
DIC144 BLACK

2003-3Q LV 困った 853-810601-192-A 初版（日）�2003-3Q LV 困った 853-810601-192-A 初版（日）�

HelpHelp

HelpHelp

初版　2003年9月�
NEC�
P
853-810601-192-A�
Printed in Japan

トラブル解決はこの本から！�
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トラブル解決はこの本から！�
買ったときの状態に戻す再セットアップ方法も掲載�

このマニュアルは再生紙�
（古紙率：表紙50％、本文100％）�
を使用しています。�



トラブル解決への道�

◇しばらく待って様子を見る�
あわてて電源を切ろうとしたり、NXパッドやマウスを何度もクリックし
たりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間が
かかっているだけかもしれないからです。�
�

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に
書き留めておきましょう。原因を調べる際や、ほかの人に質問するときに役立つ場合も多
いのです。 �
�

トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考え
てみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていた
など、意外に単純な原因である場合も多いのです。�

◇操作をキャンセルしてみる�
たとえばソフトを使っていて障害が起きたとき、「元に戻す」
「取り消し」「キャンセル」などの機能があったら、それを
使ってみてください。�

◇いったんWindowsを終了してみる�
いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れ直し
ただけで問題が解決する場合があります。�

まずは、�
次のことを試してみる�

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考え
てみましょう。�
パソコンから煙や異臭、異常な音が出たり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやケ
ーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切って、電源コード、ACアダプタを
コンセントから抜いて、NECにご連絡ください。�

853-810601-192-A
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次ページからの「クイックレスキュー」では、�
代表的なトラブル事例や解決のヒントを見ていきます。�

それでも駄目なら、サポート窓口に電話する�
どうしても解決できないときは、サポート窓口に問い合わせてみましょう。トラブルの原因がソフト
や周辺機器にある場合はそれぞれの開発元にお問い合わせください。NECのサポート窓口「121
コンタクトセンター」については、添付の「121wareガイドブック」をご覧ください。添付アプリケ
ーションに関しては、「アプリケーションのサポート窓口一覧」（p.79）に記載の各サポート窓口に
お問い合わせください。ixページのコラム「電
話サポートを上手に利用するコツ」も参考にし
てください。�

当てはまるトラブル事例がないか、�
マニュアルで探してみる�

◇電子マニュアル　　「ぱそガイド」の「トラブル解決」�
 ⇒p.2を参考にしてください。�
◇この本の「PART2 トラブル解決Q&A」�
 ⇒p.11を参考にしてください。�

◇使用中のソフトや周辺機器のマニュアル�
�

◇Windowsの「ヘルプとサポート」�
 ⇒p.4を参考にしてください。�

インターネットで�
トラブル事例を探してみる�

◇NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」�
http://121ware.com/support/をご覧ください。�

◇マイクロソフトサポート技術情報�
Windowsのソフトウェアに関するトラブル情報が検索できます。�
http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=JAをご覧ください。�

◇ソフトや周辺機器の開発元のホームページ�
お使いのソフトや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場
合があります。�



ii

困っているのは、こんなことですか�
パソコンを使いはじめたばかりの方、もうかなり使い込んでいる方、久しぶりに触っ

てみている方。こんな情報がほしいというとき、あんなことがやりたいというとき、そ

して思いがけないトラブルに見舞われたとき。人によって、状況によって、いろいろな

「困った」があり、解決方法もそれぞれ異なります。�

あなたの「困った」は、この中にありませんか？�

1その�

トラブル発生！ �
おかしな画面が出た、�
うまく動作しない、など�
この本が解決の糸口を提供し
ます。次ページ以降の説明を
参考に、冷静に、根気よく、解
決策を探しましょう。なお、
Q&A事例探しには電子マニュ
アル「ぱそガイド」が便利です。�

パソコンで○○したい、�
パソコンで何ができるの？など�
別冊の『快適パソコン生活
Book』には、このパソコンを
使いこなすためのヒントがた
くさんつまっているので参考
にしてください。また、電子マ
ニュアル「ぱそガイド」もあわ
せて活用しましょう。�

トラブル情報が�
足りない・・・�
「ぱそガイド」やこの本では、
よくあるトラブル事例を幅広く
取り上げて対処法を紹介して
いますが、インターネットなど
を活用すればもっと多くの情
報が得られます。詳しくは4ペ
ージをご覧ください。�

パソコンに入っている「用語集」
を利用してください。「用語集」
の起動アイコンは、電子マニュ
アル「ぱそガイド」の画面上部
にあります。�

画面に出てくる�
言葉（専門用語）�
がわからない�
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次ページにも、�
代表的なトラブル事例や�

解決のヒントを集めています。�

電話で相談したい�
ixページをご覧ください。でも、
多くのトラブルは案外かんた
んに解決できるものです。い
きなり電話をかけずに、この
本や「ぱそガイド」を参考にし
て解決を試みましょう。なお、
技術的なお問い合せについ
ては事前に「お客様登録」が
必要となります。�

最新ドライバを�
ダウンロードしたい�
インターネットの121ware.comが便利です。viiiペー
ジをご覧ください。なお、「お客様登録」や「保有商品情
報」を登録済みの場合は、121ware.comでこのパソ
コンに関する最新情報が見つけやすくなります。また
121ポップリンクを使うと、あなたのパソコンの最新情
報がインターネット経由で自動的に届きます。�

再セットアップしたい�
この本のPART3で説明してい
ます。再セットアップは、トラブル
を解決するためにパソコンを購
入時の状態に戻したり、ハードデ
ィスクを再構成したりするときに
行います。設定内容や作成デー
タが消去されますので、本当に再
セットアップが必要かどうか、慎
重に判断してください。�

祝日や夜間の�
電話サービスは？�

窓口をご用意しています。
詳しくは『121wareガイド
ブック』をご覧ください。�

修理したい�
引き取り修理をご利用になれます。
詳しくは『121wareガイドブック』
をご覧ください。�
なお、修理は有償になることが
あります。本当に修理が必要な
故障かどうか、「ぱそガイド」や
この本を参考に、もう一度自己
診断されることをおすすめします。�

参 照�
・電子マニュアル「ぱそガイド」について�
 …『はじめにお読みください』�
・このパソコンの添付マニュアルについて 
 …『スタートシート』�
・お客様登録について�
 …『お客様登録ガイド』�
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次ページにも、�
代表的なトラブル事例や�

解決のヒントを集めています。�

困っているのは、こんなことですか�
画面表示を中心に、よくある症例を集めました。あなたの「困った」は、この中にあり

ませんか？�

2その�

・省電力状態、USB、IEEE1394、PCカードなど�
 …『パソコン機能ガイド』�

参 照�

Cｔｒｌ

Alt

Delete

それまでふつうに使えていたのに、急に・・・� なぜかわからないけど・・・�

なにかしてしまったらしいんだけど・・・�

・動かなくなった、フリーズした�
・特定のウィンドウで�
 反応しない�

・こんな画面が出た�
�

・Windowsを終了できない�
　（電源をOFFにできない)�
           ⇒p.14をご覧ください�

・画面が真っ暗になった�
・何も映らなくなった�

・「スタート」がなくなっている� ・こんな画面が出た�

「スタート」ボタンが隠れているだけかもし
れません。NXパッドやマウスを動かして、画
面下端に当ててみてください。詳しくは、　「ぱ
そガイド」の「トラブル解決」-「Step 2 カテ
ゴリー別Q&A」-「画面」をご覧ください。�

直前に何をしたかが重要です。ソフトを
インストールした、周辺機器をつないだ、
連続してたくさん操作した、というような
場合に、ときどきこのような現象が起こり
ます。対処方法はp.13をご覧ください。�

パソコンにつないでいるUSBケーブル
やIEEE1394ケーブル、PCカードなど
を急に取り外したときに表示されます。
詳しくは『パソコン機能ガイド』をご覧く
ださい。�

「省電力状態」かもしれません。お使いのパソコン
によって自動的に省電力状態になるように設定さ
れているものもあります。詳しくはp.20をご覧く
ださい。�

電源が切れないとき、画面をNXパッドやマウスでクリックしても反応しなくなったときなどは、
以下の方法で状況を改善することができる場合があります。ただし、作成中だったデータが失
われてしまうことがありますので、非常手段だということを覚えておいてください。詳しくは、
p.13の「パソコンが動かない」をご覧ください。�

【Ctrl】と【Alt】を
押しながら【Del】
を1回押す�

①�

これで反応がなければ、強制的に電源を切ることもで
きます。電源スイッチを4秒以上押し続けてください。�

タスクマネージャで、問題
のソフトを終了する�

②�

③�「シャットダウン」する�
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困っているのは、こんなことですか�
あなたが直面している問題は、この中にありませんか？それぞれの項目で指し示され

ているページ、またはマニュアルを参照してください。�

3その�

注意）図はイメージです。�
パソコン本体に標準で添付される機器の構成は、
お買い上げのモデルによって異なります。�

　音が出ない �

　音が小さすぎる、大きすぎる�
⇒『パソコン機能ガイド』�

　電源が切れない、入らない、入れ
たけれど画面が真っ暗、など�

 ⇒p.13

　キーボードの反応が悪い、反応
しない、など ⇒p.30

　NXパッドやマウスの反応が悪
い、反応しない ⇒p.27

　PCカードが取り出せない、イジ
ェクトボタンが飛び出たままに
なってしまう、など�

　SDメモリーカード、メモリース
ティックが取り出せない（添付
モデルのみ）�

⇒『パソコン機能ガイド』�

　リモコンの反応が悪い（AirTV
セットモデル）�
 ⇒『リモコン取扱説明書』�

しまった！�
コーヒーをこぼした！�

とくに糖分が悪い影響を与えるこ
とがあります。急いで乾かして、も
し動作がおかしいようならば、お買
い求めの販売店にご相談ください。�

vi
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次ページでは、�
NECのサポートメニューについて　�

お知らせします。�

　プリンタが動かない、うまく印
刷できない、周辺機器がうまく
動かない�

　周辺機器のつなぎ方がわからない�

　ログオン用のパスワードを忘れた！�
設定したパスワードは忘れないよ
うにしましょう。対処方法については、
p.22をご覧ください。�

　ウイルスに感染したらしい！�

すぐにウイルスを駆除し、被害を届
け出ましょう�

　⇒　「ぱそガイド」の「インターネット
　と電子メール」-「インターネットを使
　いこなす」-「ウイルスとトラブルの予防」�

間違ってファイルを�
消してしまった！�

削除したファイルは、通常、いった
ん「ごみ箱」の中に保管されます。「ご
み箱」に残っていれば「元に戻す」
で元に戻せます。�
残っていなければ、・・残念、あきら
めてください。こんなときに困らな
いように、ふだんからこまめに「バ
ックアップ」しましょう。�
xiiページのコラムも参考にしてく
ださい。�

