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       はじめに 

 
本製品は、お客様のライセンスを保護するため、Ｗｅｂを使ったライセンス認証機能を有しており 

インストール時にインターネット接続環境下においてライセンス認証を行う必要がございます。 

 

Ｗｅｂ認証は、インターネット環境があり、かつインターネットに接続できる環境であれば、 

自動で行われます。 

 

インターネットに接続していないＰＣでも、インターネット環境（別のインターネット接続ＰＣ等） 

があれば、ライセンス認証（手動）で、すぐにインストールを行うことができます。 

 

インターネットの環境をお持ちでない方のために、ＦＡＸ、郵送でライセンス認証できる方法も 

ご用意してあります。 

但し、ＦＡＸ、郵送の場合はお時間を有する場合があります。 

 

次ページ以降で、その詳細についてご説明致します。 

 

 

※ライセンス認証・インストールが終了しましたら、インターネットから外してもご使用できます。 

 

 

※インストール、アンインストール前に、「インターネットオプション」-「詳細設定」で 

「TLS1.0」にチェックを付けてから、インストールして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ライセンス認証とインストール方法(目次) 

 

ライセンス認証は、以下の３つの手段に分かれます。 該当される箇所をクリックし、それぞれの

場合での説明をお読みください。 

不明点などございましたら、弊社サポートまでお問合わせください。 

 

 

 

１．インターネット接続しているＰＣの場合 

 

 

２．インターネット接続していないＰＣの場合(1) 
 【別にインターネット環境があり、かつファイルの移動手段がある】 

 

 

３．インターネット接続していないＰＣの場合(2) 
 【上記１、２以外】 

 

 

■問合わせ先・その他注意事項 

 

※インストール、アンインストール前に、「インターネットオプション」-「詳細設定」で 

「TLS1.0」にチェックを付けてから、インストールして下さい。 

 

 

 

 



１．インターネット接続しているＰＣの場合 

 

インターネットに接続されているＰＣに、インストールする場合は、ライセンス認証（自動）を行い、 

インストール作業を行います。 手順に従いお願いします。 

 

 

    ■インストールするＰＣが、インターネットに接続している場合 

 

 

   

 

 

 

次ページ以降の詳細手順をお読みください。                

 

※インストール、アンインストール前に、以下①の設定「TLS1.0」にチェックを付けて下さい。 

 

※自動認証が可能となっている場合でも、ネットワークの設定によっては、自動認証ができない場合が 

ございます。ネットワークの環境を再度確認した上で、「はい」をクリックして再試行してください。 

何度行ってもだめな場合は、以下を確認願います。 

 

① 「インターネットオプション」－「詳細設定」で、「TLS1.0」にチェックが付いていない場合は、 

ここにもチェックを付けて下さい。  

 

②それでもだめな場合は、ライセンス認証（手動）で実行されるか、マイクロネットサポートまでお問

合わせください。 

 

 

                                        目次に戻る 

 

 

 

 

 

■手順 

①setup.exeからインストール 

②インストールウィザード起動 

③使用許諾書に同意 

④ライセンスキーを入力 

⑤ライセンス認証 自動手続き 

⑥ライセンス認証 完了 

⑦インストール 開始 

⑧インストール 完了 

 



 ■手順：インターネットに接続しているＰＣへのインストール 

  【①InterSim5の CD内の setup.exeからのインストール】 

   InterSim5の CDを起動して、setup.exeをダブルクリックしてインストールウィザードを立上げます。 

           

          

  【②インストールウィザード起動】 

   インストールウィザードが起動し、以下のウィンドウが表示されます。 

   「次へ」をクリックすると、進みます。 

      

             

CD自動起動した場合 

CD内を展開した場合 

IM5JM 



  【③使用許諾契約書】 

   よくお読みになった上で、同意される場合は、「使用許諾の条項に同意します(A)」を選択します。 

   選択すると、「次へ」ボタンがクリックできるようになります。 

   尚、同意されない場合は、インストールできません。 

      

 

