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はじめに 

この度は有限会社プラス・エス（以下弊社）の「フォントまる見え！！  ＬｏｏｋＦｏｎｔ Ver.2」（以下、当製品）をご利

用頂き、誠にありがとうございます。 当製品は、弊社業務でのデザイン現場の要望から生まれた、フォントを用いたデザイン

決定や確認に適した様々な機能をご提供しております。 当製品のご利用にはインストール後、期限日数内にライセンス認証を

完了する必要があります。期限を過ぎてしまいますと、籐製品は起動しなくなります。（ライセンス認証画面より先のメイン画

面及び本機能は動作しません。） まずは本ヘルプの各章をお読みになり、快適な環境でご利用下さい。 

 

製品特徴とメリット 

１．確認したい文字列（社名や商品名、キャッチコピー等）を様々なフォントで瞬時に確認出来る事。 

一見それほどのメリットがあるのかと思うかも知れませんが、他のアプリケーション（デザインツールや、ワープロ等）で

気に入ったフォントを見つける苦労とその作業に有する時間を考えると、２度目にはかなり滅入る作業です。 

例えば、Word等で色々なフォントを試す場合、1個のフォントで文字を入力し、コピペで次ぎのフォントを選択し、一覧を

作るとしたら、１フォンと当たり少なく見積もって５秒で換算すると、１００フォントで５００秒（８分強）、１０００フ

ォントだと、８０００秒（８３分）掛かる事になります。 

当製品を使う事で、その作業も瞬時に行え、手軽に確認出来るので、デザインの絞込も短時間で行え、余った時間で様々な

レイアウトやアイディアを試す事が出来ます。 特に登録フォントの多い環境であればある程、その効果は絶大です。 

２．インストールされていないフォントでも一時インストール機能で表示出来る事。 

フォント集ＣＤやフォント製品を数多くお持ちの場合でも、その全てをＰＣにインストールするのは得策ではありません。

フォントを多くインストールしたＰＣは起動にも時間が掛かるようになり場合によってはトラブルに原因にもなりかねな

いからです。 当製品は必要に応じたフォントのみを絞り込むのにも役立ちます。 

３．他のアプリケーション（デザインツールや、ワープロ等）へコピー＆ペーストが出来る事。 

せっかくフォントを決定しても、本番のソフトで使う際に、またリストの中からフォントを選ぶのは面倒です。（ソフトに

よってはフォントの設定が面倒な物もあります） 一部のフォトレタッチ系ソフトでは、ラスターデータ（画像）としてペ

ーストされてしまいますが、デザインソフトの代名詞であるＡｄｏｂｅＳｙｓｔｅｍｓ社のＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒやワー

プロソフトの代名詞である、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｏｒｄやＪｕｓｔｓｙｓｔｅｍ社の一太郎等へは文字属性を持った

状態でペーストされますので、そのソフトのフォントリストから選ぶ事無く、すぐに次の動作へ移れます。 

４．フォント言語フィルタ機能。 

現在のところ「欧文」と「日本語」、「一時フォント」と「既存フォント」のみの最低限の選択肢となってまいすが、日本語

の文字列（全角等）を確認するのに欧文を表示する必要はありません。 絞込フィルタを利用する事で更に確認時間が短縮

可能です。 

５．単純明快な操作性。 

元々機能が多い訳でもないので、当然かも知れませんが、必要最低限のオペレーションで簡単に操作する事が出来ます。 お

そらく殆どの方がこのヘルプやユーザーズガイドを必要としない事でしょう。 

６．更に進化した「お気に入り」機能と「候補」機能。 

Ver.2からは、更に作業効率アップの為に、頻繁に使うフォントを「お気に入り」の属性を付け、瞬時に確認出来る表示モ

ードと、一覧の中から「候補」属性を付け、候補同士で更に比較する事が可能となりました。候補表示モードで他のソフト

にコピペする事なく、最適なターゲットを捜す事が可能です。これらの追加機能で更に便利に短時間で作業が進められます。 

 

動作環境スペック 

当アプリケーションのご利用には下記の環境が必要となります。 

必要スペック 

項 目 ス ペ ッ ク 

ＯＳ 
Microsoft Windows XP(32Bit版) ／ Vista(32/64Bit版) ／ 7(32/64Bit版) 

※但し日本語版である事 
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ハードディスク 最低 100MByte の空き容量(200Mbyte以上推奨) 

メモリ 512Mbyte（ＯＳの最低条件以上） 

ＣＰＵ 周波数 800MHz 以上又は互換 CPU 800MHz以上（１GHｚ以上を推奨） 

モニタ 800x600ドット、HighColor(16 ビット)色表示以上 

ＣＤ／ＤＶＤ ＣＤ又はＤＶＤドライブ（パッケージ版のインストール時のみ） 

その他 オンライン認証／自動アップデート時に利用時にはインターネットに接続可能な環境 

（オンライン認証にはＳＳＬ通信暗号化通信に対応している必要があります） 

 

対応フォントフォーマット 

ＴｒｕｅＴｙｐｅフォント／ビットマップ系／Postscriptフォント／Open Typeフォント（Windows に登録可能なフォント） 

 

フォントファイル拡張子について 

当ソフトで使用可能な一般的なフォントファイルの拡張子について説明致します。 

拡 張 子 説  明 

.ttf True Type Font の意味でベクター系のフォントファイル 

.ttc 複数の TrueType フォントデータを１つのファイルにまとめたファイル 

.fon Windowsで使用されるラスター系（ビットマップ系）のフォントファイル 

.pfm Postscript Font Matrixの意味で AdobeSystems 社の Type1のフォントファイル 

.otf Open Type Font の意味で Microsoft社と AdobeSystems 社が共同開発したフォントファイル 
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使用許諾契約書及び著作権について 

本契約は、お客様（以下「お客様」とします）と有限会社プラス・エス（以下「弊社」とします）との間で弊社がお客様へ提供

するソフトウェア及び付属データ（以下「許諾ソフトウェア」とします）の使用権許諾に関して次のように条件を定めます。お

客様は、お客様の責任で許諾ソフトウェアの(ダウンロード及び)インストールを行って下さい。許諾ソフトウェアの(ダウンロ

ード及び)インストールによってお客様に生じる損害について、いかなる場合も弊社は一切責任を負いません。 

第１条（総則） 

 許諾ソフトウェア（付属データを含む）は、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令、及び諸条約によって

