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    1.ダウンロード

1.1　ダウンロードページへ
    
トップページ上部にある「ダウにある「ダウダウ
ンロード」を押してダウンロー押してダウンローしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ダウンロー
ドページへ

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

1.2　インストール要件、インスインス
トール条項の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．確認同意
     
インストール条項を押してダウンロー読んで同意ボタンんで同意ボタン
を押してダウンロークリック。ダウンロードボタンを押してダウンローク
リック
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1.3　インストーラの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．保存
    
ページの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．下ににzipフォルダがダウダウ
ンロードされました。

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

1.4　インストーラの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．表示
     
①矢印を押してダウンロークリックします。
②「ダウフォルダを押してダウンロー開く」をクリックしま」を押してダウンロークリックしま
す。
※Google Chromeでファイルダウン
ロードしようとライセンス認証の方法するとライセンス認証の方法「ダウ一般的にダウにダウ
ンロードされてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．るファイルではな
く」をクリックしま、インス危害を及ぼす可能性があります」を押してダウンロー及ぼす可能性があります」ぼす可能性があります」がダウあります」
とライセンス認証の方法いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．う警告がでることがあります。がダウでることライセンス認証の方法がダウあります。
こちら復元　はGoogle Chromeの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．仕様によるによる
もの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．で、インスファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．拡張子が「がダウ「ダウ.zip」
「ダウ.exe」の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．場合に警告が出ることがあに警告がでることがあります。がダウ出ることがあることライセンス認証の方法がダウあ
るようです。しかし、インスファイル自体にに
特に問題はありませんので、に問題はありませんので、はありませんの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．で、インス警告がでることがあります。メッ
セージ右横の「▼」をクリックいただの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ▼」を押してダウンロークリックいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ただ
き「ダウ継続」を押してダウンロー選択することライセンス認証の方法で、インス通常通
り安心してダウンロードすることがでしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ダウンロードすることライセンス認証の方法がダウで
きます。
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    2.インストール

2.1　インストーラの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．展開
    
ダウンロードがダウ成功した場した場
合に警告が出ることがあ、インスPCの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ダウンロードフォルダ
にAnalogCahrtSetup.zipがダウあり
ます。そちら復元　を押してダウンロー右クリックしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
「ダウすべてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．展開」を押してダウンロー選択してライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．く」をクリックしまだ
さいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

2.2　展開先の決定の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．決定
     
「ダウ展開」を押してダウンロー選択してライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．く」をクリックしまださいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。
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2.3　インストールの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．実行
    
展開完了後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、インス
「ダウAnalogCahrtSetup.exe」がダウ表
示されます。ダブルクリックし
てライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．実行してライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．く」をクリックしまださいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

2.3_A　スマートスクリーンがダウ出ることがあ
た場合に警告が出ることがあ_1
     
※「ダウWindowsによってライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．PCがダウ保護されされ
ました」とライセンス認証の方法画面に表示されることがあに表示されることライセンス認証の方法がダウあ
ります。「ダウ詳細情報」をクリック。」を押してダウンロークリック。
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2.3_B　スマートスクリーン
がダウ出ることがあた場合に警告が出ることがあ_2
    
「ダウ実行」を押してダウンロークリック

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

2.4　ユーザーアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．カウント制御
     
「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンロー選択
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2.5　使用許諾契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．書の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．同意
    
使用許諾契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．書を押してダウンロー読んで同意ボタンんだ後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．よろ
しければ同意するにチェック後同意するにチェック後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
次へを押してダウンロークリック

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

2.6　インストール先の決定の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．指定
     
次へを押してダウンロークリック
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2.7　追加タスクの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．選択
    
次へを押してダウンロークリック

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

2.8　インストール準備完了
     
インストールを押してダウンロークリック
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2.9　インストール完了
    
完了を押してダウンロークリック

ダウンロードからインストールまで インストールまで 

2.10　デスクトップ確認
     
デスクトップにコピコピタイマーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ショートカットがダウあれば同意するにチェック後成功した場です。お
疲れ様でした！れ様によるでした！
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    1.キーコード取得

1.1　キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．申し込み
お客様による情報」をクリック。の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．入力と規約のとライセンス認証の方法規約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
同意の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ページへ
    
トップページ上部にある「ダウにある「ダウキー
コード取得とライセンス認証の方法」を押してダウンロー押してダウンローしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．キーコー
ド申し込みページへ

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法

1.2必須項目を押してダウンロー入力と規約の
     
①各必須項目を押してダウンロー入力と規約の
②キーコードを押してダウンロー注文する数を選択する数を選択を押してダウンロー選択
※パソコン1台につきキーコードはにつきキーコードは1個
使用します。パソコンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．台につきキーコードは数を選択に応じてじてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
キーコードを押してダウンローご注文ください。注文する数を選択く」をクリックしまださいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。
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1.3　クラウド新規契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（新
たにクラウドを押してダウンロー契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．される
方の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．み）
    
①クラウドを押してダウンロー新規に契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．するに
チェックを押してダウンローいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．れます。
②容量・期間を選択します。を押してダウンロー選択します。
③クラウドID・クラウドパス
ワードを押してダウンロー入力と規約のします。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法

1.4　プライバシーポリシーとライセンス認証の方法著
作権関係の規約同意の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．規約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．同意
     
