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スタートアップガイド

次年度更新手続きについて

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、ご利用いただくまでの手順および製品画面の基本的な説明や
サポート情報を記載しておりますので、ご使用前に必ずご一読ください。

①インストール・・・・・・・・２

■次年度更新手続きについて・・・９

Windows/Mac 編

②オンラインユーザー登録・・・３
③アクティベーション・・・・・５

■製品画面について・・・・・・・７

■導入までの流れ

■導入までの流れ

■サポートサービスについて・・・６

・・・１０

光学ドライブにCD-ROMをセットし、インストー
ラーが起動しましたら、[はじめてご利用される
お客様]ボタンをクリックします。

[プログラムをインストールする]ボタンをクリックし、
画面の指示に従ってインストールを行ってください。

[インストールが完了しました]と表示されたら、インス
トールは完了です。引き続き、[オンラインユーザー
登録を行う]ボタンをクリックし、オンラインユーザー
登録を行ってください。

● Windowsをご利用の方 → ESET Smart Security
● Macをご利用の方             → ESET Cyber Security Pro

導入までの流れ製品画面について

　インストール
■導入までの流れ

●すでに製品をご利用中の方 ●Android 端末でご利用する方

アクティベーション

Mac をご利用の方は、ダウンロードされたファイルを開き、
[インストール]アイコンをダブルクリックしてインストールを
行ってください。

Macをご利用の場合は、ウイルス定義データベースの
アップデートが始まります。完了しましたらアクティ
ベーションは完了です。

アクティベーションが完了しましたら、ウイルス定義データベースのアップデートを行ってください。

　「オンラインユーザー登録」へ
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メニューバーにある本プログラムの
アイコンをクリックし、[製品のアク
ティベーション]をクリックします。

「ユーザー名とパスワードを入力して使用する」
にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック
します。

ユーザー登録メールに記載されている「ユーザー
名」と「パスワード」を入力して、「アクティベー
ション」ボタンをクリックします。

「アクティベーションが完了しました」と表示されれば、アクティベーションは完了です。

　オンラインユーザー登録

　「アクティベーション」へ

「ユーザー登録を行ってください」の画面が表示
されましたら、パッケージに同封のシリアル番号
を入力し、[ユーザー登録の開始]ボタンをクリッ
クしてください。

シリアル番号は、パッケージに同梱の『シリアル番号のご案内』
用紙に記載されている番号です。

ダウンロード
されたファイル

インストールを
クリック

ここで入力するシリアル番号は、パッケージに同梱の
『シリアル番号のご案内』用紙に記載されている番号です。

インストーラーのユーザー登録完了画面で[最新バージョンの確認]ボタンをクリックすると、ご使用中のプログラムより
最新のバージョンがあるか確認を行い、インストールを行うこともできます。

24時間以上経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが本書P.6に記載のサポートセンターまでご連絡ください。

ユーザー登録は下記URLからも行うことができます。

取得した「ユーザー名・パスワード」は、｢シリアル番号のご案内｣用紙にご記入のうえ、大切に保管ください。
また、「ユーザー名・パスワード」が記載されたメールは、印刷して保管することをお勧めします。

下記URLからユーザー登録を行い、『ユーザー名』と『パスワード』を取得してください。

ユーザー登録

Androidの設定画面から[アプリケーション]をタップし、[提供元不明のアプリ]に
チェックを入れます。

インストールしたESET Mobile Securityを開きます。

「今すぐアクティベーションを行う」をタップし、「ユーザー名とパスワードによるアクティ
 ベーション」を実行します。

Step1で取得した『ユーザー名』と『パスワード』を入力して [アクティベーション] を
タップしてください。

下記URLからインストールプログラムをダウンロードします。

「このアプリケーションをインストールしますか?」と表示されましたら、 [インストール] を
タップします。「アプリケーションをインストールしました」と表示されましたら、イン
ストールは完了です。

インストール

アクティベーション

ユーザー登録後、メールにて『ユーザー名』と『パスワード』を送信いたします。

Webブラウザーが起動しますので、
メールアドレスをご入力ください。
入力後に[メール送信 ]ボタンを
クリックしてください。

しばらくすると、先ほどご入力いただきましたメールアドレス宛に「ユーザー名・パスワード
取得案内（ユーザー登録のご案内）」メールが届きます。メールに記載されている『ユーザー名・
パスワード取得用URLアドレス』へアクセスしてください。