保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウ

ェアの著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、お客様に移転いたしません。許諾ソフトウェアのみならず、付属データに関し

ても許諾ソフトウェア同様の扱いとなります。 

第２条（使用権） 

１．弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。 

２．本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアをお客様が使用するコンピュータにダウンロード

又はインストールし、承諾ソフトウェアを必要とする個々の弊社製品（以下、本製品とします）を作動させるために使用す

る権利を指します。 

３．お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、並びに、これに対する修正、追加等の改変をすることができま

せん。 

第３条（権利の制限）  

１．お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。 

２．各許諾ソフトウェアは、本製品における使用を条件に許諾されています。お客様は、許諾ソフトウェアの一部又はその構成

部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。  

３．許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。  

４．お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲受人が本契約の

条項に同意することを条件に譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有すること

はできず、許諾ソフトウェアの一切（全ての構成部分、媒体、電子文書及び本契約書を含みます）を譲渡しなければなりま

せん。 

第４条（許諾ソフトウェアの権利） 

 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、弊社または、本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を

弊社に認めた原権利者（以下原権利者とします）に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許

諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 

第５条（責任の範囲） 

１．弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが正常にダウンロード及びインストールできることを保証致しません。また、弊社

及び原権利者は、許諾ソフトウェアのダウンロード及びインストールによってお客様に損害が発生しないことを保証致しま

せん。 

２．弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動

すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えない事を保証しません。また、弊社及び原権利者は、

許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証致しません。 

３．許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス（第三者が提

供する場合に限られず、弊社又は原権利者が提供する場合も含みます）は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの

提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、

ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来にわたって正常に稼動することを保証い

たしません。  

４．お客様に対する弊社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が弊社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいか

なる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する本製品の購入代金を上限としま



Ver.2 

Copyright (C) 2006-2011 PLUS S, Inc. All Rights Reserved 7 

す。 

第６条（媒体についての制限保証） 

本製品の購入日（領収書の写しなどにより購入者が証明可能な日でなければなりません。）から 30日間、ソフトウェアディス

クに材質上または製造上の瑕疵があった場合は、その程度に応じて弊社の判断に基づき、交換または代金返還をいたします。 

本契約書に基づく弊社の責任及び購入者に対する救済の内容は、本条規定の保証に合致しないソフトウェアディスクが弊社に

対し領収書の写しとともに返送された場合に、それらの交換を無償にて行うことに限られます。 

尚、弊社は、事故、濫用または誤用により、ソフトウェアディスクに瑕疵が生じた場合には取り替えの責任を負いません。商

品価値と特定の目的に対する適合性を含めて、ソフトウェアディスクのすべての黙示的な保証は、製品を受け取ってから 30

日以内に制限されています。本保証は特定の法的権利を供与するものですが、その他の権利については、該当する法規に従う

ものとします。 

第７条（著作権保護、登録認証及び自動アップデート） 

１．お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約に従うも

のとします。 

２．許諾ソフトウェアはインストール後、お客様のご利用開始に伴い、弊社のサーバーにインターネットを通し使用許諾開始を

求める通信、即ちライセンス認証を行う事が出来ます。お客様の環境によりインターネットに接続していない環境の場合は、

その他の手段により弊社へライセンス認証を行う事で使用許諾開始とみなします。 

３．お客様は、お客様が弊社のサーバーに本製品を接続した際、 

 (ⅰ)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適

宜にアップデートされること、 

 (ⅱ)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除される事があること、及び 

 (ⅲ)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約が適用されることに同意するものとします。  

第８条（契約の解約）  

１．弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合直ちに本契約を解約する事が出来るものとします。 

２．前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から２週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄する

か、弊社に対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を弊社

に差し入れるものとします。 

３．本条１項の規定により本契約が終了した場合といえども、第４条、第５条、第７条第２項及び第３項並びに第８条第１項及

び第３項乃至第 5項の規定は有効に存続するものとします。 

第９条（その他）  

１．本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

２．お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある条例、法律、輸出管理規制、命令に従うもの

とします。  

３．本契約に関連する一切の紛争については、弊社本店所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。  

４．本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続

するものとします。 

５．本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとし

ます。 

以上 

有限会社 プラス・エス 

URL : http://www.pluss-inc.com/ 

e-mail : sales@pluss-inc.com 

 

mailto:sales@pluss-inc.com
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インストール・ガイド 

１．インストールについて 

インストール手順について、順にご説明させて頂いております。良くお読みになり、快適な環境でご利用下さい。 

注意：当アプリケーションはインストールするＰＣ毎に１ライセンス（プロダクトキー）が必要です。 

複数のＰＣ等でご利用の場合は必要な台数分のライセンスをご購入下さい。 

 

１）インストールを開始するに際し、必ず administrator 又はアドミニストレータ権限（管理者権限）を有する 

 

ユーザーでＰＣにログインして下さい。 ログイン後、ＣＤ－

ＲＯＭをインストールするＰＣのＣＤドライブ又はＤＶＤド

ライブに挿入して下さい。 お使いになるＰＣの最低条件等の

スペックに関しては動作環境スペックをご確認下さい。 

 

２）通常、インストールランチャープログラムが自動起動します。 

 

もし、暫く待ってもインストーラープログラムが起動しない 

場合は、「エクスプローラ」又は「マイコンピュータ」より、

ＣＤを挿入したドライブを開き、「AutoRun.exe」をダブルク

リックし、起動して下さい。 高速低速自由自在をインスト

ールするには、オレンジ色の「LookFont Install」のボタン

をクリックします。 また、当マニュアル等の閲覧用に

AdobeSystems 社の AdobeReader7.0 のインストールを開始す

る場合は「Adobe Reader Install」のボタンをクリックしま

す。 

●Windows Vista / 7へのインストールの場合 

 