プライバシーポリシーとライセンス認証の方法著作権関係の規約同意の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
規約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．同意を押してダウンロー読んで同意ボタンんで同意ボタンを押してダウンロークリッ
ク。次へボタンを押してダウンロークリック
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1.5　キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．申し込み
    
入力と規約のした内容に間を選択します。違いがなけれいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．がダウなけれ
ば同意するにチェック後申し込むボタンをクリックしボタンを押してダウンロークリックし
ます。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法 

1.6　キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．申し込み完了
     
キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．申し込みがダウ完了しまし
た。
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1.7　自動送信メール
    
登録したメールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスに自動
送信メールがダウ届きます。きます。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法 

1.8　注文する数を選択確定メール
     
しば同意するにチェック後ら復元　く」をクリックしまするとライセンス認証の方法、インス注文する数を選択確定メールがダウ届きます。
きます。
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1.9　キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．取得とライセンス認証の方法
    
ご注文ください。入金確認後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、インスキーコードお知
ら復元　せメールがダウ届きます。きます。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法 

1.10　クラウド領域の確定メールの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．確定メール
     
クラウドを押してダウンローご注文ください。契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．頂いたユーザー様にいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．たユーザー様によるに
はクラウド領域の確定メールの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．確定メールがダウ届きます。きま
す。
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1.11　ご注文ください。入金確認メール
    
ご注文ください。入金確認メールがダウ届きます。きます。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法 
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   2．ライセンス認証の方法

2.1　ライセンス認証の方法の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法
    
コピコピタイマ―の設定タブをの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．設定タブを押してダウンロー
クリック。次にライセンス認証の方法
ボタンを押してダウンロークリック。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法

2.2　キーコード認証の方法の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．入力と規約の
     
メールで受け取ったキーコードとキーけ取ったキーコードとライセンス認証の方法キー
コードを押してダウンロー登録したメールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスを押してダウンロー入
力と規約のし、インスライセンス認証の方法ボタンを押してダウンロークリッ
ク。
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2.3　キーコード認証の方法成功した場
    
キーコード認証の方法成功した場画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ＯＫ
ボタンを押してダウンロークリック。

キーコード取得とライセンス認証の方法ライセンス認証の方法の方法方法 

2.4　ライセンス
     
ライセンスがダウ認証の方法されました。
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   1.ソフトウェア更新

1.1　ソフトウエアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新作
業
    
ソフトを押してダウンロー閉じる時に更新を促すじる時に更新を押してダウンロー促すす
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ボタンを押してダウンロークリックし
ます。

ソフトウェアの方法更新方法

1.2　デバイス変更の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．許可
     
デバイス変更許可の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表
示されます。「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ボタンを押してダウンローク
リックします。
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1.3　アの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップロードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．実行
    
YUpLoader2がダウ立ち上がり、自動ち上がダウり、インス自動
でアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップロードがダウ実行されま
す。「ダウアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップロードを押してダウンロー実行しま
した」の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．画面に表示されることがあがダウ表示されます。

ソフトウェアの方法更新方法 

1.4　アの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップロードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．完了
     
上部にある「ダウタブの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ×」の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ボタンを押してダウンロークリック
し、インスソフトを押してダウンロー閉じる時に更新を促すじてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．完了です。
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   1．ログインページ

1.1　キーコード取得とライセンス認証の方法後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、インスマイ
ページ作成お知ら復元　せメールがダウ届きます。
きます。

マイページ　ログインページ

1.2　トップ画面に表示されることがあ上部にある「ダウにある「ダウマイ
ページ」を押してダウンロークリックしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ログインペー
ジへ

マイページにログインします。
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1.3　メールで受け取ったキーコードとキーけ取ったログイ
ンメールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスとライセンス認証の方法ログイン初
期パスワードを押してダウンロー入力と規約の

「ダウログイン」ボタンを押してダウンロークリック
します。

マイページ　ログインページ 

1.4　マイページ画面に表示されることがあがダウ表示されま
す。
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1.5　
1.保有したキーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．情報」をクリック。がダウ
表示されます。
ライセンス認証の方法を押してダウンローしたキーコー
ドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．行は白抜きになります。きになります。

2.クラウド契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．されたユーザー
様によるにはクラウド契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．情報」をクリック。がダウ表示
されます。

マイページ　ログインページ 
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   1．登録内容の変更の方法変更

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュー
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウ登録内容の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．変更」を押してダウンロー
選択します。

マイページ　登録内容の変更の方法変更

1.2　変更する内容を押してダウンロー入力と規約のし「ダウ変更」
ボタンを押してダウンロークリックします。

登録内容の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．変更を押してダウンローします。
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1.3　変更を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　登録内容の変更の方法変更 

1.4　変更更新画面に表示されることがあがダウ表示されます。
再度ログインする場合は「ログイン」ログインする場合に警告が出ることがあは「ダウログイン」
ボタンを押してダウンロークリックします。
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   1．ログインパスワードの方法変更

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュー
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウログインパスワード
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．変更」を押してダウンロー選択します。

マイページ　ログインパスワードの方法変更

1.2　新規パスワードとライセンス認証の方法現在のパスの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．パス
ワードを押してダウンロー入力と規約のし、インス「ダウ変更」ボタンを押してダウンローク
リックします。

ログインパスワードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．変更を押してダウンローします。
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1.3　変更を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　ログインパスワードの方法変更