 ⇒『パソコン機能ガイド』、お使い�
 の機器のマニュアル、など�

　CD-ROMが出てこなくなった�
⇒p.31�

　音楽CDやDVD-Videoディス
クが再生できない、CD-ROMの
データを見たい、など�

　⇒　「ぱそガイド」の「トラブル解　
　決」-「Step 2 カテゴリー別Q&　
　A」-「CD/DVD」�

・何もしていないのに変な画像や文章が
表示された�

・急に音楽が流れ出した�

・メールに添付ファイルが勝手に付く�

・知らないうちにデータが消された�

⇒思い当たることがあれば、すぐ
に「McAfee VirusScan Online」
でウイルスチェックしましょう。�

Windowsを再起動することで正常
な状態に戻る場合があります。�
・自分で再起動する場合�

1.「スタート」-「終了オプション」をク
リックする�

2.「コンピュータの電源を切る」画面
で「再起動」をクリックする�

・「再起動しますか？」と表示された場合�

「はい」（または「OK」）をクリックす
ると、自動的にWindowsが再起動し
ます。�
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NECのサポートメニューを活用しましょう�
NECの「ワントゥワンウェア（121ware.com）」は、ひとりひとりのパソコンライフ

に合わせたサービスを、24時間提供するインターネットサイトです。下に示した「サ

ポート」コーナーも続々と新コンテンツが登場し、トラブル事例集も日々増強されて

います。いざというとき、頼りになります。�

http://121ware.com/support/
「困ったな」をすばやく解決�

「サポートコーナー」�

登録方法は別冊の『お客様登録ガイド』をご覧�
ください。�

［注］ログインID（121コミュニケーションID）を�
お持ちになり、マイアカウントで保有商品情報を�
登録した場合の画面例です。画面は、今後、予告�
なく変更する場合があります。�

「ワントゥワンウェア」ではこのほかに次のよう
なサービスをご利用いただけます。�
�
・デジタルライフをより充実させるアドバイスや活用
ガイド、NECの商品情報が満載（「知る」）�

�

・おすすめの周辺機器やソフトウェアのご購入（「買う」-
121@store）�

�

・保守契約サービス、パソコンスクール、研修サービ
ス（すべて有償）などのご案内　…など�

お客様情報や保有商品情報の登録をすると、電
話で121コンタクトセンターに商品に関する技
術的な質問をすることができるようになります。�
※お問い合わせの際はお客様登録番号をお知らせください。�

お客様がお持ちの商品や、以前のお問い合わせ
内容などを対応員が把握したうえ、お客様一人ひ
とりのニーズや状況に沿った適切なアドバイスを
させていただきます。�

1 2 1 w a r e . c o m の マ イア カウント
（http://121ware.com/my/）からの登録を
おすすめします。�

※詳しくは『121wareガイドブック』をご覧
ください。�

    0120-977-121
受付時間：＜購入相談窓口、使い方相談窓口＞�

9:00～17:00（祝日除く）�
＜故障診断・修理受付窓口＞�
24時間365日（システムメンテ
ナンス時除く）�

viii



ix

①事前に質問内容を整理しよう�
この本の巻末の「トラブルチェックシート」を利用しましょう。直
面しているトラブルの内容を客観的に整理しておくと、対応員と
のやりとりもスムーズです。�
・お使いのパソコンの機種�
・トラブルの内容�
・トラブルの発生頻度�
・直前に何をしていたか�
・後から購入した周辺機器やソフトウェア�
・電話をかける前に試したこと、・・・など�

②できればパソコンのそばで電話しよう�
可能ならば、問題になっている現象が起きている状
態で、電話をかけましょう。対応員に電話口で操作を
誘導してもらうだけで解決することが多いのです。�

③マニュアル一式、お手元に�
少しでも多くの情報を提供するのが早期解決のポイントです。こ
のパソコンの添付マニュアルだけでなく、お使いの周辺機器や後
から自分でインストールしたソフトウェアのマニュアル類も用意
しておきましょう。�

④気持ちよくやり取りするための心得�
・できるだけ落ちついて受け答えする�
最初にお名前や「お客様登録番号」、電話番号、使用機種などを聞かれます。問い合
わせはその後で。�
・トラブルの説明は根気よく、正確に�
「トラブルチェックシート」に書き込んだ内容を読み上げるだけでも構いません。�
・自分のパソコン習熟レベルを伝える�
これが意外に有効。パソコンはじめたばかり、3年くらい経験あり、会社で伝票入力な
らやったことある、など。はじめに伝えておくだけで不要なやり取りをせずに済みます。�
・説明されたことは、メモをとっておく�
対応員からトラブルの解決法やアドバイスを聞いたら、その内容をメモしておきまし
ょう。理解したつもりでも、実際に操作してみると「あれ、どうするんだっけ?」なんて
ことも多いものです。また、対応員の名前や相談した年月日もメモしておくと役立ち
ます。�

・・・これだけわかれば、もう安心。�
落ち着いて電話しましょう。�

※「お客様登録」がまだの方は、
電話をかける前に必ず登録
を行ってください。�

電話サポートを上手に利用するコツ�
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xix

�
心がけひとつで、安心、�

快適なパソコンライフ・・・�

日頃の注意でトラブル予防！�
いかがでしょうか？ 前ページまでの解説を読んで、あなたの「困った」は解決できそ

うですか？パソコンで発生するトラブルの多くは、ふだんの心がけひとつで防げます。

また、いざというときに備えておくことも大切です。ここに記載したものは一例に過

ぎませんが、ぜひ参考にしてください。�

・バックアップ-NX、McAfee VirusScan  
 Online、PCGATE Personal�
 …　 「ぱそガイド」-「アプリケーションの�
 紹介と説明」-「50音別目次」�
・電源の切り方 …『はじめにお読みください』�

参 照�

作成中データは�
こまめに保存�
文書でも、絵でも、ホームページでも、
完成まであと少しという段階でデー
タを消失させてしまい、悲しい思い
をすることがあります。日頃、こまめ
に「保存」しながら、作業することを
おすすめします。�

パソコン中は禁煙。飲食も禁止�
パソコンは精密機械なので、タバコの
煙を嫌います。また、食べ物やジュース、
コーヒーをこぼすのも故障の原因にな
ります。こういうことは、パソコンから
離れて行うか、しばらく我慢しましょう。�

ウイルスへの用心を怠るな�
コンピュータウイルスの被害にあわな
いように、以下のことを心がけましょう。�
・ウイルス検査は定期的に。�
・「McAfee VirusScan Online」は
常に最新版にアップデートしておく。�

・むやみにデータやプログラムをダウン
ロードしない。�

・知らない人からのメールや添付ファイ
ルは開かずに削除する。�

パスワードの扱いは慎重に�
Windowsへのログオン時、インタ
ーネット接続時、などに使う「パスワ
ード」は、使用者を「証明」するもの
です。うっかり他人に知れたらたい
へん。あなたになり代わってパソコ
ンを操作することができてしまいます。
家族にも知られないようにするぐら
いの気持ちが必要です。パスワード
をメモしてパソコンに貼っておくな
んて、もってのほかです。�

日頃のお手入れも大切です�
日常的に手入れすることで長く快適
に使用できます。詳しくは『安全にお
使いいただくために』をご覧ください。�

大事なデータは�
バックアップを取ろう�
万一の事故に備えて、自作のデータ
や大切なメールなど、定期的に「バ
ックアップ-NX」でバックアップを取
ることをおすすめします。�

インターネット常時接続する�
ならば、セキュリティ対策を�
万全に�
インターネットは危険がいっぱい。常時
接続になると、ますます危険が多くなり
ます。「PCGATE Personal」などの
セキュリティ対策ソフトを使って、危険
に備えましょう。�

電源を切るときは正しい手順で�
ハードディスクやCD/DVDドライブな
どが動作中にいきなり電源を切ったり
すると、故障につながる恐れがあります。
正しい電源の切り方を守りましょう。�

「コツン」はとても危険です�
本体に入っている「ハードディスク」
は衝撃に弱いのです。電源が入って
いるときに「コツン」とやってしまうと、
故障の原因になります。本体に振動
や衝撃を加えないよう気をつけまし
ょう。また、電源を切って本体を持ち
運ぶときも、できるだけ慎重に扱っ
てください。�

xix
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①無理は長続きしない�
最初のうちは気合を入れて週
に１度のバックアップを欠かさ
なかったが、うっかり忘れること
が２度、３度と重なるうちに、い
つの間にか１年間もバックアッ
プを取らずにいて、ある日パソ
コンが故障してしまったＡさん。�

②もしものときに自分が納得�
できればそれでよい？�
定期的には実施していないが、
１ヶ月に１度くらいのペースで思
いついたときにバックアップを
取っているＢさん。ウイルス被
害でハードディスクの中身が一
瞬に吹き飛びました。�

③気負わず習慣的に....�
万が一の場合に備えるのがバッ
クアップ。「そのとき」は、いつ
やってくるかわかりません。「も
っとこまめにバックアップを取っ
ておけばよかった」と後悔しても、
どうにもなりません。あまり神経
質になって、三日坊主になって
は元も子もありません。�
結局、ほどほどにこまめに、気負
わず習慣的にバックアップを取
るのがよさそうです。�

「バックアップは定期的に」ってどうすればいいの？�

行き場のない怒りと後悔
にさいなまれました。パソ
コンが修理から戻ってき
てしばらくは、また以前の
ように週に１度のペースで
バックアップしてましたが、
そういえばしばらくバック
アップ取ってないなぁ。�

こんなときはバックアップしましょう！�
●文書や住所録などを作成（または更新）した直後�

●インターネットの設定など、パソコンで何か設定（ま
たは変更）した直後�

●アプリケーションを追加（または削除）する直前�

●Windowsやソフト、周辺機器のドライバをバージ
ョンアップしたり、アップデート（更新）したりする
直前�

●新たに周辺機器を取り付ける直前�

●引越しする前�

●再セットアップする前�

正直あわてましたし、もっとこま
めにバックアップを取らなかっ
たことを後悔しましたが、再セッ
トアップして、バックアップして
あったデータを元に戻して、落
ち着いて考えてみたら、ほとん
どのデータは残っているんです
よね。2週間分くらいのメール
がなくなりましたが、全部で10
数件。その後もバックアップの
ペースは変えていません。�

xii
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このマニュアルに出てくる基本的な操作
キーボードでの操作