当ソフトのＣＤをＣＤドライブに入れたら、下記の様な動作 

選択画面が表示される事があります。 

 

３）「セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、そのまま進む場合は次へのボタンをクリック 

 

します。 インストールを中止する場合にはキャンセルボタン

をクリックします。 
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●Windows Vista / 7へのインストールの場合 

 

ユーザーアカウント制御により下図の様な警告画面が表示さ

れる事があります。 

 

４）「注意事項」の画面が表示されますので、最後まで良くお読みになり、そのまま進む場合は次へのボタンをクリッ 

 

クします。 インストールを中止する場合にはキャンセルボタ

ンをクリックします。 

 

尚、注意事項にはインストールやライセンス認証に関する重要

な説明を記載しておりますので、該当する環境の場合、一度当

インストールを終了して環境を変更後、再度インストールを行

って下さい。 

 

５）「使用許諾契約書」画面が表示されますので、最後まで良くお読みになり、同意される場合には、「同意する」を 

 

選択し、そのまま進む場合は次へのボタンをクリックします。 

同意されない場合、インストールを中止する場合にはキャンセ

ルボタンをクリックします。 

 

６）「インストール フォルダの選択」画面が表示されます。 変更せずにそのまま次へのボタンをクリックして進ん 

 

で下さい。 Windows Vista/7 でインストール先のフォルダを

変更される場合、ユーザーアカウント制御（UAC）の影響で、

セキュリティにより処理をブロックされ予期せぬ動作やエラ

ーが発生する場合がございますので、ご注意下さい。また、イ

ンストール後、当アプリケーションをご利用になるユーザーが

現在インストール作業でログインしているユーザー以外でも

ご利用になる場合、すべてのユーザーを選択して下さい。 イ

ンストールを中止する場合にはキャンセルボタンをクリック

します。 
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 ！ワンポイントメモ  

 UAC とは、「User Account Control」（日本語名：ユーザーアカウント制御）の略で、Vista より搭載された

強化されたセキュリティの機能です。 

スタートメニュー→コントロールパネル→ユーザーアカウント→ユーザーアカウント制御の有効化または無

効化 で設定の変更可能です。 

 

 

７）インストールの準備が完了し、「インストールの確認」画面が表示されます。 このままインストールを続行され 

 

る場合は次へのボタンをクリックして下さい。 インストール

を中止する場合にはキャンセルボタンをクリックします。 

 

８）「インストールしています」画面が表示され、アプリケーションをインストールします。 

 

インストールが完了するまでお待ち下さい。 もし途中でイン

ストールを中止する場合にはキャンセルボタンをクリックし

ます。 

 

９）「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、アプリケーションのインストールは完了です。 
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２．ライセンス認証について 

ライセンス認証は正しいライセンスのチェックを行う事で、弊社とお客様の権利を守る為の物です。 

せっかくお金を出して購入したソフトの海賊版が巷に横行していては、お客様の使用許諾権利も価値無い物となります。 

また、弊社もその収益の一部で機能アップや修正、サポート等が出来なくなってしまいます。 これは双方にとって不利

益となりますので、正しいライセンスのチェックを行っております。 ご理解下さりますよう、御願い致します。 

１）次に当アプリケーションを起動し、プロダクトキー入力画面の赤枠で強調された部分に「プロダクトキー」 

 

（※１）を正しく入力します。 インストール後より１０日以

内にライセンス認証を完了して下さい。 ライセンス認証を完

了せずに１０日間が過ぎますと、本機能は起動しなくなってし

まいます。 

 

ボ タ ン 機   能 

ＰＬＵＳ Ｓサポートサイト 弊社サポートサイトをブラウザーに表示します。 

オンライン自動認証 インターネット経由の SSL128 ビット暗号か通信でライセンス認証を行いま

す。 

Fax Email手動認証 Fax、Eメール、Webより手動取得の手段でライセンス認証を行います。 

閉じる プロダクトキー入力画面を終了します。（※２） 

 

※１： 製品に付属するプロダクトーには下記の半角文字のみを使用しております。 

 英数字・・・・０（ゼロ）～９（キュウ） 

 アルファベット・・・Ｉ（アイ），Ｏ（オー），Ｑ（キュー），Ｖ（ブイ）を除く大文字Ａ～Ｚ 

※２： ライセンス認証前に[閉じる]をクリックすると、認証期限以内の場合はメイン画面が起動し、認

証期限切れの場合はそのままアプリケーションを終了しますのでご注意下さい。 

 

  ライセンス認証には大きく２つの方法に分かれます。 

 ・ オンライン認証（項目２参照） 

インターネット経由の SSL128ビット暗号化通信による自動認証 

 ・ 手動認証 

Webから手動で認証コード取得 

    Ｆａｘで認証コード取得 

    Ｅメールで認証コード取得 

  

２）オンライン認証の場合、インターネットに接続されている事を御確認の上、[オンライン自動認証]ボタンをクリ

ックします。回線速度とサーバーの混み具合にもよりますが、多くの場合、数秒～１分程度でメッセージが表示

されます。オンライン自動認証では SSLの 128ビット暗号化通信が必須となります。詳しくはトラブルシューテ

ィング又は弊社サポートサイトをご覧下さい。 

 メッセージ 内  容 

「ライセンス認証が完了しました」 ライセンス認証が完了正常に完了し、本機能がフルでご利用可能で

す。 

「通信エラー ＃８ 発生」 インターネット経由の 128ビット暗号化通信に失敗した場合や認証サ

ーバーがメンテナンス中の場合に表示されます。 
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「ライセンスエラー発生」 

又は 

「トリガーコードエラー＃７」 

正規のライセンスを得てない場合、ライセンス認証回数をオーバーし

ている場合、ライセンス認証が完了している PC よりアプリケーショ

ンのコピーを利用しようとした場合等に表示されます。 

「通信エラー ＃番号 発生」 通常であれば、あまり表示される事はありませんが、番号により原因

が違います。 弊社サポートまでご連絡下さい。 

 