1.4　変更更新画面に表示されることがあがダウ表示されます。
再度ログインする場合は「ログイン」ログインする場合に警告が出ることがあは「ダウログイン」
ボタンを押してダウンロークリックします。
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1.5　ログインパスワードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．変更
実行メールがダウ届きます。きます。

マイページ　ログインパスワードの方法変更
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   1．キーコードの方法一時解除

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュー
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウキーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．一時解
除」を押してダウンロー選択します。

マイページ　キーコードの方法一時解除

1.2　解除するキーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ選択」
ボタンを押してダウンロークリックします。

キーコードはパソコン１台につき１個となります。その為ライセンス認証を行ったパソコン台につきキーコードはにつき１台につき１個となります。その為ライセンス認証を行ったパソコン個とライセンス認証の方法なります。その更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．為ライセンス認証を行ったパソコンライセンス認証の方法を押してダウンロー行ったパソコン
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．破損・入れ替え等の際は、一旦キーコードを解除する必要があります。え等の際は、一旦キーコードを解除する必要があります。等の際は、一旦キーコードを解除する必要があります。の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．際は、一旦キーコードを解除する必要があります。は、インス一旦キーコードを解除する必要があります。キーコードを押してダウンロー解除する必要がダウあります。
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1.3　
①選択したキーコードがダウ表示さ
れます。
②「ダウ解除」ボタンを押してダウンロークリックし
ます。

マイページ　キーコードの方法一時解除

1.4　解除を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップ
アの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。「ダウOK」ボタン
を押してダウンロークリックします。
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1.5　キーコードを押してダウンロー解除しまし
た。の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示され
ます。「ダウOK」ボタンを押してダウンロークリック
します。

マイページ　キーコードの方法一時解除

1.6　解除したキーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．行がダウ白色
から復元　ピンク色（ライセンス認証の方法されてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ないパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．状態）に変更されます。
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   2．新しいパソコンにてライセンス認証パソコンにてライセンス認証ライセンス認証の方法

2.1　キーコード【解除受付】解除受け取ったキーコードとキー付】】
メールがダウ届きます。きます。
新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．パソコンで再度ログインする場合は「ログイン」ライセン
ス認証の方法を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。

マイページ　キーコードの方法一時解除
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   1．メール配信機能

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウメール配信機能」を押してダウンロー選
択します。

マイページ　メール配信機能

1.2　初期の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．段階では利用するチェッでは利用するチェッ
クがダウ入ってライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
利用しないパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．場合に警告が出ることがあはチェックを押してダウンロー外し、し、インス
「ダウ変更」ボタンを押してダウンロークリックします。

メール配信機能を押してダウンロー設定します。
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1.3　変更を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　メール配信機能

1.4　変更更新画面に表示されることがあがダウ表示されます。
再度ログインする場合は「ログイン」ログインする場合に警告が出ることがあは「ダウログイン」
ボタンを押してダウンロークリックします。



  36

   1．クラウド新規申込

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュー
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウクラウド新規申込」
を押してダウンロー選択します。

マイページ　クラウド新規申込

1.2　
①クラウドを押してダウンロー新規に契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．するにチェッ
クを押してダウンロー入れ、インス容量とライセンス認証の方法期間を選択します。を押してダウンロー選択します。
②クラウドIDを押してダウンロー入力と規約のします。
③クラウドパスワードを押してダウンロー入力と規約のします。
④再度ログインする場合は「ログイン」パスワードを押してダウンロー入力と規約のします。
⑤「ダウカートに追加」ボタンを押してダウンロークリック
します。

クラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．新規申し込みを押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　カート追加画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。
この更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．まま注文する数を選択する場合に警告が出ることがあは「ダウカー
トページ」ボタンを押してダウンロークリックし
ます。

マイページ　カートへ

マイページ　クラウド新規申込
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   1．クラウドの方法容の変更量拡張

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クラウド
契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウ容量拡張」ボ
タンを押してダウンロークリックします。
※「ダウ容量拡張」ボタンは期限日
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．1ヶ月前まで表示されます。月前まで表示されます。まで表示されます。

マイページ　クラウドの方法容の変更量拡張

1.2　
①新契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．容量を押してダウンロー選択します。
②「ダウカートに追加」ボタンを押してダウンロークリック
します。

クラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．容量を押してダウンロー拡張します。
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1.3　カート追加画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。
この更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．まま注文する数を選択する場合に警告が出ることがあは「ダウカー
トページ」ボタンを押してダウンロークリックし
ます。

マイページ　カートへ

マイページ　クラウドの方法容の変更量拡張
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   1．クラウドの方法共有設定

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クラウド
契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウ共有設定」ボ
タンを押してダウンロークリックします。

マイページ　クラウドの方法共有設定

1.2　
①共有するメールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスを押してダウンロー入力と規約のしま
す。
②フルアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クセスを押してダウンローする場合に警告が出ることがあはチェック
を押してダウンロー入れます。
※フルアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クセスにチェックを押してダウンロー入れるとライセンス認証の方法
クラウド領域の確定メールファイルを押してダウンロー全て閲覧するてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．閲覧するする
ことライセンス認証の方法がダウできます。
③「ダウ更新」ボタンを押してダウンロークリックします。

クラウドを押してダウンロー共有するユーザーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．設定を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　更新を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　クラウドの方法共有設定

1.4 「ダウクラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．共有設定を押してダウンロー更新しま
した」の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されま
す。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックします。

