a→1.99bに上げたところ、大量ファイルのアップロード時に頻繁に転送失敗して一部のファイルがアップロードできない状況が頻発して1.99aに戻しました。 転送が不完全に終わると業

務トラブルの原因になりますので、動作の安定に期待します。

 しんすけさんによるレビュー

評価:     

久しぶりに使ったが、頻繁に動作が遅くなり、使い物にならない。 1.98βから1.99に変えてみたが、やはり遅くなる。 なんとか改善いただいたらぜひ使わせていただきたい。

長所

至ってシンプルなところ

 syosakukさんによるレビュー

評価:     

ごく普通の人間のつもりだが趣味が多彩。ソフトテニステニス、写真（カメラ）撮影、パソコン少々、お酒、友人とのコミニケイション等。
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2015-02-232015-02-232015-02-232015-02-23

11:38  FFFTP  

[チケット] #34927 新規チケット「IPv6接続時、非PASVモードでのアップロードで「Listenソケットが取得できません」」を作成

2015-02-222015-02-222015-02-222015-02-22

17:17  FFFTP  s_kawamoto

[Git] 'ffftp' へ push を行いました (最新: cb7413c6201f109379120f7d11dc37a52b7445dc)

Fix bugs of all settings encryption.

15:32  FFFTP  s_kawamoto

[フォーラム] '公開討議' にメッセージを投稿しました

2015-02-172015-02-172015-02-172015-02-17

17:54  FFFTP  

[フォーラム] '公開討議' にメッセージを投稿しました

2015-02-042015-02-042015-02-042015-02-04

19:34  FFFTP  

[フォーラム] '公開討議' にメッセージを投稿しました
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ダウンロード
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opentween v1.2.5 (日付: 2015-02-11)
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 画像一覧 画像一覧

インストール方法を見るインストール方法を見る

 バグを報告する

 文書を見る

 フォーラムで情報交換

 RSSを取得

TwitterクライアントのTweenからフォークしたオープンなプロジェクトです。

GitHubにもプロジェクトを設置しています: https://github.com/opentween/OpenTween

現時点の開発状況は OpenTween-dev ML  を参照して下さい。

インストール

Microsoft .NET Framework 4 が必要です。 ■Microsoft .NET Framework 4 (Web インストーラー) 　hthttp://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?displaylang=ja&Fa

milyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0...

 more  more 

ダウンロードファイル一覧ダウンロードファイル一覧
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1つ星1つ星

2015-01-16 20:09

このレビュー参考になりましたか?  はい はい   いいえ いいえ

(2 人中 1 人がこのレビューが参考になったと答えています)

2014-11-25 09:26

このレビュー参考になりましたか?  はい はい   いいえ いいえ

(1 人中 1 人がこのレビューが参考になったと答えています)

2014-09-04 06:52

このレビュー参考になりましたか?  はい はい   いいえ いいえ

 にくまるくんさんによるレビュー

評価:     

Tween使っていたのだけど、広告表示でこまってしまったので、こちらのオープンソースの方に移行してからは、手放せない便利なツールになりました。

長所

感覚で使用できる所が一番のメリット

短所

少しだけ使いこなすのが大変なタブ振り分け あと、複数画像の同時投稿が出来ない？所

 かえるくんさんによるレビュー

評価:     

他のクライアントにはない使い勝手の良さが素晴らしい。これなしには生活できません。

 ryusanさんによるレビュー

評価:     
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最新の動き最新の動き

2015-02-272015-02-272015-02-272015-02-27

01:06  OpenTween  upsilon

[チケット] #34932 の完了時刻を 2015-02-27 01:06 としました

01:06  OpenTween  upsilon

[チケット] #34932 の状態を変更しました: オープン -> 完了

01:06  OpenTween  upsilon

[チケット] #34932 の解決法を変更しました: なし -> 不正

01:06  OpenTween  upsilon

[チケット] #34932 にコメントを追記しました

もう Norton と Avast! はこの類いの話題では常連ですね。 http://www.symantec.com/ja/jp/theme.jsp...

2015-02-262015-02-262015-02-262015-02-26

20:48  OpenTween  

[チケット] #34932 新規チケット「Norton Internet SecurityにてWS.Reputation.1として誤検出され、opentween.exeが削除される件」を作成
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opentweenopentween , tweentween , openopen , 使い方使い方, オブジェオブジェ

クト名'webbrowser'です。クト名'webbrowser'です。, system.objectsystem.object

disposedexception:破棄されたオブジェクトdisposedexception:破棄されたオブジェクト

にアクセスできません。にアクセスできません。, オープンツイーンオープンツイーン, twittwit

terter , ミュートミュート, 指定されたキーはディレクトリ内指定されたキーはディレクトリ内

に存在しませんでしたに存在しませんでした, おーぷんついーんおーぷんついーん, ツイツイ

ッターッター, begininvokebegininvoke , ウィンドウウィンドウ, ewsews ...

新着Magazine記事新着Magazine記事

Goバインディングが加わった「LLVM 3.6」リリース

Eclipse、クラウド開発のためのIDE「Orion 8.0」を

リリース

オープンソースのペイントソフト「Krita 2.9」リリース

、OS Xのサポートが実現へ

高性能を目指す米DropboxのPython実装「Py

ston」バージョン0.3リリース

Hadoop環境で利用できるデータベース「Apache

HBase」、多数の変更が加えられたバージョン1.0

をリリース
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