  【④ライセンスキーの入力】 

   ライセンスキーの入力を行います。 

   ライセンスキーについては、ＣＤに同封したライセンスキー用紙に記載してあります。 

    

      



  【⑤ライセンス認証 自動申請】 

   インターネットに接続されている場合は、以下の画面になります。 

   「はい、今すぐインターネット経由で自動手続きを行います」にチェックを入れて「実行」 

   ボタンをクリックしてください。 

      
    

  【⑥ライセンス認証完了】 

   「実行」ボタンをクリックするとライセンス認証が開始されます。 

   正常に終了すると、以下の画面が表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 

      

   異常終了すると、以下の画面となります。ネットワークの環境を再度確認した上で、「はい」を 

「インターネットオプション」－「詳細設定」で、「TLS1.0」にチェックが付いていない場合は、 

ここにもチェックを付けて下さい。 それでもだめな場合は、ライセンス認証（手動）で実行されるか、

マイクロネットサポートまでお問合わせください。 
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  【⑦インストール開始】 

    正常に終了後、「ＯＫ」をクリックすると、インストール開始画面が表示されます。「インストール」 

をクリックしてください。  

         

【⑧インストールウィザードの完了】 

    インストールウィザードを「完了」するとインストールが完了します。 

     

インストールが完了すると、デスクトップに製品のショートカットアイコンが作成されます。 

このアイコンをクリックするか、スタートメニューに登録された製品アイコンをクリックすると起動 

します。 

 

インストール完了 （ 目次に戻る ） 

aaaa-bbbb-cccc-dddd-eeee 

xxxxxxxxx 



２．インターネット接続していないＰＣの場合(1) 
 【別にインターネット環境があり、かつファイルの移動手段がある】 
 

●インターネット接続ＰＣによるライセンス認証（手動） 

 

 インターネットに接続されていないＰＣに、インターネットに接続されているＰＣを使ってライセンス 

認証（手動）を行い、インストール作業を行います。 

※インストールＩＤファイル（後述）の移動にＵＳＢメモリ等が必要です。 

 手順１⇒手順２⇒手順３⇒手順４の順番でお願いします。 
 

  
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

次ページ以降の詳細手順をお読みください。                

 

 

                                    目次に戻る 

■手順２：インストールＩＤの移動 

①インストールＩＤファイルを 

ＵＳＢメモリ等でインターネット接続 

ＰＣに移動 

■手順３：確認ＩＤの取得 

①ライセンス認証専用窓口にアクセス 

②インストールＩＤファイルを参照、申請 

③確認ＩＤの取得 

ＰＣ① ⇒ ＰＣ② 

■手順４：認証、インストール 

①確認ＩＤを入力 

②ライセンス認証が完了 

③インストール 開始 

④インストール 完了 

 

■手順１：インストーラ起動と 

認証（手動）申請 

①setup.exeからインストール 

②インストールウィザード起動 

③使用許諾書に同意 

④ライセンスキーを入力 

⑤ライセンス認証 手動で申請 

⑥インストールＩＤファイルを保存 

 

ＵＳＢメモリ等 

インストールするＰＣ 

【インターネット非接続】 

 

インターネット接続ＰＣ 

 

 



 ■手順１：インターネットに接続していないＰＣでのインストーラ起動 

  【①InterSimの CD内の setup.exeからのインストール】 

   InterSim5の CDを起動して、setup.exeをダブルクリックしてインストールウィザードを立上げます。 

              

              

  【②インストールウィザード起動】 

   インストールウィザードが起動し、以下のウィンドウが表示されます。 

   「次へ」をクリックすると、進みます。 

      

             

CD内を展開した場合 

CD自動起動した場合  IM5JM 
 



  【③使用許諾契約書】 

   よくお読みになった上で、同意される場合は、「使用許諾の条項に同意します(A)」を選択します。 

   選択すると、「次へ」ボタンがクリックできるようになります。 

   尚、同意されない場合は、インストールできません。 

      

 

  【④ライセンスキーの入力】 

   ライセンスキーの入力を行います。 

   ライセンスキーについては、ＣＤに同封したライセンスキー用紙に記載してあります。 

    

      