キーボードでの操作は、【　】で囲んで記載しています。

記載例 意味

【F2】を押す キーボードの を押すことを表しています。

【Ctrl】＋【Alt】＋【Del】 と を押しながら同時に を押すことを表しています。

「スタート」ボタンからの操作

Windowsの「スタート」ボタンから行う操作は、「　」で囲んで記載しています。

記載例 意味

「デバイスマネージャ」の開き方

次のようにするとデバイスマネージャを開くことができます。

1「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする
「コントロールパネル」が表示されます。

2「パフォーマンスとメンテナンス」※をクリックする
「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されます。

3「システム」をクリックする
「システムのプロパティ」が表示されます。

4「ハードウェア」タブをクリックする

5「デバイスマネージャ」をクリックする
「デバイスマネージャ」が表示されます。

※セーフモードでWindowsを起動した場合は、表示されません。

「　」で囲まれた項目を順番に選択すること
を表しています。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサ
リ」-「システム ツール」-「システムの復元」をク
リックする
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表記について
記号

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明していま
す。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデー
タの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性が
あります。

利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明しています。

関連する情報が書かれている所を示しています。

モデル

◆モデルの呼び方

Windows XP
Home Editionモデル

Windows XP
Professionalモデル

Office 2003
モデル

AirTV
セットモデル

LAN内蔵モデル

トリプル
ワイヤレスLAN
モデル

2.4GHz ワイヤレス
LANモデル

Windows XP Home Editionがあらかじめインストールされた
モデルです。

Windows XP Professionalがあらかじめインストールされた
モデルです。

Office Personal 2003があらかじめインストールされたモデ
ルです。

ワイヤレスでテレビ/地上波データ放送を見ることができる、
AirTVがセットになったモデルのことです。

LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

5GHz（IEEE802.11a）と2.4GHz（IEEE802.11gおよび
IEEE802.11b）に対応したワイヤレスLAN機能を搭載している
モデルです。

2.4GHz（IEEE802.11b）に対応したワイヤレスLAN機能を搭
載しているモデルです。
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◆対象モデル一覧

◆ LaVie Gシリーズについて
LaVie Gシリーズの各モデルについては、添付の『LaVie Gシリーズをご購入いた
だいたお客様へ』をご覧ください。

シリーズ

LaVie L

LaVie C

LaVie N

LaVie F

型名

LL770/7DT

LL750/7D

LL700/7D

LL950/7D

LL900/7D

LL550/7D

LL530/7A

LC900/7D

LC700/7D

LN570/7DT

LN500/7D

LF750/7D

TV機能

AirTVセットモデル
（リモコン添付）

－

AirTVセットモデル
（リモコン添付）

－

CD/DVDドライブ

DVD-R/RWモデル

DVD-RAM/R/RW
モデル
CD-R/RW with
DVD-ROMモデル

DVD-RAM/R/RW
モデル

CD-R/RW with
DVD-ROMモデル

DVD-RAM/R/RW
モデル

CD-R/RW with
DVD-ROMモデル

DVD-RAM/R/RW
モデル

型番

PC-LL7707DT

PC-LL7507D

PC-LL7007D

PC-LL9507D

PC-LL9007D

PC-LL5507D

PC-LL5307A

PC-LC9007D

PC-LC7007D

PC-LN5707DT

PC-LN5007D

PC-LF7507D

インストールOS

Windows XP
Home Edition

添付アプリケーション

Office 2003
モデル

－

Office 2003
モデル

表記の区分
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記載内容
・ 本文中に記載されているCD/DVDドライブは、DVD-RAM/R/RWドライブ、

DVD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブを指します。

・ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では
「PhoenixBIOSセットアップユーティリティ」、または「BIOS SETUP
UTILITY」と表示されます。

・ 画面は、モデルによって異なることがあります。

・ 本文中に記載の画面は、実際の画面と多少異なることがあります。

・ 記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものです。

ソフトウェアの正式名称

Windows、
Windows XP

Windows XP
Home Edition

Windows XP
Professional

インターネット
エクスプローラ、
Internet Explorer

Outlook Express

Office Personal
2003

Word 2003

Excel 2003

Outlook 2003

Home Style+

@nlftyでインターネット

かるがるネット

So-net簡単スターター

DIONサインアップ

POINT サインアップナビ

BIGLOBEで
インターネット

i-フィルター

WinDVD

家庭の医学

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system
日本語版 Service Pack 1
または
Microsoft® Windows® XP Professional operating system
日本語版 Service Pack 1

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system
日本語版 Service Pack 1

Microsoft® Windows® XP Professional operating system
日本語版 Service Pack 1

Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

Microsoft® Outlook® Express 6.0

Microsoft® Office Personal Edition 2003（Microsoft
Office Word 2003、Microsoft Office Excel 2003、
Microsoft Office Outlook® 2003、Microsoft Office
Home Style+）

Microsoft® Office Word 2003

Microsoft® Office Excel 2003

Microsoft® Office Outlook® 2003

Microsoft® Office Home Style+

@niftyでインターネット for Windows® Version5.00

かるがるネット接続ソフト

So-net簡単スターター Ver.2.3

DI0Nサインアッププログラム

POINT（POWERED INTERNET）サインアップナビVer.1

BIGLOBEインターネット接続ツール

i-フィルター Personal Edition

InterVideo® WinDVDTM 4 for NEC

時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱ
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◆上記以外の正式名称について
上記以外のソフトウェアの正式名称につきましては、「ぱそガイド」の「ヘルプ」を
ご覧ください。

クイズマスター

蔵衛門デジブック

携帯マスター

現代用語の基礎知識

ケンチャコ大冒険
シリーズ

ステップアップ英会話
基礎 レベルB

スーパーマップル・
デジタル

DVD-MovieAlbum

DVD MovieWriter

バックアップ-NX

はっけよい！打ノ花

VideoStudio

PCGATE Personal

BeatJam

ポケットレシピ

LittleFox

ホームページミックス

RecordNow DX

Liquid Surf

Liquid View

クイズマスター for Windows

蔵衛門10デジブック for NEC

携帯マスター10 for NEC

現代用語の基礎知識2003年版

できる学習クラブ　ケンチャコ大冒険　ようちえん

できる学習クラブ　モンモンタウンの ケンチャコ大冒険　（小
学1年生）

できる学習クラブ　りゅうぐうドームの ケンチャコ大冒険　
（小学2年生）

できる学習クラブ　ピンポン島の ケンチャコ大冒険　（小学3
年生）

できる学習クラブ　天空ランドの ケンチャコ大冒険　（小学4
年生）

できる学習クラブ　ハイパースペースの ケンチャコ大冒険　
（小学5年生）

できる学習クラブ　オーエドシティの ケンチャコ大冒険　（小
学6年生）

ケンチャコ大冒険　ローマ字キーマスター

できる学習クラブ　パステルランドの ケンチャコ大冒険　（思
考能力基礎）

ステップアップ英会話 基礎 レベルB Ver.1.00

Super Mapple Digital Ver.4 for NEC

DVD-MovieAlbumSE 3

Ulead® DVD MovieWriterTM for NEC Ver.2

バックアップ-NX（パソコン乗換機能付）

大相撲タイピングソフト　はっけよい！打ノ花

Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic

PCGATE Personal Ver2.1

BeatJam for NEC

お料理マム2　ポケットレシピ

LittleFox　バンドル版バージョン1.0

ホームページミックス /R.2

Sonic RecordNow DX

Liquid SurfTM Version 1.11

Liquid View® Version 2.00N
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■電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説
明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■漏洩電流自主規制について
この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合して
おります。

■瞬時電圧低下について
［バッテリパックを取り付けていない場合］

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬
時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

［バッテリパックを取り付けている場合］

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対
策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都
合が生じることがあります。

■レーザ安全基準について
パソコンに内蔵または添付されているCD/DVDドライブは、レーザに関する安全基準（JIS・C-
6802、IEC825）クラス1に適合しています。
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（1）本書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
（2）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載も

れなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへお問い合わせ
ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

（4）当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、（3）項に
かかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

（5）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わ
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等
の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用
され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

（6）海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
（7）本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用くださ

い。また、本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでしかご利用になれません（詳細
は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください）。

（8）ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりす
ると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、Windows Media、Encarta、Encarta ロゴ
およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商
標または登録商標です。
@niftyはニフティ（株）の商標です。
OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
ODN(Open Data Network)は、日本テレコム（株）の登録商標です。
かるがるネットは株式会社アイコムジャパンの登録商標です。
So-net、ソネット、So-netのロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
DIONは、KDDI株式会社の登録商標です。
Fresh Voiceはエイネット株式会社の登録商標です。
InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc.の商標または登録商標です。
駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱは、時事通信社の商標です。
「蔵衛門」および「デジブック」は株式会社トリワークスの登録商標です。
携帯マスター、ケータイ・マスターは、株式会社ジャングルの商標または登録商標です。
CyberSupport、BeatJam は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
Super Mapple Digital、スーパーマップル・デジタルは、昭文社の登録商標です。
NETGAMECENTERは、（株）テラコーポレーションの商標です。
てきぱき家計簿マム、お料理マム2 ポケットレシピはテクニカルソフト株式会社の商標です。
「ドラえもんメール」は、小学館の登録商標です。
Ulead、Ulead VideoStudio、Ulead DVD MovieWriterは、Ulead Systems, Inc.の商標
または登録商標です。
ファミリーテンプレート＆素材集は株式会社ジェイシーエヌランドの出願商標または登録商
標です。
筆王は株式会社アイフォーの登録商標です。
McAfee、VirusScanは米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の登録商標
です。
Liquid View、Liquid Surfは、Portrait Displays, Inc.の米国およびその他の国における商標
または登録商標です。
Sonic RecordNowは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。
BIGLOBE、SmartVision、PCGATE、121ポップリンクは、日本電気株式会社の商標または
登録商標です。
その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご注意
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©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003
日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。
本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。
従いまして、当社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の
許可が必要となる場合があります。
必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。
輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせくだ
さい。

■Notes on export
This product (including software) is designed under Japanese domestic specifica-
tions and does not conform to overseas standards. NEC＊1 will not be held responsible
for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC＊1 does
not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit
from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export
without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of
NEC sales office whether a permit is required for export or not.