尚、オンライン認証では、自動生成したＰＣ固有のコンピュータＩＤとプロダクトキーのみを有限会社プラス・

エスのサーバーへ送信致します。 個人を特定できる様な情報、お名前、電話番号、ご住所、メールアドレス、

クレジットカード情報、口座番号等、プライバシーを侵害する様な情報は一歳含まれません。 正しいライセン

スの認証（評価）のみを行っており、スパイ行為、スパム行為は全く行っておりませんので、ご安心下さい。 

 

３）手動認証の場合、[Fax Email 手動認証]ボタンをクリックすると、下記の Fax Email 画面が表示されます。 

 

ボ タ ン 機   能 

Web から 

手動で取得 

弊社認証サーバーより手動でＲｅｇコードを取

得する為、認証コード取得ページをブラウザーに

表示します。（項目１２ ①参照） 

Ｆａｘ用 

ＰＤＦ表示 

Ｆａｘによる認証コード取得用のＦａｘフォー

ムＰＤＦをＡｄｏｂｅＲｅａｄｅｒで表示しま

す。 

Ｅｍａｉｌ

フォーム 

E メールによる認証コード取得フォームを表示し

ます。 但し Outlook 以外ではは正しく表示され

ない事もあります。 

キャンセル 何もせずに画面を閉じます。 

ＯＫ 取得した Regコードでライセンス認証を完了しま

す。 

 

ａ. Webより手動で認証コードを取得する場合、[Webから手動で取得]ボタンをクリックすると、ブラウザーに下記の 

 

「認証コード取得ページ」が表示されます。 

赤枠で強調された部分にプロダクトキーを入

力し、「次へ」をクリックして下さい。プロダ

クトキーに関しては下記の半角文字のみを使

用しております。 

種 類 使 用 文 字 

英数字 ０（零）～９（九） 

アルファベット Ｉ（アイ），Ｏ（オー）， 

Ｑ（キュー），Ｖ（ブイ） 

を除く大文字Ａ～Ｚ 

  手動認証用ＵＲＬ： https://www.ss.pluss-inc.com/unlock/prokeyunlock.asp 

 この作業は必ずしも当アプリケーションをインストールしたＰＣである必要はありません。 SSL128 ビット暗号

化通信に対応しているインターネットに接続可能な他のＰＣより下記のＵＲＬを入力して頂いても大丈夫です。 

 

ｂ. 次に下記のようなユーザーコード１，２を入力する画面がブラウザーに表示されますので下記の①～③を実行し

ます。 ユーザーコード、Ｒｅｇコードに関しては下記の半角英数字のみを使用しております。 
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英数字・・・・０（零）～９（九） 

① 上記図の①に表示されているユーザーコード

１と２をコピー又はメモします。 

② 上記図の②のＣｏｄｅ１、Ｃｏｄｅ２にそれ

ぞれペースト又は半角数字のみで正しく入力

します。 

③ 上記図の③に表示される「Ｎｅｘｔ」ボタン

をクリックします。 

 

ｃ. ライセンスの正当性が確認されると下図のようなページがブラウザーに表示されますので下記の④～⑥を実行し 

 

ます。 

④ 上記図の④に表示されているＲｅｇｉｓｔｒ

ａｔｉｏｎ ｃｏｄｅ１と２をコピー又はメ

モします。 

⑤ 上記図の⑤のＲｅｇコード１、Ｒｅｇコード

２にそれぞれペースト又は半角数字のみで正

しく入力します。 

⑥ Fax Email 画面の[ＯＫ]ボタンがクリック出

来る様になりますので、クリックします。認

証コードをアプリケーションが確認出来たら 

ライセンス認証は完了します。（メモのミスや入力ミスがあるかも知れませんので、ライセンス認証が完了する

まで、ブラウザーは閉じないようにしておく事をお勧め致します） 

 

４）Ｆａｘによる手動認証を行う場合は[Ｆａｘ様ＰＤＦ表示]ボタンをクリックし、ＡｄｏｂｅＲｅａｄｅｒで 

 

下記のＦａｘ用認証コード取得フォームを表示し

ます。 このＰＤＦを印刷し、必要事項を明記の

上、弊社サポートまでＦａｘして下さい。 営業

時間内に順次対応させて頂きます。 尚、Ｆａｘ

やＥメールでの対応は若干お時間を頂く場合がご

ざいます。 弊社よりお知らせするＲｅｇコード

１，２を下図の赤枠で強調された部分に半角数字

のみで正しく入力します。 

 

 

５）Ｅメールによる手動認証を行う場合は[Ｅｍａｉｌフォーム]ボタンをクリックし、お使いのメールソフトで、下
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図のような新規メールに弊社サポート宛のフォームが表示されます。 但し、お使いのメールソフトがＯｕｔｌ

ｏｏｋ以外の場合、そのソフトの仕様によっては全ての項目が正しく表示されない場合もあります。 

 

赤枠で強調された必要事項を明記の上、弊社サポートまで送信

して下さい。 営業時間内に順次対応させて頂きます。 尚、

ＦａｘやＥメールでの対応は若干お時間を頂く場合がござい

ます。 通常、２営業日以上お待たせする事はありませんが、

弊社からの返事が２営業日以上来ない場合は、プロバイダーや

ウィルスチェックソフトの迷惑メールにより誤判断され、迷惑

メールとして処理されている場合もございますので、御確認下

さい。 

また、ＭＳＮ、Ｙａｈｏｏ、Ｇｏｏ等のフリーメール系では上

記迷惑メール等の誤判断によるでのトラブルが多く報告され

ております。 

可能な限り、フリーメール以外のメールアドレスでご連絡下さい。 また２営業日が過ぎても弊社からの連絡が

無い場合は、お手数ですが、弊社サポートまでご連絡下さい。 

項目４．と同様に弊社よりお知らせするＲｅｇコード１，２を半角数字のみで正しく入力します。 

認証コードをアプリケーションが確認出来たらライセンス認証は完了します。 

 

３．ユーザー登録について 

ライセンス認証が終わりましたら、続けてユーザー登録を是非完了して下さい。ユーザー登録は任意ですが、弊社のユーサー

サポートをご利用時には必須となりますので、スムーズなサポートの為にも、インストール時にはそのまま続けてユーザー登

録する事をお勧め致します。 

１）オンラインユーザー登録 

 

