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●免責事項 

本書は本書執筆／更新時点の情報を基に記述されており、特に断りのない限り、本書内の記
述は、本書記載時のバージョンの製品を元にしております。例の中で使⽤されている会社、名
前およびデータは、別途記載のない限り架空のものとなります。 

エフセキュア株式会社（以下、弊社）は、本書の情報の正確さに万全を期していますが、本
書に記載されている情報の誤り、脱落、または、本書の情報に基づいた運⽤の結果につきまし
て、弊社は、如何なる責任も負わないことといたします。本書に記載されている仕様は、予告
なく変更することがあります。  

 

●商標 

F-Secure および三角形の記号はエフセキュア株式会社の登録商標です。また、弊社の製品名
および記号／ロゴは、いずれも弊社の商標です。本書に記載されている全ての製品名は、該当
各社の商標または登録商標です。弊社では、自社に属さない商標および商標名に関する、いか
なる所有上の利益も放棄します。 

 

●複製の禁止 

本書の著作権は弊社が保有しており、弊社による許諾無く、本書の⼀部または全てを複製す
ることはできません。また、譲渡もできません。  
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はじめに 

本書では、「エフセキュア PC プロテクションプラス」を利⽤する場合の説明をします。 
尚、本文中に使⽤されている画⾯は開発中のもので、正式版とは異なる場合があります。 

1. 動作環境 
以下では、本製品の動作要件について説明いたします。 

 

1.1 対応 OS 

Windows Vista(32bit/64bit) 全エディション 

Windows 7 (32bit/64bit)  全エディション 

Windows 8/8.1(32bit/64bit) 全エディション(ARM CPU は未対応) 

Windows 10(32bit/64bit) 全エディション(ARM CPU は未対応) 

※ 各 OS は、最新のサービスパックの適⽤をお願いします。 

 

 

 

1.2 対応ハードウェア 
プロセッサー  Intel Pentium4 2GHz 以上 
メモリ     1GB 以上(2GB 以上推奨) 
ディスク    1.2GB 以上の空き容量 
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2. インストール
以下では、製品のインストール手順についての説明をします。
 
2.1 事前準備

ご使⽤のコンピュータから「ウィルス対策ソフト」「スパイウェア対策ソフト」「ファイア
ウォールのプログラム」などをすべて
ストール方法については、各製品の

先の
 

2.2 PC
1) 

「PC
 
 
 

 

 

 

 

             

2) 
アプリケーションをインストール前にウイルス検査ツール
す。
[同意してスキャン
（省略することも可能ですが、スキャンを実施されることを推奨いたします。）
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 
セットアップ画⾯が表示されますので、
をクリックします。
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インストール 
以下では、製品のインストール手順についての説明をします。
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ご使⽤のコンピュータから「ウィルス対策ソフト」「スパイウェア対策ソフト」「ファイア
ウォールのプログラム」などをすべて
ストール方法については、各製品の

先の 1.1 で述べた対応
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PC プロテクションプラス」のインストーラをクリックするとインストール

 クリーンナップツールについて
アプリケーションをインストール前にウイルス検査ツール
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（省略することも可能ですが、スキャンを実施されることを推奨いたします。）

 「F-Secure
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をクリックします。
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以下では、製品のインストール手順についての説明をします。
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インストールについて 
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クリーンナップツールについて
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（省略することも可能ですが、スキャンを実施されることを推奨いたします。）

Secure セットアップ」
セットアップ画⾯が表示されますので、
をクリックします。 

インストールガイド

以下では、製品のインストール手順についての説明をします。

ご使⽤のコンピュータから「ウィルス対策ソフト」「スパイウェア対策ソフト」「ファイア
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プロテクションプラスのインストール
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以下では、製品のインストール手順についての説明をします。

ご使⽤のコンピュータから「ウィルス対策ソフト」「スパイウェア対策ソフト」「ファイア
事前にアンインストール

マニュアルを参照してください。
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製品のモジュールがダウンロードされ、インストールが⾏われます。
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 インストール
製品のモジュールがダウンロードされ、インストールが⾏われます。
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リックします。
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「使⽤許諾契約」をお読みになり、［同意してインストール］ボタンをクリックし
トールを開始します。 

インストール実⾏ 

製品のモジュールがダウンロードされ、インストールが⾏われます。

製品がネットワーク接続に問題
リックします。 

インストールガイド

「使⽤許諾契約」をお読みになり、［同意してインストール］ボタンをクリックし
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上記アイコンをクリックすると、デスクトップ上に以下のメイン画⾯が表示されますのでご
確認ください。
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