  【⑤ライセンス認証 手動申請】 

   インターネットに接続されていない場合は、以下の画面になります。 

   「はい、ライセンス認証専用窓口へ手動で申請し、手続きを行います」にチェックを入れて「実行」 

   ボタンをクリックしてください。 

      

  【⑥ライセンス認証-インストールＩＤの保存】 

   「実行」ボタンをクリックすると、以下の画面になります。 

   表示されている「インストールＩＤ」がお客様のＰＣのＩＤです。 

    ※このＩＤは、ＰＣによって異なります。必ずインストールを行うＰＣから取得してください。 

   「保存」ボタンをクリックすると、インストールＩＤをファイル化します。保存先はお客様でお決め 

   ください。 （ファイル名：シリアルＮｏ．ｍｎｐで保存されます） 

※保存したインストールＩＤファイルをＵＳＢメモリ等に入れてください。 
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■手順２：インストールＩＤファイルの移動 

   ＵＳＢメモリ等に保存したインストールＩＤファイルを、インターネットに接続されたＰＣに移動 

します。 

■手順３：インターネットに接続しているＰＣでの確認ＩＤの取得 

  【①ライセンス認証専用窓口にアクセス】 

   ライセンス認証専用窓口（https://www.micronet.co.jp/isbdirect/）にアクセスします。 

「インターネットオプション」－「詳細設定」で、「TLS1.0」にチェックが付いていない場合は、 

「TLS1.0」にチェックを付ければアクセスできるようになります。 

      

  【②インストールＩＤファイルの参照と申請】 

    「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示されますので、ＵＳＢメモリに 

入れた、インストールＩＤファイルを選択してください。次に「申請」ボタンをクリックします。 

【③確認ＩＤの取得】 

    「申請」ボタンをクリックすると、確認ＩＤが表示されます。 

    確認ＩＤを、プリンタで印刷してください。プリンタがない場合は、メモしてください。 

   

iiii-jjjj-kkkk-llll-mmmm-nnnn-oooo-pppp 

https://www.micronet.co.jp/isbdirect/


■手順４：インターネットに接続していないＰＣでの認証とインストール 

  【①ライセンス認証-確認ＩＤ入力】 

   インストールするＰＣのライセンス認証の画面に戻って、確認ＩＤを入力します。 

      

  【②ライセンス認証完了】 

   「実行」ボタンをクリックするとライセンス認証が開始されます。 

   正常に終了すると、以下の画面が表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 

      

 

   確認ＩＤの間違いがあると、以下の画面となります。 

 

「ＯＫ」ボタンをクリックすると、ライセンスキーが入力された画面まで戻ります。 

「次へ」をクリックし、ライセンス認証 手動申請を再実行し、確認ＩＤを再度入力してみて 

ください。  何度行ってもだめな場合は、弊社サポートまでお問合わせください。 

 

 

 

   

AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE-FFFF-GGGG-HHHH 
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  【③インストール開始】 

    正常に終了後、「ＯＫ」をクリックすると、インストール開始画面が表示されます。「インストール」 

をクリックしてください。  

     

【④インストールウィザードの完了】 

    インストールウィザードを「完了」するとインストールが完了します。 

     

インストールが完了すると、デスクトップに製品のショートカットアイコンが作成されます。 

このアイコンをクリックするか、スタートメニューに登録された製品アイコンをクリックすると起動 

します。 

 

インストール完了 （ 目次に戻る ） 

 

aaaa-bbbb-cccc-dddd-eeee 

xxxxxxxxx 



３．インターネット接続していないＰＣの場合 
 【Ｎｏ１，２以外 

（インターネット環境が無い、またはファイルの移動手段が無い等）】 
 

●ＦＡＸあるいは、郵便によるライセンス認証を行います。 

 

 インターネットに接続されていないＰＣに、ＦＡＸ、郵便を使ってライセンス認証（手動）を行い、 

インストール作業を行います。  

※確認ＩＤ取得ＦＡＸ申請用紙（後述）による申請が必要です。 

（確認ＩＤが有る場合はこちら） 

手順１⇒手順２⇒手順３⇒手順４の順番でお願いします。 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページ以降の詳細手順をお読みください。               