＊1：NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

853-810601-192-A
2003年9月　初版
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トラブルを解決するには

パソコンを使用していて起こるさまざまなトラブル
をご自分で解決するための方法を紹介しています。
トラブルの内容によっては、このPARTの操作を行
うだけで解決できるものもありますので、困ったこ
とが起こったらまずここにある解決方法を試してみ
てください。
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トラブル事例の探し方
トラブルの解決事例は、このマニュアルや「ぱそガイド」など、いろいろな場所に記載
されています。自分が直面しているトラブルと同じ事例や似た症状を探してみま
しょう。

「ぱそガイド」を見る

「ぱそガイド」では、パソコン使用中に発生するさまざまなトラブル事例を紹介して
います。パソコンが使えるときは、まず「ぱそガイド」を見てみましょう。

■起動方法
・デスクトップの 「ぱそガイド」をダブルクリックする

トラブル事例の探し方

「トラブル解決」をクリック

内容を確認

トラブルが解決されなかっ
たら次のステップへ
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「ぱそガイド」の「トラブル解決」では、次のようなステップでトラブルを解決
します。

STEP 1 まずはここをチェック
解決に向けての段取りや、画面に表示されたメッセージについて紹介していま
す。

STEP 2 カテゴリー別Q&A
パソコン使用中に発生するさまざまなトラブル事例を紹介しています。

STEP 3 質問を入力して検索
ぱそガイドやWindowsのヘルプの検索について紹介しています。

STEP 4 それでも解決しない場合は
ホームページやNECのサポート窓口を紹介しています。

「ぱそガイド」の内容を印刷する

「ぱそガイド」で表示した内容を紙に印刷しておくと、後で読み返すときなどに
便利です。次の手順で印刷できます。

1 パソコンにプリンタを接続して印刷できるようにする

2 印刷したい画面を表示させる

3 画面上方の をクリックする

4「印刷」ウィンドウで「印刷」をクリックする

ぱそガイドの項目の中には、クリックすると、「ダイヤルアップ接続」が表示さ
れるものがあります。これは、インターネットへ接続しようとしていることを
表します。インターネットへ接続すると、インターネット接続サービス料金や
アクセスポイントまでの電話料金（どちらもお客様負担）がかかります。説明を
見終わったら、必ず回線を切断してください。一度インターネットに接続され
ると、自分で回線を切断しない限り、ぱそガイドを終了するまで、回線が接続さ
れたままになり、料金がかかり続けます。ご注意ください。

トラブル事例の探し方
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Windowsのヘルプを見る

Windowsのヘルプでも、トラブル解決事例を見ることができます。

Windowsのヘルプ

Windowsのトラブルが起こったら、Windowsのヘルプで解決策を探してみましょ
う。
「スタート」-「ヘルプとサポート」をクリックすると、「ヘルプとサポート センター」が
表示されます。

キーワードで探す場合は、「検索」欄の下の「検索オプションの設定」をクリック
することで別の情報源から情報を検索することができます。

インターネットで解決方法を探す

パソコンがインターネットに接続できる状態なら、トラブル事例と豊富な解決方法
が提供されているので便利です。

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」（ワントゥワンウェア）

NECの「ワントゥワンウェア（121ware.com）」は、ひとりひとりのパソコンライフ
に合わせたサービスを24時間提供するインターネットサイトです。

キーワードで探す
調べたいキーワードを空
欄に入力し、「検索」欄の横
の をクリックする。
画面左に表示される「検索
結果」中から知りたい項目
をクリックする。

「問題を解決する」で探す
「問題を解決する」をク
リックして、画面左に表示
される「問題を解決する」
の中から知りたい項目を
クリックする。このあとは
画面表示を見ながら操作
してください。

トラブル事例の探し方
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デスクトップ画面にある121wareアイコン をクリックします。

［ホームページアドレス］
http://121ware.com

「サポート」コーナーでは、お客様の問題解決のサポートを中心にさまざまなコンテ
ンツがあります。続々と新コンテンツも登場し、トラブル事例集も日々増強されてい
ます。いざというときに頼りになります。

「121ware.com」では、このほかに次のようなサービスをご利用いただけます。
・ドライバの最新バージョン、修正・サポートプログラムの配布（「ダウンロード」）
・パソコンの便利な活用アイディアのご紹介（「利用ガイド」）
・おすすめの周辺機器やソフトウェアのご購入（「買う」-121@store）
・保守契約サービス、パソコンスクール、研修サービス（すべて有償）などのご案内

…など

また、121ポップリンクを使うと、お使いのパソコンの最新情報がインターネット経
由で自動的に届きます。

121ポップリンクについて→ 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」

お客様登録は済んでいますか

121ware.comのマイアカウント（http://121ware.com/my/）からの登録
をおすすめします。

詳しくは『お客様登録ガイド』をご覧ください。

トラブル事例の探し方

画面は変更することがあります。
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マイクロソフトサポート技術情報

このホームページでは、WindowsやWindowsの関連製品のＱ＆Ａまたは、最新情報
を参照することができます。
「マイクロソフトサポート技術情報」に接続するには、インターネットエクスプロー
ラを起動し、インターネットに接続します。さらにヘルプをクリックし、表示された
メニューから「オンライン サポート」をクリックするとマイクロソフトサポート技
術情報のホームページが表示されます。

http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=JA

トラブル事例の探し方
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こんなことも試してみよう
この本や「ぱそガイド」など、いろいろ調べたけれどトラブルが解決しない、といった
ときは、次のことを試してみましょう。
パソコンを正常な状態に戻せる場合があります。

チェックディスクを使う

チェックディスクを使うと、Windowsやソフトの動作不良、または強制終了によ
るデータの書き損じなどのトラブルを検査、修復ができます。また、Windowsが異
常終了した直後の再起動時には、自動的にチェックディスクが実行されることがあ
ります。トラブルを予防するためには、毎日または週に1回など、定期的にチェック
ディスクの実行をおすすめします。

チェックディスクについて→ 「ぱそガイド」-「パソコンの練習と基本」-「使いこなしのヒント」-
「メンテナンスとセキュリティ」-「ハードディスクのメンテナンス」

チェックディスクを実行する

Windowsを起動できる場合は、次の手順でチェックディスクを実行してください。

1 起動中のソフトや、常駐しているソフトを終了させる

2「スタート」-「マイコンピュータ」をクリックする

3 チェックしたいハードディスクドライブを右クリックし、表示されたメ
ニューから「プロパティ」をクリックする
「ハードディスクのプロパティ」が表示されます。

4「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」欄の「チェックする」をクリッ
クする
「ディスクのチェック」が表示されます。

5「開始」をクリックする
ハードディスクのチェックがはじまります。

6 検査完了の画面が表示されたら「OK」をクリックする
メッセージが表示された場合は、メッセージの指示を見ながら操作してください。

こんなことも試してみよう
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セーフモードでWindowsを起動する

セーフモードは、トラブルが発生したときに最小限のシステム環境でパソコンを起
動できるWindowsの起動モードの1つです。
一度セーフモードでWindowsを起動し、チェックディスクなどのシステムツールで
トラブルを解決して再起動すると、正常な状態のWindowsに戻ることがあります。

・セーフモードでは、最小限の機能しか使えません。CD/DVDドライブ、プリ
ンタなどは使えません。

・セーフモードでは、解像度や配色が通常のWindowsとは異なります。

セーフモードで起動する

1 パソコンの電源を入れる

2「NEC」のロゴ画面が表示されたら【F8】を数回押す
「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。

3【↓】【↑】を使って「セーフモード」を選び、【Enter】を押す

4「Microsoft Windows XP Home Edition」または「Microsoft Windows
XP Professional」が選ばれていることを確認し、【Enter】を押す

Windowsのログオン画面が表示された場合は、ユーザー名を選択してくださ
い。

しばらくすると「Windowsはセーフ モードで実行されています」と表示されま
す。

5「はい」をクリックする

セーフモードについて→「スタート」-「ヘルプとサポート」の「問題を解決する」-「起動と終了の問
題」

こんなことも試してみよう
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セーフモードでチェックディスクを実行する

セーフモードで起動したら、続けて次の手順でチェックディスクを実行してくださ
い。

1「チェックディスクを使う」（p.7）の手順で、チェックディスクを実行する

2 チェックディスクが終了したら、「スタート」-「終了オプション」をクリックす
る

3「再起動」をクリックする
Windowsが再起動し、問題がなければ、正常な状態に戻ります。

チェックディスクを行っても問題が解決されない場合は、システムに障害が発
生している可能性があります。次のような場合には再セットアップを行ってく
ださい。

・システムファイルに異常が発見されたとき

・異常は発見されなかったが、Windowsが起動しないとき

・動作が不安定なとき

・画面が正しく表示されないとき

バックアップしたシステムやデータを復元する

Windowsの動作が不安定になったときは、システムファイルやアプリケーション
データにトラブルが起きていることが考えられます。このような場合には、システム
やデータを復元することで正常な状態に戻る場合があります。

システムを復元する前に、大切なデータは必ずバックアップを取ってくださ
い。システムを復元することでデータが失われることがあります。

システムを復元する

パソコンの動作が不安定になるなど、システムにトラブルが起きてしまったときに
は、Windowsの「システムの復元」を実行すると、もとの安定した状態に戻せます。

システムの復元を行うときは、あらかじめ起動中のソフトを終了させてくださ
い。

こんなことも試してみよう
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1「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システ
ムの復元」をクリックする
「システムの復元」が表示されます。

2「コンピュータを以前の状態に復元する」が になっていることを確認する

3「次へ」をクリックする
「復元ポイントの選択」と表示されます。

4 復元ポイントを選択する

5「次へ」をクリックする
「復元ポイントの選択の確認」と表示されます。

表示された画面の内容をよくお読みください。

6「次へ」をクリックする
復元がはじまります。しばらくするとWindowsが再起動し、「復元は完了しまし
た」と表示されます。

7「OK」をクリックする

お客様が作成したファイル（データファイル）は、「システムの復元」では復元す
ることはできません。

バックアップしたデータを復元する

バックアップを取っておいたデータを復元します。

■自分でバックアップしたデータの復元
自分でバックアップしたデータは、バックアップ元のフォルダにファイルを移動ま
たはコピーしてください。

■「バックアップ-NX」でバックアップしたデータの復元
バックアップしたソフトのデータやインターネット設定は、バックアップ-NXを使っ
て復元ができます。

「バックアップ-NX」について→ 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目
次」

こんなことも試してみよう



トラブル解決Q&A

トラブルの解決方法をQ&A形式で具体的に説明し
ています。
「ぱそガイド」の「困ったときのQ&A」やWindowsの
ヘルプなどとあわせてご覧ください。

P A R T

2
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内容

パソコンが異常に熱を持ったとき、変なにおいがしたと
きなど、様子がおかしいと思ったらここをご覧ください。
いきなり電源プラグを抜いたりせず、落ち着いて対処し
ましょう。

