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製品のご紹介

ユーザガイド

製品のご紹介

この度は、Student Pack BASIC （以下は本製品と称す）をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。
本製品は、日本国内の教育機関に在籍している学生様向けに、プロの世界では定評のある
高品質なフォントを、特別価格にて1年間ご利用いただける、OpenType 30書体限定製品です。
特に、OpenTypeフォントでは、Macintosh ／Windows 間で、同じ文字セットのフォントが
使用でき、真のクロスプラットホームが実現されました。また、外字や約物等が大幅に拡張
されているため、DTPによる書籍・名簿作成、ビジネス書類の作成、さらにインターネット
環境の中で、日本語によるデジタル・コミュニケーションをスムーズに、そしてより豊かに表
現することが可能になります。

本製品は、製品添付の［エンドユーザライセンス契約書］を遵守いただき、インターネットに
よる認証手続きを行う必要があります。

■ 必要なシステム構成

・ PowerPC G4, G5または、インテルプロセッサ搭載のMacintosh（G3プロセッサは未対応）
・Mac OS X 日本語環境（10.3.9 以降）

・インテル PentiumⅢプロセッサ以降
・ Windows 2000 Professional（SP4）日本語版、Windows XP Home Edition（SP2）日本語版、
Windows XP Professional（SP2）日本語版、または、Windows Vista™ Home Basic、
Home Premium、Business、Ultimate 日本語版（64Bit OSには未対応）

・512MB以上のRAM（Vista の場合１GB以上）
・CD-ROM及びDVD-ROM 読み込み装置
・ハードディスクの空き容量：250MB以上
・インターネット接続（WEBブラウザおよび電子メールの利用できる環境）



はじめに

■ 製品の特徴

・本製品は Student Pack BASIC として限定OpenTypeフォントのみのご提供となります。
・本製品は使用期間（１年間）の制限があります。使用期間を過ぎると本製品は使用できなく
なります。（使用期間の延長や更新はできません）

　は じ め に

・このユーザガイドでは、本製品のインストールする手順を説明しています。
・これ以降の説明では各OSの基本操作をご理解いただいていることを前提に説明いたします。
コンピュータの基本的な操作については各 OSのマニュアルをご参照ください。
・このユーザガイドはMac OSⅩでのインストール手順を基に説明しています。Windows OS
では一部異なる場合があります。

■ パッケージの内容

パッケージ内には、インストーラCD１枚と、フォントDVD１枚が同梱されています。



1．インストールを始める前に

　1. インストールを始める前に　 

・本製品に添付の［はじめにお読みください］を必ずお読みください。重要な内容および各ソフ
トでの制限事項などが記載してあります。
・インストールを行う際は、使用中のすべてのアプリケーションソフト、ウィルス検出ソフト、メ
モリ常駐ソフトを終了してください。
・インターネット（Webブラウザおよび電子メール）が接続され、かつ正常に通信ができること
を確認してください。

重  要



2．インストールの主な流れ

　2. インストールの主な流れ　

・正しくインストールして頂くために、下記番号順にインストール作業を行ってください。 
・モリサワ認証フォント製品をはじめて購入された場合は［ユーザ登録／製品登録］を行って
いただく必要があります。

インストーラCDのセット

インストーラメニュー表示

ユーザ登録／製品登録

ユーザ登録 製品登録

製品登録完了

エンドユーザライセンス同意

インストーラの起動

ユーザ情報の入力

ユーザ登録認証メール受信

パスワードの入力

メールアドレス入力

① ② ③

ユーザ登録/製品登録完了

パスワードの入力

ユーザ情報送信

ユーザ登録認証

アンインストール 使用PCの変更＊

登録情報の確認・変更 製品情報の確認

④
⑤

インストール

書体選択画面

書体選択画面

フォントDVDのセット

インストール実行

インストール作業終了

PCの再起動

パスワードの入力

はじめにお読みください

ユーザガイド参照

ユーザガイド保存

＊フォントの削除および、他のPCへ移し替えた
　い場合は、Ｐ20、４―１ ご参照ください。



3．インストールの手順

　3. インストールの手順　 

他社製品のアプリケーションソフトの操作については、それぞれ添付されているマニアルをご
参照ください。

インストーラの起動

１ ．インストーラCDをドライブにセット後、［インストーラ］をダブルクリックし、インストーラ
を起動してください。
　※Windows 2000、XP、Vista の場合は自動でインストーラが起動します。