 

                                     目次に戻る 

■手順２：インストールＩＤの送付 

①弊社に、ＦＡＸ申請用紙を 

ＦＡＸ送信あるいは郵送してください。 

■手順３：確認ＩＤの受領 

①弊社から確認ＩＤを発行し、お客様の 

ご希望方法にて返信いたします。 

■手順４：認証とインストール 

①確認ＩＤを入力 

②ライセンス認証が完了 

③インストール 開始 

④インストール 完了 

 

■手順１：インストーラ起動と 

     認証（手動）申請 

①setup.exeからインストール 

②インストールウィザード起動 

③使用許諾書に同意 

④ライセンスキーを入力 

⑤ライセンス認証 手動で申請 

⑥インストールＩＤをＦＡＸ申請用紙 

に記入 

インストールするＰＣ 

【インターネット非接続】 

 

ＦＡＸあるいは郵便 

 

ＦＡＸあるいは 

郵便 

 

ご希望の返信 

手段 

 



 ■手順１：インターネットに接続していないＰＣでのインストーラ起動 

  【①InterSimの CD内の setup.exeからのインストール】 

   InterSimの CDを起動して、setup.exeをダブルクリックしてインストールウィザードを立ち上げます。 

              

              

  【②インストールウィザード起動】 

   インストールウィザードが起動し、以下のウィンドウが表示されます。 

   「次へ」をクリックすると、進みます。 

      

             

CD内を展開した場合 

CD自動起動した場合 IM5JM 



  【③使用許諾契約書】 

   よくお読みになった上で、同意される場合は、「使用許諾の条項に同意します(A)」を選択します。 

   選択すると、「次へ」ボタンがクリックできるようになります。 

   尚、同意されない場合は、インストールできません。 

      

 

  【④ライセンスキーの入力】 

   ライセンスキーの入力を行います。 

   ライセンスキーについては、ＣＤに同封したライセンスキー用紙に記載してあります。 

    

      



  【⑤ライセンス認証 手動申請】 

   インターネットに接続されていない場合は、以下の画面になります。 

   「はい、ライセンス認証専用窓口へ手動で申請し、手続きを行います」にチェックを入れて「実行」 

   ボタンをクリックしてください。 

      

  【⑥ライセンス認証-インストールＩＤ】 

   「実行」ボタンをクリックすると、以下の画面になります。 

   表示されている「インストールＩＤ」がお客様のＰＣのＩＤです。 

   ※このＩＤは、ＰＣによって異なります。必ずインストールを行うＰＣから取得してください。 

      

 【⑥インストールＩＤ、シリアルＮｏをＦＡＸ申請用紙に記入】 

インストールＩＤと製品シリアルＮｏを FAX申請用紙に記入してください。 

 ※シリアルＮｏは、ライセンスキーと一緒にご案内しております。 

※ＦＡＸ申請用紙に記入が終りましたら、右上の赤い「×」（終了）ボタンでウィンドウを閉じ、 

インストールをキャンセルし、一旦、終了いたします。 

AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE-FFFF-GGGG-HHHH 



以下の手順２、３により、弊社から確認ＩＤが、お手元に届きましたら、最初からインストールの手順を

行って頂き、手順４の通り、確認ＩＤを入力して頂く必要がございます。お手数ですが、宜しくお願い申

し上げます。 

 

■手順２：インストールＩＤとシリアルＮｏをＦＡＸ送信あるいは郵送 

  【①FAX申請用紙をＦＡＸ送信、郵送】 

   申請用紙をマイクロネットにＦＡＸあるいは郵便でお送りください。 

   宛先：株式会社マイクロネット  

〒３９９－０７０２ 

長野県塩尻市広丘野村１３７６－１４ 

ＦＡＸ：０２６３－５１－０８５０ 
 

※ＦＡＸあるいは郵送による申請の受付は、弊社稼働日のみとなります。 

※郵送の場合は、郵送料金はお客様のご負担でお願いいたします。 

 