新しく」をクリックしまクラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．共有を押してダウンローしたユーザー
は自身のコピコピタイマーでクラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．コピコピタイマーでクラウド
に接続する作業がダウ必要とライセンス認証の方法なります。

クラウドに接続へ
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   1．クラウドの方法パスワード変更

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クラウド
契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウパスワード変
更」ボタンを押してダウンロークリックします。

マイページ　クラウドの方法パスワード変更

1.2　
①新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．パスワードを押してダウンロー入力と規約のします。
②再度ログインする場合は「ログイン」、インス新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．パスワードを押してダウンロー入力と規約のしま
す。
③「ダウ変更」ボタンを押してダウンロークリックします。

クラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．パスワードを押してダウンロー変更します。
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1.3　変更を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　クラウドの方法パスワード変更

1.4  クラウドの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．パスワード変更申し込
み（完了）画面に表示されることがあがダウ表示されます。
ソフトウェアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．にてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．再接続設定を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ま
す。

クラウドに接続へ
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   1．キーコードの方法追加

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．保有キー
コードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウキーコード
追加」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　キーコードの方法追加

1.2　
①キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．追加を押してダウンロー選択します。
②「ダウカートに追加」ボタンを押してダウンロークリック
します。

キーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．追加を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　カート追加画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。
この更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．まま注文する数を選択する場合に警告が出ることがあは「ダウカー
トページ」ボタンを押してダウンロークリックし
ます。

カートページへ

マイページ　キーコードの方法追加
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   1．キーコードの方法ユーザー変更

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．保有キー
コードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウユーザー変
更」ボタンを押してダウンロークリックします。

マイページ　キーコードの方法ユーザー変更

1.2　変更するキーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ユーザー
メールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスを押してダウンロー入力と規約のし、インス「ダウ更新」ボ
タンを押してダウンロークリックします。

追加したキーコードを押してダウンロー別のユーザーが使用する場合は、キーコードを使用するユーザーのの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ユーザーがダウ使用する場合に警告が出ることがあは、インスキーコードを押してダウンロー使用するユーザーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
メールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスを押してダウンローキーコードとライセンス認証の方法関連付】ける必要がダウあります。その更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．為ライセンス認証を行ったパソコン、インス下に記の手順でユーザーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．手順でユーザーでユーザー
変更を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　更新を押してダウンロー実行しますか？の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

マイページ　キーコードの方法ユーザー変更

1.4「ダウキーコードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ユーザー更新に成
功した場しました。変更したキーコードは再
度ログインする場合は「ログイン」ライセンス認証の方法を押してダウンローしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．く」をクリックしまださいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。」
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。
「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリックします。

更新したキーコードは再度ログインする場合は「ログイン」ライセンス
認証の方法がダウ必要です。

ライセンス認証の方法の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法へ
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1.5　前まで表示されます。画面に表示されることがあへ戻る場合は、「戻る場合に警告が出ることがあは、インス「ダウ戻る場合は、「戻
る」ボタンを押してダウンロークリックします。

マイページ　キーコードの方法ユーザー変更
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   1．ご注文履歴注文履歴

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュー
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウご注文ください。注文する数を選択履歴」を選択」を押してダウンロー選択
します。

マイページ　請求書・領収書の方法印刷　

1.2　「ダウ請求書」ボタンを押してダウンロークリックし
ます。

ご注文ください。注文する数を選択履歴」を選択を押してダウンロー表示し、インス請求書・領収書の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．発行を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　請求書がダウ表示されます。

マイページ　請求書・領収書の方法印刷

1.4　印刷を押してダウンローする場合に警告が出ることがあは右クリックを押してダウンロー
してライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ印刷を押してダウンロークリックしま
す。
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1.5　プレビュー画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ印刷ボタンを押してダウンロー
クリックします。

マイページ　請求書・領収書の方法印刷

1.6　印刷がダウ終わり、前画面へ戻る場わり、インス前まで表示されます。画面に表示されることがあへ戻る場合は、「戻る場
合に警告が出ることがあは「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。
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1.7　「ダウ領収書」ボタンを押してダウンロークリッ
クします。

マイページ　請求書・領収書の方法印刷

1.8　領収書がダウ表示されます。印刷を押してダウンロー
する場合に警告が出ることがあは請求書の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．印刷とライセンス認証の方法同じ手順でユーザーで
印刷を押してダウンローします。
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1.9　印刷がダウ終わり、前画面へ戻る場わり、インス前まで表示されます。画面に表示されることがあへ戻る場合は、「戻
る場合に警告が出ることがあは「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンローク
リックします。

マイページ　請求書・領収書の方法印刷
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   1．保有キーコードの方法更新依頼

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．保有キー
コードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウ更新依頼」
ボタンを押してダウンロークリックします。

マイページ　更新依頼

1.2　
①更新するキーコードにチェックを押してダウンロー入
れます。
②カートに追加ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

期限日の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．1ヶ月前まで表示されます。月前まで表示されます。になるとライセンス認証の方法更新依頼ボタンがダウ表示されます。更新する場合に警告が出ることがあは更新依頼を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ま
す。
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1.3　カート追加画面に表示されることがあがダウ表示されま
す。この更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．まま注文する数を選択する場合に警告が出ることがあは
「ダウカートページ」ボタンを押してダウンロークリッ
クします。

カートページへ

マイページ　更新依頼　
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   2．クラウド契約の更新依頼の方法更新依頼