２．インストーラが起動すると、インストーラのメニュー画面が表示されますので、［はじめにお
読みください］をクリックしてください。



3．インストールの手順

はじめにお読みください

１．［はじめにお読みください］が表示されます。

３．［戻る］をクリックし、インストーラのメニュー画面に戻りますので、［ユーザ登録 /製品登録］
をクリックしてください。

２．文章を PDF ファイルとして保存する場合は、［ユーザガイド保存］をクリック後、ファイル
名と保存場所を指定し をクリックしてください。 



3．インストールの手順

エンドユーザライセンス契約書

［エンドユーザライセンス契約書］が表示されますので、同意の場合は、 ［同意する］をクリッ
クしてください。

ユーザ登録

［ユーザ登録］と［製品登録］が表示されます。
・モリサワ認証フォント製品を初めて購入し、ユーザ登録が未登録の場合は［ユーザ登録］を
クリックしてください。
・モリサワ認証フォント製品で既にユーザ登録がお済みの場合は［製品登録］をクリックしてく
ださい。 

■初めてのモリサワ認証フォント製品をご購入のお客様は →  P8、 ３－５ へ
■既にモリサワ認証フォント製品をご購入いただき、ユーザ登録がお済みのお客様
は →  P14、 ３－10 へお進みください。



3．インストールの手順

メールアドレスの登録

１．ご使用のブラウザが起動します。

２．［メールアドレスの登録］画面にてご登録されるメールアドレスを入力してください。入力に
間違いがないか確認のため、下段にもう一度、同じメールアドレスの入力を行ってください。
入力を確認後 をクリックしてください。



3．インストールの手順

 パスワード設定／ユーザ情報の入力

パスワードは忘れないように、記録（メモ）をとっておいてください。
このチェックを外すとユーザ情報入力を省略できます。ただし、ユーザサポートを受けるこ
とができませんのでご注意ください。

③ ［パスワード設定／ユーザ情報入力］画面に必要な事項を入力後 をクリックしてく
ださい。

①

②

③

重  要 ＊



3．インストールの手順

ユーザ情報確認

入力した情報の確認画面が表示されます。よろしければ、 をクリックしてください。
　※入力項目を変更される場合は をクリックし、前画面に戻って訂正を行ってください。



3．インストールの手順

重  要

ユーザ情報登録受付のご案内

１．送信後、［ユーザ情報登録受付］のご案内画面と［お客様のログインID］が表示されます。

２．［ユーザ登録受付］をお知らせするメールがユーザ情報で入力されたメールアドレスに送信
されます。次ページの［ユーザ登録認証］に進んでください。



3．インストールの手順

２．受信したメールを開き、下記に記載されたURL ①をクリックしてください。

１．ご登録いただいたメールアドレスに、［【株式会社モリサワ】フォント製品ユーザ登録受付の
ご案内］メールが数分後に届きます。
　※30 分以上たってもメールが届かない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。
　①弊社よりお送りしました確認メールです。



3．インストールの手順

５．［【株式会社モリサワ】フォント製品ユーザ登録完了のご案内］メールが送信されますので
確認してください。

■P16、３－12 フォントのインストールへお進みください。

４．ユーザ登録と製品の登録が完了しました。［製品情報登録完了］の画面が表示されます。
確認後、［ログアウト］をクリックしてください。

３．［ユーザ登録認証］画面が表示されますので、［パスワード］を入力後、 をクリック
してください。
　※パスワードは、Ｐ９、 で設定した任意の半角英数（10 字まで）です。



3．インストールの手順

［ユーザ登録］から始められているお客様は、［製品登録］は既に完了していますので、イン
ストーラのメニュー画面からフォントのインストールへお進みください。

１．インストーラのメニュー画面より［ユーザ登録／製品登録］をクリック後、［エンドユーザライ
センス契約書］が表示されますので、同意の場合は、［同意する］をクリックしてください。

３．ご使用のブラウザが起動し、［製品登録］画面が表示されます。

２．認証フォント製品で既にユーザ登録がお済みの場合は［製品登録］をクリックしてください。 



3．インストールの手順

 ログインＩＤとパスワードの入力

１．［製品登録］画面でユーザ登録をしていただいた際の［ログインＩＤ（メールアドレ
ス）］と［パスワード］を入力後、 をクリックしてください。
※P11、３－８ で記録（メモ）したログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力してく
ださい。

２．製品の登録が完了しました。［製品情報登録完了］画面が表示されますので、ブラウザを
閉じた後、フォントのインストールへお進みください。



3．インストールの手順

 フォントのインストール
１．インストーラのメニュー画面を起動してください。（P５、３－1 参照）

ヒント

２．［インストール］をクリックしてください。
　ハードディスクにインストールされているフォントの情報を取得しています。

３．Mac OSⅩでは名前とパスワードを入力する画面が表示されますので、現在ログインしてい
るアカウントの名前とパスワードを入力後、 をクリックしてください。
　※Windows OSでは、このダイヤログは表示されません。