電源を入れたときにトラブルが発生したときは、ここを
ご覧ください。

省電力状態（休止状態／スタンバイ状態）から元の状態に
戻れなくなったときや、省電力機能が使えないときは、こ
こをご覧ください。

Windowsを起動したときにパスワードを入力してログ
オンできない場合や、パスワードを忘れてしまった場合
は、ここをご覧ください。

バッテリが充電できない、バッテリ充電ランプが点灯／
点滅するなどバッテリに関するトラブルが発生したとき
は、ここをご覧ください。

ディスプレイに何も表示されない、画面が真っ暗になっ
たなどディスプレイや画面表示に関するトラブルが発生
したときは、ここをご覧ください。

NXパッドやマウスが正しく動作しなかったり、反応しな
いときは、ここをご覧ください。

キーボードが正しく動作しなかったり、反応しないとき
は、ここをご覧ください。

CD/DVDドライブからディスクが取り出せなくなった
ときは、ここをご覧ください。

別売の周辺機器をこのパソコンに取り付けたときに、周
辺機器が正しく動作しなかったり、パソコンの動作がお
かしくなったりしたときは、ここをご覧ください。

ここまでで、あなたのパソコンのトラブルが見つからな
かったときは、ここをご覧ください。ここでも見つからな
いときは「ぱそガイド」や他のマニュアル、Windowsのヘ
ルプ、Readmeファイルをご覧ください。

このマニュアルでトラブルを解決する
このマニュアルでは、おもにパソコンに電源が入っていないときのトラブル解決事
例を紹介しています。パソコンが動かなくて「ぱそガイド」が使えない場合などは、こ
ちらをご覧ください。

記載内容一覧

このマニュアルでは、トラブル解決事例を次のようなカテゴリ別に紹介しています。

このマニュアルでトラブルを解決する

カテゴリ

パソコンが動かない

電源を入れたが

省電力機能

パスワード

バッテリ

ディスプレイ

NXパッド/マウス

キーボード

CD/DVDドライブ

周辺機器

その他

参照ページ

→p.13

→p.16

→p.20

→p.22

→p.24

→p.25

→p.27

→p.30

→p.31

→p.32

→p.36
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パソコンが動かない

パソコンが動かない

パソコンの様子がおかしい（煙や異臭、異常な音がしたり、手で
さわれないほど熱い。またはパソコンやケーブル類に目に見え
る異常が生じた場合）

すぐに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取り外してから、
NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください

電源が切れないときは、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてく
ださい。電源を強制的に切ることができます。

Windowsが起動しない

Windowsが起動しない原因はさまざまなことが考えられます。

このPARTの「電源を入れたが」（p.16） 　　　　　　　　

BIOSセットアップユーティリティの設定を確認してください

『パソコン機能ガイド』PART3の「BIOSセットアップユーティリティ」をご覧
になり、BIOSの設定を初期値（購入時の値）に戻してから、もう一度電源を入
れなおしてください。

PCカードを使用しているときは、BIOSセットアップユーティリティを
使う前に、PCカードを必ず取り外してください。

使用中にパソコンが動かなくなった

ソフトや周辺機器に異常が発生すると、どんな操作をしてもパソコンやソフ
トが反応しなくなることがあります。このことをフリーズ（または「ハング
アップ」「ストール」）といいます。このような場合は、次のようにして異常のあ
るソフトを終了させるか、Windowsを再起動させてください。



14 パソコンが動かない

次の操作をしてみてください

ここで紹介する操作をすると、保存されていなかったデータは消えてし
まいます。

●動かなくなったソフトだけを終了させる

1【Ctrl】＋【Alt】＋【Del】を押す
「Windows タスクマネージャ」が表示されます。

2「状態」欄に「応答なし」と表示されているタスク（ソフト）をクリックし
て選択し、「タスクの終了」をクリックする
異常を起こしているソフトが強制的に終了されます。
この方法でソフトが終了できなかったときは、次のようにして強制的に
Windowsを終了させてください。

●Windowsそのものが動かなくなったら、強制的にWindowsを終了さ
せる

1【Ctrl】＋【Alt】＋【Del】を押す
「Windows タスクマネージャ」が表示されます。

2「シャットダウン」メニューの「コンピュータの電源を切る」をクリック
する
しばらくすると自動的にWindowsが終了し、パソコンの電源が切れます。
上記の方法でも電源が切れなかった場合は、次のようにして強制的にパソ
コンの電源を切ってください。

●キーボードの操作もできなくなったら、強制的にパソコンの電源を切る

1 電源スイッチ（ ）を約4秒以上押し続ける
電源ランプ（ ）が消え、パソコンの電源が切れます。

電源スイッチの操作方法→『はじめにお読みください』の「電源の入れ方／切り方」
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パソコンが動かない

電源スイッチの操作でスリープ状態になる設定をしている場合、上記の
操作をすると電源が切れず、スリープ状態になることがあります。ス
リープ状態になったときは、一度電源スイッチから手を離し、もう一度
電源スイッチを約4秒以上押し続けて電源を切ってください。それでも
電源が切れない場合は、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせ
ください。

上記の各手順を行っても、パソコンが動かない場合→このPARTの「電源を入れたが」
（p.16）
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電源を入れたが
この項目に関連したQ&A情報を 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カテゴ
リー別Q&A」-「電源のオン/オフ」でも紹介しています。

電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない

次のポイントを確認してください

●外部ディスプレイを接続していませんか？
外部ディスプレイを接続し、画面の出力先が「CRT（またはモニタ）」になって
いるときは、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表示されません。
画面を表示させるには、キーボードの【Fn】+【F3】を押すか、画面のプロパティ
の設定で画面の出力先を変更してください。

画面のプロパティの設定手順→ 「ぱそガイド」- 「パソコンの設定」- 「パソコンの機

能」-「ディスプレイの設定」

・出力先を画面のプロパティで変更すると、変更後の画面に設定の確
認メッセージが表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出
力先は変更前の状態に戻ります。

・いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを
外してから起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶
ディスプレイに変更されます。

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あ
わせて確認してください。

電源を入れたが
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電源を入れても電源ランプが点灯せず、パソコンが起動しない

次のポイントを確認してください

●バッテリパックやACアダプタは、正しく接続されていますか？
『はじめにお読みください』をご覧になり、バッテリパックやACアダプタの接
続状態を確認してください。
ACアダプタの接続は、「ACアダプタと電源コードとの接続」や「電源コードと
ACコンセントとの接続」も確認してください。

●バッテリは十分充電されていますか？
ACアダプタを接続していない状態でバッテリ容量が不足していると、パソコ
ンの電源は入りません。ACアダプタを接続して使用するか、バッテリを充電
してから使用してください。ACアダプタを接続してから電源を入れても電源
ランプ（ ）が点灯しないときは、パソコンの故障が考えられます。NEC121
コンタクトセンターへお問い合わせください。

バッテリの残量確認方法→『パソコン機能ガイド』PART1の「バッテリ」

●電源スイッチの押し方が間違っていませんか？
電源スイッチを約1秒間押し、スイッチから手を離してください。

電源スイッチの操作方法→『はじめにお読みください』の「電源の入れ方／切り方」

電源を入れたが



18 電源を入れたが

パソコンを起動したら画面にメッセージが表示されて、
Windowsが起動しない

フロッピーディスクがセットされていたら、フロッピーディスクを取り
出してからWindowsを起動してください

「Checking file system on C:」と表示されていたら、画面の表示を見
ながら操作を続けてください

正しい方法でWindowsを終了しないと、次の起動時に「Checking file
system on C:」と表示されることがあります。この表示に続いて、自動的に
ハードディスクの内容がチェックされます。ハードディスクに異常がなけれ
ばWindowsが起動します。ハードディスクに何らかの問題が発見されて、
Windowsが正常に起動しなかったときは、画面の表示を見ながら操作してく
ださい。

「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されていたら、p.8の「セー
フモードでWindowsを起動する」をご覧になり、セーフモードで
Windowsを起動してください

正しい方法でWindowsを終了しないと、次の起動時に「Windows 拡張オプ
ションメニュー」が表示されることがあります。

「Invalid system disk Replace the disk,...」または「Operating
System not found」と表示されていたら、次の手順で操作してくださ
い

●フロッピーディスクがセットされていませんか?
フロッピーディスクを取り出して、Windowsを起動してください。

●ハードディスクがフォーマット（初期化）されてしまったか、システム
が壊れている可能性があります。

この場合は、残念ながら再セットアップが必要です。

再セットアップするには→PART3の「再セットアップ」
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電源を入れたが

パソコンを起動したら画面にカーソルが表示された

フロッピーディスクがセットされていたら、フロッピーディスクを取り
出してからWindowsを起動してください

システムの入っていないフロッピーディスクがセットされていると、このよ
うに表示されることがあります。

ピーッというエラー音がした

フロッピーディスクがセットされていたら、フロッピーディスクを取り
出してからWindowsを起動してください

セットされているフロッピーディスクの種類によっては、ピーッというエ
ラー音がすることがあります。

ハードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書きと
め、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください



20 省電力機能

省電力機能
省電力機能に関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カテ
ゴリー別Q&A」-「省電力機能」でも紹介しています。

スタンバイ状態または休止状態からの復帰時、画面が表示され
ない

NXパッドなどのポインティングデバイスやキーボードを操作すれば、正
常に画面が復帰します

スタンバイ状態または休止状態から復帰しようとしたら、
Windowsのログオン画面が表示された

このパソコンを使用するユーザーを選択すると、スタンバイ状態または
休止状態にする前の画面が表示されます

スタンバイ状態または休止状態から復帰するときに、Windowsのログオン画
面が表示されないようにするには、次の手順で操作してください。

1「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-
「電源オプション」をクリックする

2「詳細設定」タブをクリックする

3「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」の をク
リックして にする

4「OK」をクリックする
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復帰できない

次のポイントを確認してください

●パソコンがWindowsの終了処理を行っている途中で、次の操作をしま
せんでしたか？

・液晶ディスプレイを閉じた
・省電力状態にした
・電源を切った

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源ス
イッチ（ ）で電源を入れたあとに何かメッセージが表示された場合は、その
メッセージにしたがって操作してください。