2.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クラウド
契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにある「ダウ更新依頼」ボ
タンを押してダウンロークリックします。

マイページ　更新依頼

2.2　
①契約の更新依頼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．容量を押してダウンロー選択します。
②更新期間を選択します。を押してダウンロー選択します。
③カートに追加ボタンを押してダウンロークリックしま
す。
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2.3　カート追加画面に表示されることがあがダウ表示されま
す。この更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．まま注文する数を選択する場合に警告が出ることがあは
「ダウカートページ」ボタンを押してダウンロークリッ
クします。

カートページへ

マイページ　更新依頼　
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   1．退会申込

1.1　マイページ画面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．メニュー
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をから復元　「ダウ退会申込」を押してダウンロー選択し
ます。

マイページ　退会申込　

1.2　「ダウ退会依頼」ボタンを押してダウンロークリック
します。

退会申込を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　退会依頼を押してダウンロー実行しますか？
の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されま
す。「ダウＯＫ」ボタンを押してダウンロークリック
します。

マイページ　退会申込

1.4　退会依頼（完了）画面に表示されることがあがダウ表示さ
れます。
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1.5　登録したメールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスに
自動送信メールがダウ届きます。きます。

マイページ　退会申込

1.6　退会処理を行い次第、退会【注を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．次第、インス退会【解除受付】注
文する数を選択確定】メールがダウ届きます。きます。
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   1．カート内の方法商品の購入の方法購入

1.1　カート内の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．表示

カートに入ってライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．る商品の購入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．がダウ表示さ
れます。注文する数を選択する場合に警告が出ることがあは「ダウお支払
いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」ボタンを押してダウンロークリックします。

マイページ　カート　

1.2　注文する数を選択の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．確定

カートお支払いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(確認)画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。注文する数を選択を押してダウンロー確定する場合に警告が出ることがあは「ダウ確定注
文する数を選択」ボタンを押してダウンロークリックします。

カートに入ってライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．る商品の購入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．を押してダウンロー表示し、インス購入することライセンス認証の方法がダウできます。
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1.3　申し込み完了

カート注文する数を選択（完了）画面に表示されることがあがダウ表示さ
れます。

マイページ　カート　

1.4  自動送信メール

登録したメールアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスに自動送信
メールがダウ届きます。きます。
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1.5  注文する数を選択確定メール

しば同意するにチェック後ら復元　く」をクリックしまするとライセンス認証の方法、インス注文する数を選択確定メール
がダウ届きます。きます。

マイページ　カート　

1.6  注文する数を選択明細メール

ご注文ください。入金確認後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、インスご注文ください。注文する数を選択頂いたユーザー様にいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．た商品の購入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．お
知ら復元　せメールがダウ届きます。きます。
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1.7  ご注文ください。入金確認メール

ご注文ください。入金確認メールがダウ届きます。きます。

マイページ　カート　
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   2．カート内の方法商品の購入の方法削除

2.1　削除する商品の購入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ削除」ボタ
ンを押してダウンロークリックします。

マイページ　カート　

2.2　商品の購入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．がダウ削除されます。
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   1．コピー項目の追加の方法追加

1.1　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウ追加」ボタンを押してダウンロー
クリックします。

基本　コピー項目の追加の方法追加　

1.2　「ダウコピー内容の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．追加」画面に表示されることがあがダウ表
示されます。

①タイトルを押してダウンロー入力と規約のします。
②コピーを押してダウンロー有効にする場合はチェックにする場合に警告が出ることがあはチェック
を押してダウンロー入れます。
③コピー元フォルダを押してダウンロー選択します。
④フォルダを押してダウンロー選択後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ選択」ボタンを押してダウンロー
クリックします。
⑤コピー先の決定フォルダを押してダウンローコピー元フォル
ダの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．選択とライセンス認証の方法同じ手順でユーザーで選択します。

コピー項目を押してダウンロー追加・編集・複製します。
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1.3　
①コピーモードを押してダウンロー「ダウ更新されてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
たら復元　上書き・常に上書き・同期」
から復元　選択します。
②「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。
〇更新されてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．たら復元　上書き→ココ
ピー元フォルダがダウコピー先の決定フォル
ダより新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．日付】であった場合に警告が出ることがあ、インス
上書きされます。
〇常に上書き→コ日付】を押してダウンロー比較せずにせずに
上書きされます。
〇同期→ココピー先の決定にあるファイル
がダウコピー元になかった場合に警告が出ることがあ、インスコ
ピー先の決定の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルがダウ削除されるの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
で注意がダウ必要です。
※ファイル名が同名の場合、コがダウ同名が同名の場合、コの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．場合に警告が出ることがあ、インスコ
ピー先の決定の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新日時とライセンス認証の方法コ
ピー元の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新日時を押してダウンロー比
較せずにしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．コピー元の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新
日時がダウ新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．場合に警告が出ることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．み上書きされ
ますの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．でご注文ください。注意く」をクリックしまださいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

基本　コピー項目の追加の方法追加　

1.4　ホーム画面にタイトル・コピー画面に表示されることがあにタイトル・コピー
元・コピー先の決定・コピーモードがダウ表示さ
れます。
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   2．コピー内容の変更の方法編集

2.1　コピー内容を押してダウンロー編集する項目を押してダウンロー
ダブルクリックします。

基本　コピー内容の変更の方法編集　

2.2　「ダウコピー内容を押してダウンロー編集」画面に表示されることがあがダウ表
示されます。
内容を押してダウンロー編集し、インス「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンローク
リックします。
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   3．コピー項目の追加の方法複製