3．インストールの手順

 インストールフォント確認

インストールをするフォントの確認画面が表示されます。インストールを行う場合は、
をクリックしてください。

①すでにインストールされているフォントは赤文字で表記されます。
②［上書きする］にチェックをすると赤文字で表記されたフォントを上書きします。

ヒント

①

②



3．インストールの手順

 インストールの実行

１．インストーラCD が排出され、フォントDVD に入れ替える案内が表示されます。フォント
DVD をドライブにセットしてください。しばらくすると自動的にインストールが開始されます。

　 ※ をクリックするとフォントの確認画面に戻ります。

２．インストール中は、下記ウィンドウに、インストールされる書体名と進行状況が表示されます。

!
ご注意



3．インストールの手順

 インストールの終了と再起動

１．インストールが終了後、下記ウィンドウが表示されますので、 をクリックしてください。。

２．再起動する案内が表示されますので、  をクリックしてください。
　OSの再起動後、フォントが使用できます。

重  要



４．アンインストールの手順

　４．アンインストールの手順　 

・フォントのアンインストール（フォントの削除）は、① PCにインストールされているフォントを整
理をしたい場合、②他のPCにフォントを移し替える場合に行ってください。
・使用中のすべてのアプリケーションソフト、ウィルス検出ソフト、 メモリ常駐ソフトを終了してく
ださい。
・他社製品のアプリケーションソフトの操作については、それぞれ添付されているマニュアル
をご参照ください。

 インストーラの起動

１．インストーラCD をドライブにセットし、［インストーラ］ をダブルクリックして、インストーラ
を起動してください。
　※Windows 2000、XP、Vista の場合は自動でインストーラが起動します。

２．インストーラが起動すると、インストーラのメニュー画面が表示されますので、［アンインストー
ル］をクリックしてください。 



４．アンインストールの手順

 アンインストールフォントの選択

１．ハードディスクにインストールされているフォントの情報を取得しています。
※この作業は数分かかることがあります。

■フォントを他のPCに移行される場合は、P23、 ４－５ に進んでください。

２．［アンインストール］一覧に表示されているフォント名は、インストーラCDより取得したイ
ンストール済みのフォントです。よければ をクリックしてください。

重  要



４．アンインストールの手順

 アンインストールの終了とPCの再起動

１．フォントのアンインストールが完了すると、下記の表示となります。 をクリックして
ください。

２．再起動する案内が表示されますので、  をクリックしてください。

Mac OS Xでは名前とパスワードを入力する画面が表示されますので、現在ログインしている
アカウントの名前とパスワードを入力後、 をクリックしてください。
　※Windows OSでは、このダイアログは表示されません。



４．アンインストールの手順

１．別のPCへフォントを移行する場合は、本製品でインストールしたすべてのフォントをアンイ
ンストールする必要があります。
　 をクリックしてください。しばらくすると終了メッセージが表示されます。
　※本製品で、インストールされているすべてのフォントがアンインストールされます。

重  要

２． をクリックすると再起動の案内が表示されます。再起動を行ってください。



５．登録情報の確認と変更

５．登録情報の確認と変更

※［登録情報の確認と変更］では下記情報の確認および変更ができます。

ユーザ情報 

  ユーザ情報の確認・変更 27

  メールアドレス変更 29

  パスワード変更 32

登録製品情報
  この製品の登録情報確認 33

  お客様の全製品登録情報確認 33

登録コンピュータ情報
  登録コンピュータ情報の確認・変更 34
 



５．登録情報の確認と変更

 インストーラの起動

１．インストーラCDをドライブにセットし、［インストーラ］をダブルクリックして、インストーラ
を起動してください。
　※Windows 2000、XP、Vista の場合は自動でインストーラが起動します。

２．インストーラが起動すると、インストーラのメニュー画面が表示されますので、［登録情報の
確認・変更］をクリックしてください。



５．登録情報の確認と変更

ログイン

ご使用のブラウザが起動し、ログイン画面が表示されますので［ログインＩＤ（メールアドレス）］
と［パスワード］を入力後、 をクリックしてください。
※P11、３－８ で記録（メモ）したログインＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力してく
ださい。

 登録情報の確認と変更

［登録情報の確認と変更］画面が表示されますので、ユーザ情報の確認または変更したい項
目をクリックしてください。



５．登録情報の確認と変更

　ユーザ情報の確認・変更

１．ユーザ情報を変更される場合は、変更箇所を再入力をしてください。変更後、 を
クリックしてください。
［サポート用ユーザ情報入力］のチェックを外すと入力を省略できます。ただし、ユーザサ
ポートを受けることができませんのでご注意ください。