ユーザー登録ページが表示されます。
必須事項を入力後に[確認]ボタンを
クリックしてください。

ユーザー登録[内容確認]ページが表示されますので、内容をご確認後に[ユーザー登録［送信］]
ボタンをクリックしてください。

光学ドライブにCD-ROMをセットし、インストーラーが
起動しましたら、[すでにご利用中のお客様]ボタンを
クリックし、[製品版をご利用中のお客様]ボタンをクリック
します。

「ユーザー登録を行ってください」の画面で、今回ご購入
された製品のシリアル番号を入力し、[ユーザー登録の
開始]ボタンをクリックしてください。

Step3
Webブラウザーが起動しますので、画面の指示に従って、『シリアル番号』と『メールアドレス』を
入力後に、『更新申し込み』ボタンをクリックしてください。

しばらくお待ちいただくと、ご登録いただいたメールアドレス宛に『ユーザー名・パスワード・
有効期間』が記載されたメールが届きます。更新手続き完了後、『ユーザー名』『パスワード』は
そのままご利用いただけます。　

以上で更新手続きは完了です。

以上で導入手続きは完了です。

以上で導入手続きは完了です。

ご入力いただきましたメールアドレス宛に「ユーザー名・パスワード取得案内（ユーザー登録のご案内）」
メールを送信いたしますので、お間違いのないようにご注意ください。

重要なお知らせなどをお送りします
ので、入力される内容は間違いのない
ようご注意ください。

ユーザー登録完了画面が表示されます。しばらくお待ちいただくと、ご登録いただいたメール
アドレス宛に『ユーザー名・パスワード』が記載されたメールが届きます。

＊本設定はインストール完了後に元に戻してください

＊「新規ユーザー登録の手順」をご参照ください。

ご不明な点につきましては下記URLからQ&Aをご覧ください。

＊操作設定ガイドは、インストーラー、もしくは下記URLからもダウンロードいただけます。
　　　   http://canon-its.jp/supp/common/wc0102.html

http://canon-its.jp/product/eset/private/personal/regist.html

重要! ・インターネット接続環境が必要です。

オンラインユーザー登録を行い、製品のアクティベーションに必要なユーザー名/パスワードを取得します。
ウイルス定義データベースのアップデートに
必要なアクティベーションを行います。

ご利用になる製品プログラムのインストールを行います。

・他社製セキュリティソフトがインストールされている場合は、必ずアンインストールを行ってください。

重要!

こちらで取得した「ユーザー名・パスワード」は、各製品で5台分までご利用いただけます。別製品をご利用になる場合も新たに
オンラインユーザー登録を行う必要はありません。※有効期限は5台分同一となります。

本パッケージに同梱のシリアル番号にて次年度更新を行った場合は、更新手続き完了メールに記載のシリアル番号を
保管ください。重要

「ユーザー名・パスワード」は大切に保管ください。重要!

パッケージに同梱のシリアル番号と、
現在ご利用中の製品のシリアル番号
をご用意ください。

＊Android端末でESET Mobile Securityをご利用中の方の次年度更新手順につきましては、下記URLを参照ください。

重要!

重要!

重要!

必須事項を入力

ユーザー名とパスワードを入力

http://canon-its.jp/product/eset/private/ems/regist.html

URL  http://canon-its.jp/product/eset/private/ems/regist.html

すでに製品をご利用中のお客様につきまし
ては、P.9の｢次年度更新手続きについて｣を
ご参照ください。

使用許諾画面が表示されましたら、内容を
ご一読のうえ、同意いただけましたら[同意
する]ボタンをクリックして進んでください。

はじめに「重要なお知らせ」が表示された場合は、内容を
ご確認後に次の画面へ進んでください。

すでにユーザー登録が完了している場合は[Windowsを
再起動する]ボタンをクリックし、再起動後、「③アクティ
ベーション」を行ってください。

コンピュータの検査

ホーム

設定

ツール

タスクメニュー

ヘルプとサポート
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シリアル番号を入力

ESETアイコン

シリアル番号を入力
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最初に表示されるメイン画面です。
コンピューターの保護の状態が確認
できます。