3.1　コピー内容を押してダウンロー複製する項目を押してダウンロー
ダブルクリックします。

基本　コピー項目の追加の方法複製　

3.2　「ダウコピー内容を押してダウンロー編集」画面に表示されることがあがダウ表
示されます。
「ダウ複製」ボタンを押してダウンロークリックします。



  70

3.3　コピー項目がダウ複製されます。

基本　コピー項目の追加の方法複製　
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   1．コピー項目の追加の方法削除

1.1　
①削除する項目を押してダウンロー左クリックで選クリックで選
択します。
②「ダウ削除」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

基本　コピー項目の追加の方法削除　

1.2　確認の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示され
ます。「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンロー選択します。

コピー項目を押してダウンロー削除します。
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1.3　コピー項目がダウ削除されまし
た。

基本　コピー項目の追加の方法削除　　

1.4　※削除の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法２
削除する項目を押してダウンロー左クリックで選クリックで選択するとライセンス認証の方法
項目バーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．色がダウ緑色に変わります。
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1.5　項目バーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．上で右クリックし
「ダウ削除」を押してダウンロークリックします。

基本　コピー項目の追加の方法削除　　

1.6　確認の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されま
す。「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンロー選択します。
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1.7　コピー項目がダウ削除されまし
た。

基本　コピー項目の追加の方法削除　　
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   1．コピーの方法開始

1.1　
①コピーする項目を押してダウンロー左クリックで選クリックで
選択します。
②「ダウコピー開始」ボタンを押してダウンロークリッ
クします。

基本　コピーの方法開始　

1.2　コピーがダウ終わり、前画面へ戻る場了しました。
赤で囲んだ印刷をクリックしまく」をクリックしま囲んだ印刷をクリックしまんだ箇所に結果が表示されまに結果が表示されまがダウ表示されま
す。

コピーを押してダウンロー開始します。
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1.3　※コピーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法２
コピーを押してダウンロー開始する項目を押してダウンロー左クリックで選クリッ
クで選択するとライセンス認証の方法項目バーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．色がダウ緑
色に変わります。

基本　コピーの方法開始　　

1.4　項目バーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．上で右クリックし「ダウコ
ピー開始」を押してダウンロークリックします。
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1.5　コピーがダウ終わり、前画面へ戻る場了しました。
赤で囲んだ印刷をクリックしまく」をクリックしま囲んだ印刷をクリックしまんだ箇所に結果が表示されまに結果が表示されまがダウ表示され
ます。

基本　コピーの方法開始　　
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   1．クラウドに接続

1.1　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウクラウドに接
続」ボタンを押してダウンロークリックします。

基本　クラウドに接続　

1.2　「ダウクラウドに接続」画面に表示されることがあがダウ表示
されます。
①クラウド申込時に設定したIDを押してダウンロー入力と規約の
します。
②クラウド申込時に設定したパスワー
ドを押してダウンロー入力と規約のします。
※マイページよりパスワードの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．変更を押してダウンロー
行った場合に警告が出ることがあは、インス新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．パスワードを押してダウンロー入
力と規約のします。
③「ダウ接続」ボタンを押してダウンロークリックします。

クラウドに接続します。
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1.3　接続状態がダウ「ダウ通信OK」とライセンス認証の方法表
示されれば同意するにチェック後、インスクラウドに接続され
ました。
赤で囲んだ印刷をクリックしまく」をクリックしま囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンローク
リックするとライセンス認証の方法、インスホーム画面にタイトル・コピー画面に表示されることがあに移りり
ます。

基本　クラウドに接続　　
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   1．バックアップ項目の追加項目の追加の方法追加

1.1　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウクラウドバック
アの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　

1.2　「ダウクラウドバックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ」画面に表示されることがあ
がダウ表示されます。
①タイトルを押してダウンロー入力と規約のします。
②コピーを押してダウンロー有効にする場合はチェックにする場合に警告が出ることがあはチェック
を押してダウンロー入れます。
③コピー元フォルダを押してダウンロー選択します。
④フォルダを押してダウンロー選択後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ選択」ボタンを押してダウンロー
クリックします。
⑤コピー先の決定フォルダを押してダウンロー選択します。

クラウドにバックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ項目を押してダウンロー設定します。
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1.3　
①コピーモードを押してダウンロー「ダウ更新されてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
たら復元　上書き・同期」から復元　選択しま
す。
②「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。
〇更新されてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．たら復元　上書き→ココ
ピー元フォルダがダウコピー先の決定フォル
ダより新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．日付】であった場合に警告が出ることがあ、インス
上書きされます。
〇同期→ココピー先の決定にあるファイル
がダウコピー元になかった場合に警告が出ることがあ、インスコ
ピー先の決定の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルがダウ削除されるの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
で注意がダウ必要です。
※ファイル名が同名の場合、コがダウ同名が同名の場合、コの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．場合に警告が出ることがあ、インスコ
ピー先の決定の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新日時とライセンス認証の方法コ
ピー元の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新日時を押してダウンロー比
較せずにしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．コピー元の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．更新
日時がダウ新しいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．場合に警告が出ることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．み上書きされ
ますの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．でご注文ください。注意く」をクリックしまださいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　　　