＊重  要



５．登録情報の確認と変更

２．ユーザ情報の変更内容を確認してください。よろしければ をクリックしてください。
　さらに入力項目を変更される場合は をクリックし、前画面にて再度設定を行ってくだ
さい。

３．ユーザ情報の更新が完了しました。確認画面が表示されます。

重  要



５．登録情報の確認と変更

 メールアドレス変更

１．メールアドレスの確認および変更ができます。変更後、 をクリックしてください。

２．変更内容の確認画面が表示されます、よろしければ をクリックしてください。



５．登録情報の確認と変更

４．新しいメールアドレスに［メールアドレス変更］の確認メールが送信されます。
　※30 分以上たってもメールが届かない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。
①弊社よりお送りしました。確認メールです。

３．・送信後、［メールアドレス変更受付］のご案内画面が表示されます。



５．登録情報の確認と変更

６．［メールアドレス変更認証］画面が表示されますので、［パスワード］を入力後、
をクリックしてください。送信後、製品情報登録完了の画面が表示されます。

５．受信されたメールを開き、下記に記載されたURL ①をクリックしてください。



５．登録情報の確認と変更

 パスワード変更

１．パスワードの変更ができます。変更後、 をクリックしてください。

２．送信後、パスワードは変更完了となります。新しいパスワードを記録（メモ）をしておいてく
ださい。



５．登録情報の確認と変更

 この製品の登録情報確認

現在挿入しているインストーラCDの製品登録情報、ライセンス情報および利用状況を確認
できます。

 お客様の全登録製品情報確認

登録されている全モリサワ認証フォント製品を確認できます。
［詳細］をクリックすると、インストーラCDの利用状況を確認できます。



５．登録情報の確認と変更

１．コンピュータ情報の確認と変更ができます。コンピュータ情報を変更する場合は①［コン
ピュータ情報変更］をクリックしてください。
　インストールされているフォントを確認する場合は②［インストールフォント詳細］をクリックし
てください。

２．［コンピュータ情報変更］をクリックするとメーカ名、モデル名、コンピュータ名の変更がで
きます。新規入力あるいは変更後 をクリックしてください。

３．［インストールフォント詳細］をクリックすると、コンピュータにインストールされているモリサ
ワ認証フォント製品を確認できます。



６．想定されるエラー、アラート表示の原因と対処

6. 想定されるエラー、アラート表示の原因と対処

ここではインストーラの操作上およびフォントインストール中に想定されるエラー、アラート表
示の原因と対策を解説します。

原因 ：インストール対象のフォントが含まれていないか、または、フォントDVD-
ROMが正しく読み込めていません。

対処 ： をクリックし、現在のインストールを終了してください。インストール
対象になるフォント製品のDVD-ROMと取り替えて、もう一度インストーラを起
動してください。

原因 ：セットアップの初期化でエラーが発生しました。
対処 ：PCを再起動後、今一度、インストーラアイコンをダブルクリックし、再実行

してください。
改善されない場合は、弊社サポートまで、ご連絡ください。

※サポートの連絡先はこのガイドの最終ページに記載されています。

!
ご注意



６．想定されるエラー、アラート表示の原因と対処

原因 ：このOSはサポートしていません。
対処 ：１ページの動作環境をご確認ください。

原因 ：フォントDVD-ROMがセットされていません。
対処 ：フォントDVD-ROMをセットしてください。

原因 ：現在、起動中の他のアプリケーションを終了できませんでした。
対処 ：フォントを正常にインストールするために、使用中のすべてのアプリケーショ

ンを終了してください。

原因 ：ユーザ情報処理中にエラーが発生しました。
対処 ：PC再起動後、今一度、インストーラアイコンをダブルクリックし、再実行し

てください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

原因 ：フォント情報の取得に失敗しました。
対処 ：PC再起動後、今一度、インストーラアイコンをダブルクリックし、再実行し

てください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。



６．想定されるエラー、アラート表示の原因と対処

原因 ：フォンリストファイルキャッシュでエラーが発生しました。
対処 ：PC再起動後、今一度、インストーラアイコンをダブルクリックし、再実行し

てください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

原因 ：フォントリストファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処 ：PC再起動後、今一度、インストーラアイコンをダブルクリックし、再実行し

てください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

原因 ：ディスクの空き容量確認処理でエラーが発生しました。
対処 ：ハードディスクの空き容量を確認してください。

改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

原因 ：原因、ログインしているユーザの権限では、インストールできません。
対処 ：管理者（Administrator）権限のあるユーザアカウントでログインし、再イン

ストールをてください。