●休止状態中に周辺機器の取り付け／取り外しをしませんでしたか？
パソコンの電源を切り機器構成を元に戻してから、もう一度パソコンの電源
を入れてください。

●ソフトや周辺機器はスタンバイ機能に対応していますか？
ソフトや周辺機器によっては、スタンバイ機能を使うとパソコンが正常に動
作しなくなることがあります。このような場合は、スタンバイ状態にしないで
ください。

●バッテリの残量が少なくなっていませんか？
ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電
源を入れると、復帰します。

コマンドプロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態から
復帰させても画面が表示されない

【Alt】＋【Tab】を押してタスクを切り替えると、正常に動作するようにな
ります

省電力機能



22 パスワード

パスワード
パスワードに関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カテ
ゴリー別Q&A」-「セキュリティ/ウイルス」でも紹介しています。

「パスワードを忘れてしまいましたか？」と表示された

パスワードを確認して、正しく入力しなおしてください

キーボードの状態を確認してください

キャップスロックキーランプ（ ）またはニューメリックロックキーランプ
（ ）が点灯している場合は、【Caps Lock】や【Num Lock】がロックされて
います。キーのロック状態がパスワード設定時と異なっていると、パスワード
が正しく入力できないことがあります。ロックの状態を確認し、パスワードを
設定したときと同じ状態にしてから、パスワードを入力しなおしてください。

●【Caps Lock】のロックと解除
【Shift】を押したまま【Caps Lock】を押す

●【Num Lock】のロックと解除
【Num Lock】を押す

パスワードを忘れてしまった

Windowsのパスワードを忘れた場合

Windowsのパスワードを忘れてしまうと、パスワードの復元はできません。
次のいずれかの操作で対処してください。
・Windowsのログオン画面の「パスワード入力」欄の右にある をクリック
して設定しておいたパスワードのヒントを確認する

・別のユーザアカウントでログオンする
・「パスワードリセットディスク」を使って新しいパスワードを作成する
・「コンピュータの管理者」権限のアカウントを持つ人に新しいパスワードを
作成してもらう

「パスワードリセットディスク」について→Windowsのヘルプ
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パスワード

ユーザパスワードを忘れた場合

ユーザパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップユーティリ
ティを起動し、スーパバイザパスワードをいったん解除してから、もう一度
スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定してください。

ユーザパスワード、スーパバイザパスワード→『パソコン機能ガイド』PART3の「パソコ
ンやデータを守る」

スーパバイザパスワードを忘れてしまった場合

スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合、121コンタクトセンター
の故障診断・修理受付窓口にお問い合わせください。
・パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。
・パスワード解除処置は、NECフィールディングの各支店、営業所で対応と
なります。

・パスワード解除処置は原則としてお客様のお持ち込みによる対応となりま
す。機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り、処置をお受けいた
します。

・パスワード解除処置を依頼される際には、次のものをすべて用意してくだ
さい。
1. 本機のご購入を証明するもの（保証書など）
2. 身分証明書（お客様ご自身を証明できるもの）
3. 印鑑

・パスワード解除処置をご依頼の際、受付にてお客様ご自身により専用の用
紙に必要事項を記入・捺印していただくことが必要です。専用用紙の記載事
項にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応しかねる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。



24 バッテリ

バッテリ
バッテリに関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カテゴ
リー別Q&A」-「電源のオン/オフ」でも紹介しています。

充電できない

バッテリがフル充電されていませんか？

バッテリがフル充電されていたり、フル充電に近い状態だと、ACアダプタを
接続しても充電されないことがあります。

バッテリパックが接触不良を起こしていませんか？

バッテリパックが接触不良の場合は、バッテリ充電ランプ（ ）が点滅しま
す。一度バッテリパックを取り外してから正しく取り付けなおしてください。

フル充電したのにバッテリ充電ランプが点灯する

異常ではありません

バッテリは少しずつ自然放電しているので、それを補充するため、ACアダプ
タが接続されている場合は自動的に充電がはじまることがあります。故障で
はありません。

バッテリ充電ランプが点滅する

バッテリが正しく取り付けられていないか、バッテリ寿命の可能性があ
ります

1 電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取り外してからもう一度
正しく取り付けなおしてください。

2 バッテリパックを取り付けなおしてもバッテリ充電ランプが点滅する
場合は、バッテリパックの寿命ですので、別売の新しいバッテリパック
と交換してください。
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ディスプレイ

ディスプレイ
ディスプレイに関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カ
テゴリー別Q&A」-「画面」でも紹介しています。

ディスプレイに何も表示されない

ディスプレイの設定を確認してください

p.16の「Q 電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない」と同じ方法
で対処してください。

DirectXに対応したソフトを使っていませんか？

DirectXに対応したゲームなどのソフトを実行すると、画面が正常に表示さ
れなくなることがあります。ソフトのマニュアルをご覧になり、表示解像度を
320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、正しく表示される
ようになることがあります。

320×200ドット、640×400ドットの解像度にしか対応していな
いソフトは、このパソコンでは正常に動作しないことがあります。

画面が突然真っ暗になった

電源管理の設定を確認してください

「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「電源
オプション」で「モニタの電源を切る」を設定している場合、ポインティングデ
バイス(NXパッドやマウス)かキーボードを操作すると元の画面が表示されま
す。画面が表示されない場合は、スタンバイ状態になっていることが考えられ
ます。スタンバイ状態になっているときは、電源ランプが点滅します。スタン
バイ状態から復帰させてください。



26 ディスプレイ

解像度や表示色を変更できない

「互換性の警告」ウィンドウからWindowsを再起動しませんでしたか？

「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップの表示とテーマ」-「画面」で
解像度や表示色の設定を変えると、「互換性の警告」が表示されることがあり
ます。「互換性の警告」で「新しい表示設定でコンピュータを再起動する」を選
んで「OK」をクリックします。Windowsを正常に再起動できない場合は、一度
強制的にパソコンの電源を切った後、電源を入れなおしてください。

強制的に電源を切る方法→このPARTの「キーボードの操作もできなくなったら、強制的
にパソコンの電源を切る」（p.14）

「互換性の警告」が表示されている場合は次のように操作してください。

1「再起動せずに新しい色の設定を適用する」を選んで「OK」をクリック
する

2  Windowsを再起動する（p.vii）
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NXパッド/マウス

NXパッド/マウス
NXパッドとマウスに関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step
2 カテゴリー別Q&A」-「NXパッド/マウス」でも紹介しています。

何も反応しない、または反応が鈍い

次のポイントを確認してください

●指先やNXパッドが汚れていませんか？
指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作しません。汚れを
拭き取ってから操作してください。

● NXパッドの2カ所以上に同時に触れていませんか？
NXパッドの2カ所以上に同時に触れていると、正常に動作しません。1カ所だ
けに触れるようにしてください。

● キー入力をしながらパッドで操作しようとしていませんか？
購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時のパッド操作ができないよ
うになっています。キー入力が終わってからNXパッドを操作するか、または
次の手順で設定を変更してください。

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハードウェ
ア」-「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タップ・ポインタ移動
しない」の をクリックして にする

●NXパッドを無効にする設定になっていませんか？
USBマウスを接続してから次の手順で設定を変更してください。

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハードウエ
ア」-「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2「USBマウス接続時の動作」タブをクリックする

3「USBマウスと同時に使用する」の をクリックして にする

4「OK」をクリックする
これで、NXパッドの入力が有効になります。
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●パソコンの処理に時間がかかっている可能性があります
ポインタが になっているときは、プログラムの処理が行われているため、NX
パッドやマウスの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってくだ
さい。何分待ってもNXパッドやマウスの操作ができない場合は、プログラム
に異常が発生して動かなくなった（フリーズした）可能性があります。ソフト
を強制終了してください。

ソフトの強制終了→このPARTの「動かなくなったソフトだけを終了させる」（p.14）

●「マウスのプロパティ」で「パッドボタン設定」が変更されていません
か？

次の手順で、設定を変更してください。

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハードウェ
ア」-「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2「ボタン」タブの「パッドボタン設定」で使いやすいように変更する

3「OK」をクリックする

●ポインタの反応速度が遅く設定されていませんか？

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハードウェ
ア」-「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2「ポインタオプション」タブの「速度」の設定を使いやすいように変更する

3「OK」をクリックする

光センサーUSBマウスが正しく動作しない

使用環境を確認してください

光センサーUSBマウスは、マウス底面にある赤い光をセンサーで検知するこ
とで、マウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない
（操作どおりにマウスポインタが動かない）場合があります。
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・白いもの
・反射しやすいもの（鏡、ガラスなど）
・光沢があるもの（透明、半透明な素材を含む）
・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真な
ど)

・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢のない印刷用紙や光学
式マウスに対応したマウスパッドなどの上で操作してください。

1 マウス使用時には、NXパッドの機能を無効にしたい

次の手順でNXパッドからの入力を「無効」にしてください

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハードウエ
ア」-「マウス」をクリックする
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2「USBマウス接続時の動作」タブをクリックする

3「自動的にNX PADを無効にする」の をクリックして にする

4「OK」をクリックする
これでUSBマウスを接続しているときは、NXパッドの入力が無効になり
ます。

NXパッド/マウス
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キーボード
キーボードに関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カテ
ゴリー別Q&A」-「文字入力/キーボード」でも紹介しています。

キーボードのキーを押しても、何も反応しない

パソコンの処理に時間がかかっている可能性があります

マウスポインタが になっているときは、プログラムの処理が行われているの
で、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってく
ださい。しばらく待ってもキーボードの操作ができない場合は、プログラムに
異常が発生して動かなくなった（フリーズした）可能性があります。ソフトを
強制終了してください。

ソフトの強制終了→このPARTの「動かなくなったソフトだけを終了させる」（p.14）

キーボード
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CD/DVDドライブ
CD/DVDドライブに関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step
2 カテゴリー別Q&A」-「CD/DVD」でも紹介しています。