■手順３：確認ＩＤの受け取り（ＦＡＸ、郵便、携帯メールなど） 

  【①確認ＩＤの受け取り（ＦＡＸ、郵便、携帯メール）】 

   マイクロネットから申請用紙に、確認ＩＤを、お客様のご希望の方法（ＦＡＸ、郵便、携帯メール） 

でお客様にお送り致します。 

 

 ※返信までに２～３営業日を要する場合がございますので、ご了承ください。 

※携帯メールのドメイン受信拒否設定や受信設定をされている場合、弊社からのメールが届かない事が 

あります。micronet.jpのドメインからのメールを受信可能な状態なっていることをご確認ください。 

 

■手順４：インターネットに接続していないＰＣへの認証とインストール 

  【①ライセンス認証-確認ＩＤ入力】 

   最初からインストールの手順を行って頂き、ライセンス認証 手動で申請後の以下の画面で、確認ＩＤ 

を入力します。 

      

   「実行」ボタンをクリックするとライセンス認証が開始されます。 
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  【②ライセンス認証完了】 

正常に終了すると、以下の画面が表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。 

      

  

   確認ＩＤの間違いがあると、以下の画面となります。 

 

「ＯＫ」ボタンをクリックすると、ライセンスキーが入力された画面まで戻ります。 

「次へ」をクリックし、ライセンス認証 手動申請を再実行し、確認ＩＤを再度入力してみて 

ください。 何度行ってもだめな場合は、弊社サポートまでお問合わせください。 

    

【③インストール開始】 

    正常に終了しましたら、「ＯＫ」ボタンをクリックし、次に「インストール」をクリックしてください。  
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xxxxxxxxx 



【④インストールウィザードの完了】 

    インストールウィザードを「完了」するとインストールが完了します。 

    

インストールが完了すると、デスクトップに製品のショートカットアイコンが作成されます。 

このアイコンをクリックするか、スタートメニューに登録された製品アイコンをクリックすると起動 

します。 

 

 

 

インストール完了 （ 目次に戻る ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■お問合わせ先 
 

■ご不明点がございましたら、以下の弊社サポートまでお問合わせください。 

 

〒399-0702 

   長野県塩尻市広丘野村１３７６－１４ 

   株式会社マイクロネット  

    TEL：0263-51-0900 

   FAX：0263-51-0850 

    E-mail：support@micronet.jp 

 

受付時間（電話） 月～金 9:00～18:00 （祝祭日を除く） 

 

■注意事項 
 

■１ＰＣ－マルチユーザのライセンスです。インストールされているＰＣでは、複数のアカウント 

 でご使用できます。（使用できるアカウント数は無制限です） 
 

■ライセンスキーについては、ＣＤパッケージ内に同梱してあります。 
 

■自動認証が可能な場合でも、ネットワークの設定によっては、自動認証ができない場合があり 

 ます。その場合は、手動で認証を実施してみてください。 
 

■ライセンス認証・インストールができない場合は、弊社サポートまでお問合わせください。 
 

■アンインストールの際の注意点 

 インターネットに接続した状態で、アンインストールを行ってください。 

 インターネットに接続しない状態で、アンインストールを行うと、再インストールができない 

場合がございます。その場合、弊社サポートまでお問合わせください。 
 

■別のＰＣへのインストール 

 ・今までインストールされていたＰＣで、アンインストールを行ってから、別のＰＣにインス 

  トールを行ってください。 

 ・手動で認証を受けインストールされた場合は、登録情報の削除が必要ですので、弊社サポート 

までお問合わせください。 
 

                                     目次に戻る 

 

 

次ページにＦＡＸ申請用紙があります。 

                                FAXによる確認 ID取得に戻る 

 

株式会社マイクロネット宛 

mailto:support@micronet.jp


FAX:0263-51-0850 

 

         確認ＩＤ取得-ＦＡＸ申請用紙 

 

企業・学校名：               

申請者名    ：               

TEL         ：               

FAX         ：                

携帯メール  ：                  

 

 

下記の通りインストールＩＤにより、確認ＩＤを申請します。 

 

 

  