 

ライセンス認証完了すると、左図の様なメッセージが表示され

ます。 

ここで「はい」をクリックすると、ユーザー登録へと進みます。 

（「いいえ」の場合はそのまま LookFont が起動します） 

 

オンラインユーザー登録の画面が起動します。 

必須事項（＊マーク項目）を入力すると、「オンラインユーザ

ー登録」ボタンがクリック可能になります。 

「オンラインユーザー登録」では、ライセンスのオンライン認

証と同じように、インターネット経由の SSL128 ビット暗号化

通信を行います。（ウィルス防止ソフトやファイヤーウォール

等の設定で通信がブロックされないようにして下さい。） 

「オンラインユーザー登録」が完了すると、正常終了した旨の

メッセージが表示され、LookFontが起動します。 

 

尚、インターネットに接続していないＰＣや、SSL128 ビット

暗号化通信に対応していない PC の場合、別のインターネット

に接続可能なＰＣより、Ｗｅｂページから手動で登録して頂く

必要があります。 
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２）Web ページからのユーザー登録 

 

オンラインユーザー登録の画面の「ユーザー登録ページで登

録」ボタンをクリックすると、ユーザー登録ページがブラウザ

ーで表示されます。 

インターネットに接続していないＰＣの場合は、別のインター

ネットに接続可能なＰＣで、弊社のユーザー登録ページ 

「https://www.ss.pluss-inc.com/regist/index.html」 

を表示し、ユーザー登録を行って下さい。 

 

４．アンインストールについて 

インストール手順について、順にご説明させて頂いております。良くお読みになり、快適な環境でご利用下さい。 

注意：当アプリケーションのアンインストール後は、当製品をご利用出来なくなります。 

１）アンインストールを開始するに際し、インストールした際のアカウントでログインします。 

（通常、administrator 又はアドミニストレータ権限（管理者権限）を有するユーザーアカウント） 

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開き、「プログラムの追加と削除」又は「アプリケーショ

ンの追加と削除」を開いて下さい。 

（お使いの OSによってメニュー名が違う場合があります） 

 

２）プログラムの追加と削除」又は「アプリケーションの追加と削除」で、当製品名「LookFont Ver.2」を選択します。 

 

「削除」ボタンが表示されますので、「削除」ボタンをクリックします。 

https://www.ss.pluss-inc.com/regist/index.html
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３）図の様なメッセージが表示されますので、このままアンインストールを実行する場合、「はい」をクリックします。     

「はい」を選択した場合、これ以降、中止もキャンセルも出来なくなりますので、ご注意下さい。 

 

アンインストールを中止するのであれば、「いいえ」をクリックし、終了して下さい。 

 

４）アンインストーラーが、アンインストールを開始しプログラムをＰＣより削除します。 

 

プログレスバーが右端まで来ると、上記の画面は閉じ、アンインストールが終了します。 

 

５）アンインストールの途中で下図の様なアンインストール認証画面が起動します。この画面でライセンスをライセンス認証

サーバーへ一時的に返却します。 

     

 

   インターネットに接続可能な PC の場合、オンラインによる自動返却が可能です。この場合は「オンライン自動返却」ボ

タンをクリックします。（オンライン自動返却では SSL128ビット暗号化通信を使用します） 

 

   インターネットに接続していない PC の場合は、「閉じる（手動返却）」ボタンをクリックし、表示されるアンインストー

ル認証 URL、アンインストールコードをメモし、インターネットに接続可能な他の PC にてライセンスの一時返却を完了

して下さい。アンインストールコードは、[８ケタ（半角英数）]- [８ケタ（半角数字）]- [10 ケタ以内（半角数字）]

で構成されています。特にＯ（オー）と０（ゼロ）の違いには注意が必要です。 

   アンインストール認証 URL：https://www.ss.pluss-inc.com/unlock/uninstall.asp 

 アンインストール認証でライセンスの一時返却を行う事で、PCの変更に際し、次の PCでもスムーズな認証が可能となり

ます。 アンインストール認証はお客様のライセンスの所有権を保護する目的の物となります。 

    

 

https://www.ss.pluss-inc.com/unlock/uninstall.asp
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クイックスタート 

本操作説明中に使用する各部名称は下記の図の通りとなります。 

メニューバー 

ツールバー 

フォント選択バー 

リスト選択バー 

フォント一覧エリア 

 

１）確認したい文字列を入力する 

① ② 

 

テキスト入力バーの①に確認したい文字列を入力します。 下記の

例では「有限会社 プラス・エス」と入力しています。 表示する文

字サイズは②のプルダウンで設定します。 

 

２）決定したフォントをコピーする 

③ 

 

④ 

 

 

下図の③に示す「Bauhaus 93」フォントを選択し、④のコピーボタ

ン又は「Ctrl＋C」でコピーします。 （文字列は「PLUS S」を入力

しています） 

 

３）決定したフォントを他のアプリケーションへペーストする 

 

他のアプリケーション 

（例では Microsoft 社の Word2010 を利用しています）へペ

ーストします。 
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リファレンスマニュアル 

・メイン画面 各部名称 

 メイン画面の各部名称は下記の図の通りとなります。 

メニューバー 

ツールバー 

フォント選択バー 

リスト選択バー 

フォント一覧エリア 

 

メニューバー 

 

ファイル  

 

・ファイル 

 ・印刷 

 ・印刷プレビュー 

 ・プリンタの設定 

 ・設定 

 ・アップデートチェック 

 ・アプリケーションの終了 

 

編集  

 

・編集 

 ・コピー 

 ・フォント名をコピー 

 ・貼り付け 

 ・お気に入りに追加 

 ・候補に追加 

 ・プロパティ 

 

フォント  

 

・フォント 

 ・フォントの一時インストール 

 ・ＣＤ／フォルダ検索 一時インストール 

 ・一時フォントのアンインストール 

 ・一時フォントから本番インストール （※現在 XPのみ機能） 

 