ディスクが取り出せなくなった

次のポイントを確認してください

● パソコンの電源は入っていますか？
パソコンの電源が入っていないと、CD/DVDドライブのイジェクトボタンを
押しても、ディスクトレイは出てきません。

● パソコンの電源が入っていても、トレイが出てこなくなった
ソフトの異常な動作などにより、CD/DVDドライブからディスクを取り出せ
なくなったときは、次の手順で強制的に取り出せます。

1 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度（指でつまむ
部分を除く）の針金を用意する
大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。

2 非常時ディスク取り出し穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押
し込む
ディスクトレイが5～15mmほど飛び出します。

非常時ディスク取り出し穴の位置→『パソコン機能ガイド』のPART1の「本体各部の名
称」

3 ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す

CD/DVDドライブ
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周辺機器
周辺機器に関連したQ&A情報は 「ぱそガイド」-「トラブル解決」-「Step 2 カテゴ
リー別Q&A」-「周辺機器」でも紹介しています。

周辺機器を取り付けたらパソコンが正常に動かなくなった

セーフモードでWindowsを起動してドライバの設定をしてください

1 セーフモードでWindowsを起動する（p.8）

2「デバイスマネージャ」を起動する

デバイスマネージャの起動方法→「「デバイスマネージャ」の開き方」（p.xiii）

3 追加した周辺機器のアイコンをダブルクリックする
「周辺機器のプロパティ」が表示されます。

4「全般」タブをクリックする

5「デバイスの使用状況」の をクリックし、「このデバイスを使わない
（無効）」を選ぶ
新しく取り付けた周辺機器のドライバが無効になります。

6「OK」をクリックする
これで、新しく取り付けた周辺機器のドライバが無効になります。Windows
を再起動してください。
この操作を行ってもWindowsが正常に起動しない場合は、パソコンの電
源を切ってから新しく取り付けた周辺機器を取り外し、周辺機器のドライ
バを更新します。
この場合、使いたい周辺機器の最新のドライバが必要です。

最新のドライバは周辺機器メーカーのホームページなどでダウンロー
ドしてください。また、Windows Updateでも周辺機器のドライバを
更新できることがあります。Windows Updateを利用するには「スター
ト」-「すべてのプログラム」-「Windows Update」をクリックしてくだ
さい。



33

PPPPP
AAAAA
RRRRR
TTTTT

2
ト
ラ
ブ
ル
解
決
Ｑ
＆
Ａ

周辺機器

Windowsが起動したら、次のようにしてドライバを更新してください。

1「デバイスマネージャ」を起動する

デバイスマネージャの起動方法→「「デバイスマネージャ」の開き方」（p.xiii）

2 追加した周辺機器のアイコンをダブルクリックする
「周辺機器のプロパティ」が表示されます。

3「ドライバ」タブをクリックする

4「ドライバの更新」をクリックする
以降は画面の表示を見ながら操作してください

割り込みレベルの設定を確認してください

周辺機器の中には、割り込みレベルやDMAチャネルの設定が必要なものがあ
ります。周辺機器に必要な割り込みレベルがすでに他の機器によって使用中
の場合、Windowsが起動しなくなったり、動作が不安定になったりすること
があります。割り込みレベルが重複しないよう、次の手順で設定を変更してく
ださい。

1  起動しているソフトをすべて終了する

2「デバイスマネージャ」を起動する
表示された割り込みを確認し、必要に応じて設定を変更してください。

デバイスマネージャの起動方法→「「デバイスマネージャ」の開き方」（p.xiii）

3 や が表示されていて動作しない周辺機器のドライバをダブルク
リックする

4「プロパティ」で「リソース」タブをクリックし、「自動設定」の をク
リックして にする

5 競合しているリソースを「リソースの種類」一覧の中から選び、ダブル
クリックする
「競合の情報」欄に、競合しているデバイスと、競合しているリソースの種類
が表示されます。
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6 競合しないリソースの値を設定し、「OK」をクリックする
「競合するデバイス」欄に競合しているデバイスと競合しているリソースが
表示されます。

・他の周辺機器がそのリソースを使用している場合や、変更不可の
メッセージが表示された場合、その値への変更はできません。

・選んだ周辺機器によっては「ポート番号」と「I/Oの範囲」など複数の
変更が必要になることがあります。

7 リソースが競合していないことを確認し、「プロパティ」で「OK」をク
リックする
「変更不可の構成を作成しています」が表示されます。

8「はい」をクリックする
「システム設定の変更」が表示されます。

9「はい」をクリックする
Windowsが再起動します。

別売の周辺機器を取り付けたが正しく動作しない

電源を入れる順序を確認してください

Windowsが起動してから周辺機器の電源を入れると、周辺機器が正しく認識
されないことがあります。先に周辺機器の電源を入れてから、パソコンの電源
を入れてください。

USBやIEEE1394に対応している周辺機器は、Windowsが起動して
から電源を入れても正しく認識されます。

周辺機器の接続と設定を確認してください

周辺機器によっては、設定スイッチの変更やドライバなどのインストールが
必要なことがあります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、設定を確認して
ください。

周辺機器
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周辺機器

デバイスマネージャで設定を確認してください

デバイスマネージャの周辺機器のところに赤い「×」や黄色い「！」や緑の「？」
がついている場合、その周辺機器が何らかの理由で正常に動作していないこ
とが考えられます。赤い「×」や黄色い「！」や緑の「？」がつかないように設定し
なおしてください。

周辺機器の設定→周辺機器のマニュアル

周辺機器のドライバをインストールできない/ドライバを更新
できない

「コンピュータの管理者」権限のあるユーザアカウントでログオンしてく
ださい

「コンピュータの管理者」権限のあるユーザアカウントでないと周辺機器のド
ライバのインストールや更新が行えないことがあります。
いったんログオフし、コンピュータの管理者に設定しているユーザアカウン
トでログオンしてから周辺機器のドライバのインストールや更新を行ってく
ださい。

ドライブ名がおかしい

Windowsを再起動してください

お使いの周辺機器によっては、スタンバイ状態や休止状態にすると、CD/
DVDドライブのドライブ名が変更されることがあります。
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その他

フルスクリーンになったコマンドプロンプトを元に戻したい

【Alt】＋【Enter】を押すと元の画面サイズに戻ります

ハードディスクの空き容量が少なく表示される

ハードディスクの一部の領域に、再セットアップに必要なデータが格納
されているためです

購入時には、ハードディスクの一部の領域に再セットアップに必要なデータ
が格納されているため、その分ハードディスクの空き容量が少なくなります。
再セットアップに必要なデータをCD-RまたはDVD-Rに書き出すことによ
り、その領域を使用できるようになります。

「再セットアップ用CD/DVD-ROM」について→PART3「再セットアップ」の「その他の
再セットアップ」（p.59）

その他



再セットアップ

パソコンのシステムを購入時と同じ状態に戻したい
ときや、Cドライブの容量を変更したいときは、パソ
コンを再セットアップしてください。再セットアッ
プは、手順をよく確認してから行ってください。

P A R T

3
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再セットアップする前に

再セットアップとは

再セットアップとは、お使いのパソコンのシステムをもう一度買ったときと同じ状
態（購入時と同じ状態）に戻す作業のことです。
購入時、このパソコンの内蔵ハードディスクには「再セットアップ領域（これ以降
『NEC Recovery System』と呼びます）」があり、この領域に格納されている再セッ
トアップ用データを使って再セットアップを行います。

再セットアップすると、再セットアップの種類によっては購入後に保存したファイ
ルはすべて消えてしまいます。時間もかかる作業なので、必要かどうか確認のうえ、
再セットアップを行ってください。

『NEC Recovery System』（NEC-RESTOREドライブと表示されるドライ
ブ）に対してファイルシステムの変更やダイナミックディスクの設定を行う
と、再セットアップができなくなります。この領域は購入時の状態から変更し
たり削除したりしないでください。

こんなときは再セットアップ

次のようなときは、パソコンの再セットアップが必要です。

Cドライブ�

ハードディスクの領域�

Dドライブ� NEC Recovery System�
（再セットアップ領域）�

購入時と同じ内容� 再セットアップ用データ�

再セットアップする前に

●パソコンのシステムを購入時
の状態に戻したい

●Cドライブだけ購入時と同じ状
態に戻したい

標準再セットアップ
（Cドライブのみ再セットアップ）

●Cドライブの容量を変更したい
●ハードディスクの領域をすべ
てCドライブに使いたい

Cドライブの領域を自由に作成し
て再セットアップ
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再セットアップする前に

トラブルが解決できなかった場合、最後の手段として再セットアップを行ってく
ださい。なお、再セットアップをする前にPART1の「こんなことも試してみよう」
（p.7）の内容を試してください。また、トラブル解決を試みていない方は、「トラブ
ル解決への道」（表紙裏）をご覧になったうえで再セットアップを行ってください。

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類があります。

●標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
Cドライブ以外の領域にあるデータを削除せずに、Cドライブのみ再セットアップし
ます。Cドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップを取ってお
いてください。
（実用例）
・トラブルが解決できなくなったため、パソコンのシステムを購入時の状態に戻したい
・Dドライブ（またはCドライブ以外の領域）に必要なデータを移動し、Cドライブだ
け購入時の状態に戻したい

●Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ
Cドライブのサイズを最小10Gバイトから最大お使いの内蔵ハードディスク容量
（『NEC Recovery System』を除く）まで1Gバイト単位で設定して再セットアッ
プします。また、残った領域は、Dドライブとして作成されます。
内蔵ハードディスクのデータはすべて削除されるので大切なデータはバックアップ
を取っておいてください。Dドライブにあるソフトチョイス対応アプリケーションの
セットアップファイルをバックアップするには、「再セットアップディスク作成ツー
ル」が便利です。詳しくはこの後の「1. 再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成す
る」（p.61）をご覧ください。
（実用例）
・Cドライブのサイズを20Gバイトに設定して、パソコンを使用したい
・内蔵ハードディスクの領域をCドライブだけにして、パソコンを使用したい

そのほかに、『NEC Recovery System』をDVD-RディスクまたはCD-Rディ
スクに書き出した「再セットアップ用CD/DVD-ROM」からの再セットアップ方
法もあります。詳しくは、「その他の再セットアップ」（p.59）をご覧ください。
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再セットアップの準備をする

操作の流れ

再セットアップの前に、次の手順で準備をしてください。

1．データのバックアップをとる
2．パソコンの使用環境の設定を控える
3．必要なものをそろえる
4．本体の準備をする

1．データのバックアップをとる

再セットアップで元に戻せるデータは、Windows XP（OS本体）と購入時にインス
トールされているソフトだけです。
再セットアップを行うと「失われるデータ」と「元に戻せるデータ」には、次のような
ものがあります。