1.4　ホーム画面にタイトル・コピー画面に表示されることがあにタイトル・コピー
元・コピー先の決定・コピーモードがダウ表示され
ます。



  82

   1．コピーの方法開始

1.1　
①コピーする項目を押してダウンロー左クリックで選クリックで
選択します。
②「ダウコピー開始」ボタンを押してダウンロークリッ
クします。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　

1.2　コピーがダウ終わり、前画面へ戻る場了しました。
赤で囲んだ印刷をクリックしまく」をクリックしま囲んだ印刷をクリックしまんだ箇所に結果が表示されまに結果が表示されまがダウ表示されま
す。

コピーを押してダウンロー開始します。
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1.3　※コピーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法２
コピーを押してダウンロー開始する項目を押してダウンロー左クリックで選クリッ
クで選択するとライセンス認証の方法項目バーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．色がダウ緑
色に変わります。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　　

1.4　項目バーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．上で右クリックし「ダウコ
ピー開始」を押してダウンロークリックします。
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1.5　コピーがダウ終わり、前画面へ戻る場了しました。
赤で囲んだ印刷をクリックしまく」をクリックしま囲んだ印刷をクリックしまんだ箇所に結果が表示されまに結果が表示されまがダウ表示され
ます。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　
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   2．バックアップ項目の追加内容の変更の方法編集

2.1　バックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ内容を押してダウンロー編集する
項目を押してダウンローダブルクリックします。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　

2.2　「ダウクラウドバックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ」画面に表示されることがあ
がダウ表示されます。
内容を押してダウンロー編集し「ダウ戻る場合は、「戻る」ボタンを押してダウンロークリッ
クします。
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   3．バックアップ項目の追加項目の追加の方法複製

3.1　バックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ内容を押してダウンロー複製する
項目を押してダウンローダブルクリックします。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　

3.2　「ダウ複製」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。
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3.3　バックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ項目がダウ複製され
ます。

基本　クラウドバックアップ項目の追加　
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   1．クラウドからインストールまで 復元

1.1　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウクラウドから復元　復
元」ボタンを押してダウンロークリックします。

基本　クラウドからインストールまで 復元　

1.2　「ダウクラウドから復元　復元」画面に表示されることがあがダウ表
示されます。

①バックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ済みファイル一覧が表みファイル一覧するがダウ表
示されます。
※コピコピタイマーHP マイページ画
面に表示されることがあの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クラウド共有設定にてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．フルアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．クセ
スにチェックを押してダウンロー入れたユーザはクラウ
ド領域の確定メール内の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ファイルを押してダウンロー全て閲覧するてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．閲覧するするこ
とライセンス認証の方法がダウできます。

クラウドにバックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップを押してダウンローしたデータを押してダウンロー復元します。
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1.3　
①「ダウ復元先の決定フォルダ選択」ボタン
を押してダウンロークリックし、インス復元先の決定フォルダを押してダウンロー
選択します。
②フォルダを押してダウンロー選択後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．「ダウ選択」ボタ
ンを押してダウンロークリックします。

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　

1.4　
①復元するユーザーアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスを押してダウンローダブルク
リックします。
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1.5　
①パソコンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ログインユーザー _ 
コンピューター名が同名の場合、コがダウ表示されま
す。
②ユーザーアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレスがダウ表示されま
す。
③①を押してダウンローダブルクリックします。

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　

1.6　
①コピー先の決定とライセンス認証の方法してライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．選択した世代が表示さがダウ表示さ
れます。
②ユーザーアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレス / パソコンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ログイ
ンユーザー _ コンピューター名が同名の場合、コ がダウ表示
されます。
③①を押してダウンローダブルクリックします。
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1.7　
①世代が表示さの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をにコピーしたフォルダ
がダウ表示されます。
②ユーザーアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレス / パソコンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．
ログインユーザー _ コンピュー
ター名が同名の場合、コ / 世代が表示さがダウ表示されます。
③①を押してダウンローダブルクリックします。

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　

1.8　
①フォルダの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．中から「登録内容の変更」をに保存したデータ表示さ
れます。
②ユーザーアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ドレス / パソコンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ログイ
ンユーザー _ コンピューター名が同名の場合、コ / 世代が表示さ 
/ フォルダ名が同名の場合、コがダウ表示されます。
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1.9　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ矢印ボタンを押してダウンローク
リックするとライセンス認証の方法、インス一つ前まで表示されます。の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．項目がダウ
バックアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ済みファイル一覧が表みファイル一覧するに
表示されます。

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　

1.10　
①復元する項目を押してダウンロークリックします。
②「ダウ復元」ボタンを押してダウンロークリックします。
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1.11　復元を押してダウンロー確認するポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ッ
プがダウ表示されます。「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンローク
リックします。

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　

1.12　指定した復元先の決定にフォルダがダウ復
元されました。
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1.13　※復元の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法2
復元する項目を押してダウンロークリックします。
右クリックを押してダウンローしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．復元ボタンを押してダウンローク
リックします。
1.11へ

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　
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   2．削除

2.1　
①クラウド領域の確定メールから復元　削除する項目
を押してダウンロークリックします。
②「ダウ削除」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

基本　クラウドからインストールまで 復元　

2.2　削除を押してダウンロー確認するポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ
表示されます。「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンロークリックし
ます。
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2.3　クラウドから復元　指定された項目
がダウ削除されました。