表示  
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・表示メニュー 

 ・ツールバー 

 ・フォント選択バー 

 ・テキスト入力バー 

 ・リスト選択バー 

 

ヘルプ  

 

・ヘルプ 

 ・オンラインヘルプ 

・バージョン情報 

・プラス・エス サイト 

・サポート サイト 

 

ツールバー 

 

・ツールバー 

 ・コピー 

 ・貼り付け 

 ・一時フォント登録 

 ・一時フォント解除 

 ・一時フォントから本番インストール 

（※現在 XPのみ機能） 

 

フォントバー 

 

・フォント選択バー 

 ・欧文フィルタ 

 ・日本語フィルタ 

 ・全言語フィルタ 

 ・一時フォント・フィルタ 

 ・既存フォント・フィルタ 

 

テキスト入力バー 

 

・テキスト入力バー 

 ・テキスト入力エディットＢｏｘ 

 ・フォントサイズ 

 

リスト選択バー 

 

・リスト選択バー 

 ・標準表示 

 ・お気に入りのみ表示 

 ・候補のみ表示 
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ポップアップメニュー 

 

・ポップアップメニュー 

 ・コピー 

 ・フォント名をコピー 

・一時フォントから本番インストール 

 ・プロパティ 

 

１．ファイルメニュー関連 

・印刷 

 

 

メニューバーの「ファイル」→「印刷」又は、ツールバーの「印刷」ボタン

で現在画面に表示されているフォントの一覧を印刷する事が可能です。 

 

但し、フォントが沢山インストールされている環境では、いきなり印刷され

る前に、印刷プレビューで必要なページを確認事をお勧めします。 

 

※印刷されるフォントは現在選択されている、各フィルタの選択状態の物と

なります。また、各フォントで印刷される文字列のフォントサイズも選択

されているフォントサイズになります。 

 

 

印刷ダイアログが表示されます

ので、使用するプリンタの選択

や、プリンタのプロパティの変

更、印刷範囲の設定、印刷方向

を設定し、「OK」ボタンで印刷を

開始します。 

 

 

・印刷プレビュー 

 

 

メニューバーの「ファイル」→「印刷プレビュー」で印刷イメージの確認が行

えます。 
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左図の様な印刷プレビュー画面で、実際に印刷される印刷イメージを事

前に確認します。 

拡大表示ボタンや、１ページ表示／２ページ表示の切り替えも可能です。 

※印刷プレビューで表示される印刷イメージは、現在選択されている、

各フィルタの選択状態の物となります。また、各フォントの文字列の

フォントサイズも選択されているフォントサイズになります。 

 

・プリンタの設定 

 

 

メニューバーの「ファイル」→「プリンタの設定」でプリンタの設定ダイアロ

グが表示されます。 

 

プリンタの設定ダイアログでは、印刷に使用する、プリンタ、プロパテ

ィ（プリンタの印刷設定）、用紙サイズ、印刷の向きを設定します。 

ここで設定を変更した内容は、当アプリケーションを終了するまで有効

となります。 

変更した設定内容で、印刷や印刷プレビューを行います。 

 

・設定 

 

 

メニューバーの「ファイル」→「設定」で設定画面が表示され

ます。 

設定画面には下記のタブから構成されています。 

 

自動アップデートの有効／無効を設定します。 尚、自動アッ

プデート／手動アップデートはライセンス認証完了後に機能し

ます。 
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名称又は項

目 
説明 

１日１回初

回起動時に

更新をチェ

ック 

ＯＮ： 

日に１回、初回起動時のみ起動時に

インターネット経由でサーバーに更

新プログラム等の有無を調べ、更新

する 

※ＯＮでのご使用を強く推奨いたし

ます 

ＯＦＦ： 
自動アップデート機能は無効となり

ます 
 

 

 

・アップデートチェック 

 

 

メニューバーの「ファイル」→「アップデートチェック」で手動アップデート

が実行されます。 尚、自動アップデート／手動アップデートはライセンス認

証完了後に機能します。 実行時にはインターネットに接続されている必要が

あります。 

手動アップデートはインターネット経由で弊社サーバーにプログラムの更新が

あるかをチェックし、更新されたプログラムがあれば、それを自動でインスト

ールします。 

 

・アプリケーションの終了 

 

 

メニューバーの「ファイル」→「アプリケーションの終了」でアプリケーショ

ンを終了します。 

 

２．編集メニュー関連 

・コピー 

 

 

メニューバーの「編集」→「コピー」又はツールバーの「コピー」ボタ

ンで、現在フォント一覧エリアで選択されている「フォント＋文字列」

を、クリップボードへコピーします。 
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また、フォント一覧エリアで選択しているフォントを右クリ

ックすると、左図の様なポップアップメニューが表示され、

ここで「コピー」を選択しても同様の動作をします。 

 

・フォント名をコピー 

 

   

メニューバーの「編集」→「フォント名をコピー」で現在フォント一覧エリ

アで選択されている「フォント名」をクリップボードへコピーします。 

 

また、フォント一覧エリアで選択しているフォントを右

クリックすると、左図の様なポップアップメニューが表

示され、ここで「フォント名をコピー」を選択しても同

様の動作をします。 

 

・貼り付け 

 

 

メニューバーの「編集」→「貼り付け」 又は ツールバーの「貼り付け」ボタ

ンで他のアプリケーションでコピーされた文字列をテキスト入力エディットＢ

ｏｘに表示し、フォント一覧エリアもその文字列を表示します。 

 

・お気に入りに追加 
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メニューバーの「編集」→「お気に入りに追加」 又は ツールバーの「お気に

入りに追加」ボタンで、頻繁に使うフォントを２０個までお気に入りリストに追

加出来ます。このお気に入りリストは設定が保存されますので、アプリケーショ

ンの終了で消える事なく、次回起動時にも反映されます。 

「お気に入り」に追加されているフォントは下記のように名前の下に緑色の★マ

ークが表示されます。 

 

 

・お気に入りから削除 

 

 

ツールバーの「お気に入りから削除」ボタンでお気に入りリストから指定のフォ

ントを削除します。 

 

・候補に追加 

 

 