また、よく使う機能のショートカットが
表示され、目的の機能にスムーズにアク
セスすることができます。

正常に保護されています。

注意が必要な状態です。

脅威から守られていない危険な状態です。

製品画面の基本的な説明です。各種機能の詳細な内容は、別途操作設定ガイドを
ご覧ください。

＊画像はWindows（ESET Smart Security V6.0）のものです。
製品画面を任意で表示したい場合は、
タスクメニューからESETアイコンを
クリックし、「ESET Smart Security 6
（プログラム名）を開く」をクリックする
ことで表示されます。
タスクメニューからも保護の状態の
確認を行ったり、詳細設定画面などに
直接アクセスすることができます。

各種機能の有効 /無効の切り替えや、
詳細な設定が行えます。

操作上ご不明な点がありましたら、
こちらからヘルプファイルをご参照
ください。また、Webフォームでのお
問い合わせもこちらから行えます。

決まった日時にウイルス検査を行う
スケジューラーや、実行中のプログ
ラムの評価機能などのさまざまな
ツールが利用できます。

コンピューターのウイルス検査を手動で
行えます。検査方法は、以下の3種類から
選択できます。
●スマート検査
　ローカルディスク全体の検査を行います。
●カスタム検査
　検査対象を選択して検査を行います。
●リム―バブルメディア検査
　接続された外部デバイスの検査を行います。

通常ウイルス定義データベースは自動
でアップデートされますが、手動で行い
たい場合はこちらの [ 今すぐアップ
デート ]ボタンをクリックすることで、
最新のウイルス定義データベースへ
アップデートできます。

インストーラーが自動起動しない場合、CD-ROM内の
[setup.exe]を実行することでも起動します。
Macの場合はCD-ROM内の[setup.app] を実行して
起動させてください。

POINT ▼

POINT ▼

POINT ▼

POINT ▼

POINT ▼

POINT ▼ POINT ▼

POINT ▼

POINT ▼

POINT ▼

はじめに「重要なお知らせ」が表示された場合は、内容をご確認後に
次の画面へ進んでください。

インストーラーが自動起動しない場合、CD-ROM内の[setup.exe]を
実行することでも起動します。Macの場合はCD-ROM内の[setup.
app]を実行して起動させてください。
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●目次

P.２へ●はじめて製品をご利用になる方
（Windows or Macでご利用の方）

P.10へ

P.９へ●すでに製品をご利用中の方

●Android端末でご利用する方

本書は、本書作成時のソフトウェアおよびハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容と
ソフトウェアに搭載されている機能が異なっている場合があります。また本書の内容は、改定などにより予告なく変更することがあります。

ESET、ESET Smart Security、ESET Cyber Security、ESET Mobile Securityは、ESET, spol. s.r.o.の商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Macは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。

「ESETファミリー セキュリティ」をご購入の方へ

「ESETパーソナル セキュリティ」をご購入の方▼

http://canon-its.jp/product/eset/private/family/regist.html

「ESETファミリー セキュリティ」をご購入の方▼

ユーザー登録は下記URLからも行うことができます。

http://canon-its.jp/product/eset/private/personal/regist.html

POINT ▼

「ESETパーソナル セキュリティ」をご購入の方▼

http://canon-its.jp/product/eset/private/family/regist.html

「ESETファミリー セキュリティ」をご購入の方▼

PC用製品のユーザー登録がすでに完了している場合は、ユーザー登録を再度行う必要はありません。発行された「ユーザー名・
パスワード」をご利用ください。同様に、こちらで発行した「ユーザー名・パスワード」は、PC用製品でもご利用いただけます。

　ESETファミリー セキュリティ」をご購入の方へ
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アップデート

POINT ▼

POINT ▼

▼ユーザー登録 URL

http://canon-its.jp/product/eset/private/ems/dl.html

http://canon-its.jp/product/eset/private/ems/qa.html

▼ダウンロード URL

▼Q&A  URL

URL 