基本　クラウドからインストールまで 復元　　　

2.4　※削除の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．方法2
削除する項目を押してダウンロークリックします。右ク
リックを押してダウンローしてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．削除ボタンを押してダウンロークリックしま
す。
2.2へ
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   1．コピー後シャットダウンシャットダウン

1.1　コピーする項目を押してダウンロー選択しま
す。

基本　コピー後シャットダウンシャットダウン　

1.2　「ダウコピー後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．シャットダウン」ボ
タンを押してダウンロークリックします。

選択した項目を押してダウンローコピー後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、インス自動でパソコンがダウシャットダウンします。



  98

1.3　確認の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示さ
れます。「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンロークリックしま
す。

基本　コピー後シャットダウンシャットダウン　　　

1.4　コピーがダウ開始されます。
コピー終わり、前画面へ戻る場了後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、インス自動的にダウにパソコンがダウ
シャットダウンします。
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   1．タイマーの方法登録

1.1　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウタイマー」ボタ
ンを押してダウンロークリックします。

基本　タイマー　

1.2　「ダウタイマーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．作成」画面に表示されることがあがダウ表示
されます。
①間を選択します。隔を選択します。を押してダウンロー選択します。
②時刻を選択します。を押してダウンロー選択します。
③タイマーを押してダウンロー有効にする場合はチェック化する場合はチェッする場合に警告が出ることがあはチェッ
クを押してダウンロー入れます。
④コピー項目を押してダウンロー選択します。
⑤コピー終わり、前画面へ戻る場了後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．シャットダウンする場
合に警告が出ることがあはチェックを押してダウンロー入れます。
⑥「ダウ登録」ボタンを押してダウンロークリックします。

コピーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．タイマーを押してダウンロー作成します。
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1.3　
①作成したタイマーがダウ登録済みファイル一覧が表みタ
イマーに表示されます。
②ホーム画面にタイトル・コピー画面に表示されることがあに戻る場合は、「戻る場合に警告が出ることがあは「ダウ戻る場合は、「戻
る」ボタンを押してダウンロークリックします。

基本　タイマー　　　　
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   2．タイマーの方法削除

2.1　
①削除するタイマーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．行を押してダウンローダブル
クリックします。
②「ダウ削除」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

基本　タイマー　　

2.2　確認の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示され
ます。
「ダウはいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．」を押してダウンロークリックします。
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2.3　登録済みファイル一覧が表みタイマーから復元　タイ
マーがダウ削除されました。

     基本　タイマー　　　　
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   3．シャットダウンの方法キャンセル

3.1　タイマーで設定したシャット
ダウンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．時刻を選択します。の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．1時間を選択します。前まで表示されます。にポップ
アの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ表示されます。

   基本　タイマー　　

3.2　シャットダウンを押してダウンローキャンセルす
る場合に警告が出ることがあは赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウキャンセルす
る」を押してダウンロークリックします。
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3.3　シャットダウンの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．キャンセル
を押してダウンローせず、インスポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．表示を押してダウンロー消
す場合に警告が出ることがあは赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウ×」を押してダウンロークリッ
クします。

         基本　タイマー　　　　
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   1．ログの方法表示

1.1　赤で囲んだ印刷をクリックしまで囲んだ印刷をクリックしまんだ「ダウログ」ボタンを押してダウンロー
クリックします。

基本　ログの方法表示　

1.2　「ダウログの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．表示」画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。詳細を押してダウンロー表示したいパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ログを押してダウンローダブル
クリックします。

※ログは過去1か月分のみ表示されまの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．み表示されま
す。

コピーの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．操作履歴」を選択を押してダウンロー表示します。
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1.3　メモ帳に詳細が表示されまに詳細がダウ表示されま
す。

      基本　ログの方法表示　　　

1.4　ホーム画面にタイトル・コピー画面に表示されることがあに戻る場合は、「戻る場合に警告が出ることがあは「ダウ戻る場合は、「戻る」
ボタンを押してダウンロークリックします。
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   1．音

1.1　「ダウ設定」タブボタンを押してダウンロークリッ
クします。

基本　基本設定　

1.2　「ダウ基本設定」タブボタンを押してダウンローク
リックします。

音とライセンス認証の方法ポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップ表示の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．設定を押してダウンロー行いパソコンにてライセン認証．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ます。
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1.3　「ダウ基本設定」画面に表示されることがあがダウ表示され
ます。

①コピー完了後シャットダウン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．に音を押してダウンロー鳴らす場合ら復元　す場合に警告が出ることがあ
はチェックを押してダウンロー入れます。
②音を押してダウンロー「ダウ音1・音2・ユーザー選
択」から復元　選択します。
※ユーザー選択の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．音は.ＷＡＶのみの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．み
とライセンス認証の方法なります。

      基本　基本設定　　　

1.4　「ダウユーザー選択」を押してダウンロー選択した場合に警告が出ることがあ
1を押してダウンロー2にドラッグアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ンドドロップしま
す。
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1.5　
①サウンドファイルがダウ表示されま
す。
②「ダウ保存」ボタンを押してダウンロークリックしま
す。

      基本　基本設定　　　
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   2．ポップ項目の追加アップ項目の追加

2.1　コピー開始の更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．お知ら復元　せの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ポッ
プアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップを押してダウンロー表示させる場合に警告が出ることがあは
チェックを押してダウンロー入れます。

基本　基本設定　

2.2　コピー開始時にポップアの更新方法　．．．．．．．．．．．．．．．ップがダウ
表示されます。
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