メニューバーの「編集」→「候補に追加」 又は ツールバーの「候補に追加」

ボタンで現在選択されているフォントを候補リストに追加します。 

これはあくまで、テンポラリーな候補リストとなりますので、アプリケーション

の終了時には消え、次回起動時には反映されません。 

 

・貼り付け 

 

 

ツールバーの「候補から削除」ボタンで現在選択されているフォントを候補リス

トから削除します。 

 

・プロパティ 

 

   

メニューバーの「編集」→「プロパティ」で現在フォント一覧エリアで選

択されているフォントのプロパティを表示します。 
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また、フォント一覧エリアで選択しているフォントを右ク

リックすると、左図の様なポップアップメニューが表示さ

れ、ここで「プロパティ」を選択しても同様の動作をしま

す。 

 

フォント・プロパティ画面では、フォント名称、フォント

ファイル名、フォントのインストール種別を表示します。 

一時インストールされたフォントのファイル名称の確認等

にご利用頂けます。 

 

３．フォントメニュー関連 

・フォントの一時インストール／フォント登録 

 

  

メニューバーの「フォント」→「フォントの一時インストール」、又

はツールバーの「フォント登録」でＯＳにインストールされていない

フォントをファイル選択する事で一時的にインストールし、フォント

一覧エリアに表示し、利用する事が可能です。 

 

「フォントの一時インストール」メニュー又は「フ

ォント登録」ボタンクリック後、フォントファイル

を選択するダイアログよりフォントファイルを選択

します。 

 

※各フォント拡張子については「フォントファイル

拡張子について」をご覧下さい。 
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選択されたフォントファイルが一時インストールさ

れます。 確認方法は「フォント選択バー」の「一

時フォント」のみを ONにすると、下記に示すように

確認可能です。 一時インストールされたフォント

はフォント名称が緑枠で表示されます。 

 

・ＣＤ／フォルダ検索 一時インストール 

 

 

メニューバーの「フォント」→「ＣＤ／フォルダ検索 一時インストー

ル」で検索するトップパスと検索するフォントファイルの拡張子を指定

し、ＯＳにインストールされていないフォントファイルを一時的にイン

ストールし、フォント一覧エリアに表示し、利用する事が可能です。 

 

「ＣＤ／フォルダ検索 一時インストール」ボタンクリッ

ク後、フォントファイルの検索条件を設定するダイアロ

グが表示されます。ここで指定された「ＣＤ／フォルダ」

の検索トップパス以下の、チェックで指定された「検索

対象拡張子」のフォントファイルを検索対象とします。

「実行」ボタンのクリックで、検索を開始します。各フ

ォント拡張子については「フォントファイル拡張子につ

いて」をご覧下さい。 

※但し、指定された「ＣＤ／フォルダ」の検索トップパスによっては、処理に時間が掛かる場合があります。ご注意

下さい。 

 

検索後、発見したフォントファイルの数がメッセー

ジで表示されます。「ＯＫ」をクリックすると、選択

されたフォントファイルが一時インストールされま

す。 確認方法は「フォント選択バー」の「一時フ

ォント」のみを ONにすると、下記に示すように確認

可能です。 一時インストールされたフォントはフ

ォント名称が緑枠で表示されます。 

 

fontext.htm
fontext.htm
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・一時フォントのアンインストール／フォント解除 

 

 

メニューバーの「フォント」→「一時フォントのアンインストール」、

又はツールバーの「フォント解除」で一時インストールされているフォ

ントを解除します。 

 

４．表示メニュー関連 

・表示 

 

 

表示メニューで「ツールバー」、「フォント選択バー」、「テキスト入力バー」、それ

ぞれの表示／非表示を切り換える事が可能です。 

 

５．ヘルプメニュー関連 

・オンラインヘルプ 

 

 

メニューバーの「ヘルプ」→「オンラインヘルプ」 よりオンラインヘル

プを表示します。 

※Ｆ１キーによる状況依存ヘルプ表示 

メニューバーより起動しなくとも、機能や商才を調べたいボタンや画面

にフォーカスを当てて、キーボードよりＦ１キーを押せば、いつでもオ

ンラインヘルプの該当ページを表示可能です。 

 

・バージョン情報 

 

 

当製品のバージョン情報やプロダクトキーの確認をしたい場合

は、メニューバーの「ヘルプ」→「バージョン情報」でバージョ

ン情報画面が起動します。 

 

オンライン認証後は下図の様に 未認証 の文字

が消えます。 

販売元及び開発元のＷｅｂサイトへは各ＵＲＬのクリックでジャンプします。 
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尚、サイトをご覧になるにはＩＥ６．０以上がインストールされていて、インターネットに接続可能な環境が必要と

なります。また、製品のプロダクトキーはバージョン情報画面の下部に表示されます。 

 

・プラス・エス サイト 

 

 

（有）プラス・エスをご覧になりたい場合は、メニューバーの「ヘルプ」

→「プラス・エス サイト」より弊社の Webサイトをご覧頂けます。 

尚、サポートサイトをご覧になるにはＩＥ６．０以上がインストールされ

ていて、インターネットに接続可能な環境が必要となります。 

 

・サポート サイト 

 

 

当製品のサポートサイト（開発元：（有）プラス・エス）をご覧になりたい

場合は、メニューバーの「ヘルプ」→「サポートサイト」よりサポートサ

イト（ホームページ）へジャンプします。 尚、サポートに関する詳細は

当ヘルプの「サポートについて」をご覧下さい。 

尚、サポートサイトをご覧になるにはＩＥ６．０以上がインストールされ

ていて、インターネットに接続可能な環境が必要となります。 

 

 

６．ご購入後のサポートについて 

まずは当ヘルプのトラブルシューティングをご覧頂き、適切な解決策が見あたらなかった場合や不明な場合は、下記の方法に

て最新のサポート情報の確認やお問い合わせが可能です。 また、当製品のメニューよりサポートサイトへのジャンプも可能

です。 

  ●製品の技術的なサポートについては(有)プラス・エスへ下記の方法で御願い致します 

▼当ヘルプのトラブルシューティングを参照する 

オンラインヘルプのトラブルシューティングに環境設定等での運用で回避可能な回答集がございますのでそちらをま

ずはご参照下さい。 

 

▼サポートサイトで情報を探す 

弊社サポートサイトでは順次製品の最新情報をお知らせしております 

サポート トップ：http://www.ss.pluss-inc.com/support/ 

 

▼Eメール又は Fax でのお問い合わせ 

お問い合わせ時には下記の情報を必ずお知らせ下さい。 情報の記載が無い場合、ご連絡や回答が遅れたり適切でない

事があります。 お知らせ頂いたお客様の情報は弊社がサポートやお知らせのみ（ＤＭ等）に使用する為であり、他社

や第三者へ漏らす事はありません。 また、お知らせ（ＤＭ等）をご希望されない場合には弊社よりその他の情報をお

出しする事はありません。 

■Ｆａｘ：048-857-6716 

■Ｅメール：support@pluss-inc.com 

■宛先：テクニカルサポート担当 

 

http://www.pluss-inc.com/
http://www.ss.pluss-inc.com/support/
http://www.pluss-inc.com/
http://www.ss.pluss-inc.com/support/
mailto:support@pluss-inc.com
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・製品名： 

・製品バージョンＮｏ．： 

・製品プロダクトキー又はライセンスＩＤ： 

  ※ライセンスＩＤは製品のバージョン情報画面に記載されております。 

・お名前（法人の場合は会社名、部署名、担当者名）： 

・お電話番号（日中ご連絡可能な番号）： 

  ※ケースにより担当よりご連絡させて頂く事があります 

・製品プロダクトキー又はライセンスＩＤ： 

  ※ライセンスＩＤは製品のバージョン情報画面に記載されております。 

・お名前（法人の場合は会社名、部署名、担当者名）： 

・お電話番号（日中ご連絡可能な番号）： 

  ※ケースにより担当よりご連絡させて頂く事があります 

・Ｆａｘ番号： 

・Ｅメールアドレス： 

  （Yahoo、MSN等のフリーメールでは迷惑メールの扱いとなる場合があります） 

・お使いの環境 

  ＯＳとそのバージョン： 

  ＣＰＵと周波数： 

  ハードディスク容量（Ｃドライブの使用容量）： 

  ハードディスク容量（Ｃドライブの空き容量）： 

  メモリ： 

  その他： 

・現象／ご質問内容（詳しく） 

・ご希望のご連絡方法  □Eメール  □Fax 

・弊社よりの製品情報等、キャンペーン等のご連絡（ＤＭ等）をご希望されますか？ 

  □希望しない 

  □希望する 

     □Ｅメール  □Ｆａｘ  □郵送 

 

 

▼お電話によるお問い合わせ 

申し訳ありませんが、現在お電話によるサポートは行っておりません。 

上記のお問い合わせ方法により頂いた順にご対応させて頂いております。 弊社からのご返事をお待ち下さい。 

 

●個人情報の取り扱いに対するポリシーは次項のプライバシーポリシー又は Web サイトのプライバシーポリシーをご覧下

さい。 

 

７．プライバシーポリシー 

 はじめに 

個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守するとともに、

社内規定に準拠して行動します。また、役員を含む就業者に教育・啓発を実施します。 

 

法令及びその他の規範を遵守 

有限会社 プラス・エス では、商品のご購入、配送先登録、アンケート回答などの場面において、お客様の個人情報を入

http://www.pluss-inc.com/privasy/index.html
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力していただき、弊社内のデータベースに登録しております。 ご登録情報は以下の場合に利用いたします。 

１） ご注文商品の販売および発送のため 

２） お客様の商品購入、注文状況確認、購入履歴確認を簡便に行える機能を提供するため 

３） メールマガジン又はご購入後のお客様に有益な製品及びサービスやサポート情報等の配信のため 

 

個人情報の保護に関する対策 

個人情報の紛失、破壊、改ざん、および漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、ウィルス対策等の情報セキュリテ

ィ対策を行っております。 

１） 商品配送に必要な情報の配送業者への開示 

２） 販売元から直送によるお届けのため、販売元への商品配送に必要な情報の開示 

・初期不良時の交換品の配送や修理対応品の配送に関しても含まれます。 

・必要な契約を締結し、適切な管理・監督を行います。 

３） 他の利用者その他第三者に対して損害を与える可能性があると判断した場合 

４） ショッピングクレジット決済、コンビニ決済（現在未対応）をお客様の意思により行う場合 

・該当する決済会社に対し、必要な最低限の情報を開示します。 

・必要な契約を締結し、適切な管理・監督を行います。 

５） 法的権限に基づき要求された場合 

６） 弊社製品の販売元、販売代理店、販売店において、発送、サポートを行う場合 

・該当する決済会社に対し、必要な最低限の情報を開示します。 

・必要な契約を締結し、適切な管理・監督を行います。 

 

 自動オンライン認証におけるお客様の個人情報の収集行為の制限及び制約 

弊社のソフトに搭載されているインターネット経由のオンライン認証においては、お客様のコンピュータより自動的に下

記の情報を弊社認証サーバーへ送信致します。 

通信には安全性を考慮し、ＳＳＬによる暗号化通信を用いております。 当通信では、一切お客様の個人情報を送信する

事はありません。 また、スパム行為やスパイ行為に相当する処理も行っておりません。 

１） お客様がご購入又はダウンロードされた弊社ソフトのプロダクトキー又はライセンスＩＤと弊社製品パスワードの何

れか又は全部。 

２） 弊社ソフトにより自動発生したお客様のコンピュータ固有のコンピュータＩＤ。 

（不正流用、配布等のプロテクトとしてのみ用いておりますが、お客様を特定出来る情報ではありません。） 

３） オンライン認証以外で、インストール時にユーザー登録を促す画面からの入力には、これに相当しません。 

 

個人情報の取り扱いに対するお問い合わせ、ご連絡、個人情報の削除依頼は下記まで 

有限会社プラス・エス 

電話：048-857-6711（代） 

Fax：048-857-6716 

e-mail：sales@pluss-inc.com 

 

sales@pluss-inc.com
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