・再セットアップの種類によっては内蔵ハードディスクに保存されたデータ
は消えてしまいます。大切なデータは必ず記憶媒体（メディア）にバック
アップしておいてください。

・マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でログオンし、
データのバックアップを行ってください。

・ユーザー名が再セットアップ後と異なる場合、バックアップしたデータが
復元できない場合があります。再セットアップする前にユーザー名を控え
てください。

再セットアップの準備をする

データの一例

・ワープロの文章

・入力した伝票のデータ

・購入後にインストールしたソフト※

・送受信したメール

・メールのアドレス帳

・インターネットの設定

・Windows XP（OS）

・購入時にインストールされているソフト

※インストールに必要なCD-ROMなどをお持ちの場合には、再セットアップ完了後にもう一度
インストールすれば使えるようになります。

再セットアップを行うと
失われるデータ

再セットアップを行うと
元に戻せるデータ
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このパソコンには、データのバックアップと復元に便利な「バックアップ-NX」とい
うソフトがあります。「バックアップ-NX」を使うと、このパソコンに添付されている
ソフトで作成したデータや、インターネット設定のバックアップが簡単に行えます。
また、購入してインストールしたソフトで作成したデータのバックアップを取るこ
ともできます。

バックアップ-NXについて→ 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」

2．パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップすると、インターネットなどの設定は、すべて初期値に戻ってしまい
ます。再セットアップ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定
を控えておいてください。

インターネットの設定を控える

インターネットやメールを使用している場合、以下の設定については再セットアッ
プ後に、もう一度設定しなおす必要があります。再セットアップの前に以下の内容を
控えておいてください。

・ユーザーID
・パスワード（正式パスワードまたは仮パスワード）
・電子メールアドレス
・メールパスワード
・プライマリDNS
・セカンダリDNS
・インターネットメールサーバ
・ニュースサーバ
・アクセスポイントの電話番号

再セットアップすると、「お気に入り」に登録したURLは消えてしまいます。
また、受信したメールは標準でCドライブに保存されているためメールデータも消え
てしまいます。これらのデータを取っておく場合は、URLファイルやメールデータの
バックアップをしておいてください。

・「バックアップ-NX」を使うと、インターネットに関する情報のバックアッ
プをとることができます。詳しくは 「ぱそガイド」-「アプリケーションの
紹介と説明」-「50音別目次」をご覧ください。

・BIGLOBEに入会していて、会員証があるときは、会員証を用意してくださ
い。インターネットの接続に必要な情報のうち、アクセスポイント以外の情
報は会員証に記載されています。

再セットアップの準備をする
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BIOSセットアップユーティリティの設定を控える

BIOSセットアップユーティリティを起動して、現在の設定を控えてください。

3．必要なものをそろえる

再セットアップの作業に入る前に、このパソコンに添付されている次のマニュアル
を準備してください。

・『パソコン機能ガイド』
・「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROM（Office 2003モデ
ルのみ）

・「Microsoft® Office Home Style＋」 CD-ROM（Office 2003モデルのみ）

パソコン購入後に自分でインストールしたソフトを、再セットアップ後にも使
うときは、そのソフトのインストールが必要です。使うソフトのマニュアルを
ご覧になり、インストールに必要なものを準備してください。

4．本体の準備をする

ワイヤレススイッチをオフにする

トリプルワイヤレスLANまたは2.4GHzワイヤレスLANが内蔵されているモデルを
お使いの方で、ワイヤレススイッチがオンになっている場合はオフにしてください。

BIOSの設定を初期値に戻す

・BIOSの設定を初期値に戻しても、パスワードの設定は変更されません。

・PCカードをセットしている場合は、取り外してから次の操作を行ってくだ
さい。

1 パソコンの電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す
BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
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BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、電源を入れなおし
て、【F2】を押す間隔を変えてください。

2【F9】を押す
「デフォルト値をロードしますか？」と表示されます。

3「はい」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

4【F10】を押す
「設定の変更を保存して終了しますか？」と表示されます。

5「はい」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
これでBIOSの設定が初期値に戻りました。

パソコンの電源を切る

スタンバイ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。

周辺機器をすべて取り外す

すべての周辺機器を取り外し、購入時と同じ状態にしてください。

ACアダプタを接続する

バッテリ駆動では再セットアップはできません。必ずACアダプタを接続しておいて
ください。

再セットアップの準備をする
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再セットアップ時の注意

再セットアップ中に警告音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、このマニュアルに記載の手順を必ず守ってください。
手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。また、画面
で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作すると、正しく再セットアップ
できないことがあります。

再セットアップは途中でやめない

いったん再セットアップをはじめたら、再セットアップの作業を絶対に中断しない
でください。作業を中断すると故障の原因となります。必ず最後まで通して行ってく
ださい。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セット
アップされていない可能性があるので、再セットアップを最初からやりなおしてく
ださい。
再セットアップ中、オートパワーオフは無効となります。

再セットアップ後にソフトをインストールしなおす

パソコンの購入後にCドライブにインストールしたソフトは、再セットアップすると
消去されます。
また、Cドライブ以外のハードディスクにインストールしたソフトが標準再セット
アップ後に残っていてもうまく動作しなくなる場合があります。
これらのソフトは、再セットアップ後にインストールしなおしてください。



45

PPPPP
AAAAA
RRRRR
TTTTT

3
再
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。

1．システムを再セットアップする
2．Windowsの設定をする
3．Office Personal 2003を再セットアップする（Office 2003モデルのみ）
4．各種の設定をする

再セットアップをはじめたら、必ず手順通り最後まで行ってください。再セットアッ
プにかかる時間はモデルによって異なります。
再セットアップ中に表示される画面で確認してください。

1．システムを再セットアップする

1 パソコンの電源を入れる

2「NEC」のロゴが表示されたら、「再セットアップとは」と表示されるまで
【F11】を数回押す

【F11】を押すタイミングによっては、「再セットアップとは」の画面は表示され
ません。画面が表示されなかった場合は、いったん電源を入れなおし、【F11】を
押すタイミングを変えてください。

3「再セットアップとは」と表示されたら、【Enter】を押す

4「準備するもの」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「次へ」を選択し、【Enter】
を押す

5「再セットアップを始める前に」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「次へ」を
選択し、【Enter】を押す

6「再セットアップの種類を選択する」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「Cド
ライブのみ再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す
「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択すると、Cドライブの
領域サイズを変更することができます。詳しくは、「Cドライブの領域を自由に作
成して再セットアップ」（p.56）をご覧ください。

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）



46 標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。「Cドライブのみ
再セットアップ」の画面でご確認ください。

7「Cドライブのみ再セットアップ」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「再セッ
トアップを開始する」を選択し、【Enter】を押す
再セットアップがはじまります。
終了するとパソコンを再起動するようメッセージが表示されます。

再セットアップがはじまったら、画面から指示がない限り、パソコン本体の電
源スイッチを押さないでください。再セットアップ中に数回ビープ音（ピーと
いう音）が鳴ることがありますが、これは再セットアップの処理が正しく進ん
でいることを示すもので、故障ではありません。

8 パソコンを再起動するようメッセージが表示されたら、【Enter】を押す
何度かパソコンが再起動します。
しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

・パソコンの処理が行われる間は、画面に が表示されたり、ハードディスク
アクセスランプ（ ）が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。

・「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されなかった場合は、シス
テムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおし
てください。
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2．Windowsの設定をする

次の画面が表示されたら次の手順でWindowsの設定をしてください。

キー操作の必要な画面では長時間放置しないでください。

1「次へ」をクリックする
「使用許諾契約」と表示されます。

2「使用許諾契約」の内容を確認する
（スクロールボタン）をクリックすると続きを読むことができます。

3「同意します」の をクリックして にし、「次へ」をクリックする
「コンピュータに名前を付けてください」と表示されます。

・「同意しません」をクリックすると、Windowsを使うことはできません。

・コンピュータ名はセットアップ後に変更できます。ここでコンピュータ名
を入力する場合は、半角英数字を使ってください。

再セットアップ後のコンピュータ名の変更方法→Windowsのヘルプ

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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4「次へ」をクリックする
このあと、お使いのモデルによって手順が異なります。

・Windows XP Home Editionモデルの場合
手順9に進んでください。

・Windows XP Professionalモデルの場合
「管理者パスワードを設定してください」と表示されます。
手順5に進んでください。

5「管理者パスワード」欄に管理者パスワードを入力する
入力したパスワードは「●」で表示されます。

・パスワードは、忘れないようにしてください。また、パスワードには大文字
／小文字の区別があります。

・ここで入力したパスワードは、セットアップが完了した後で変更すること
ができます。

再セットアップ後のパスワードの変更方法→Windowsのヘルプ

6「パスワードの確認入力」欄に手順5で入力したパスワードと同じパスワード
を入力する

7「次へ」をクリックする

8「このコンピュータをドメインに参加させますか?」と表示された場合は、「い
いえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」が になっている
ことを確認して「次へ」をクリックする

9「インターネットに接続する方法を指定してください。」または「インターネッ
ト接続が選択されませんでした」と表示された場合は、「省略」をクリックする

インターネットの接続はセットアップ後に行ってください。

10「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」と表示された場合は、
「いいえ、今回はユーザー登録しません」の をクリックして にし、「次へ」
をクリックする

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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11「今すぐインターネット アクセスのセットアップを行いますか?」と表示さ
れた場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」の をクリッ
クして にし、「次へ」をクリックする
「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。

12 ユーザー名を「ユーザー1」に半角英数字で入力する
「ユーザー1」のみ入力してください。ユーザー2～5はセットアップ後に設定して
ください。

再セットアップ後のユーザー名の設定方法→Windowsのヘルプ

「データのバックアップをとる」でユーザー名を控えた場合は控えたユーザー
名を入力してください。

13「次へ」をクリックする
「設定が完了しました」と表示されます。

14「完了」をクリックする
しばらくすると「パソコンの診断が終了しました。」の画面が表示されます。

パソコンの処理が行われる間は、画面に が表示されたり、ハードディスクア
クセスランプ（ ）が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。

15「次へ」をクリックする
LaVie F以外の場合は、「121ポップリンクの設定」が表示されます。
手順19に進んでください。
LaVie Fの場合は、「家族みんなで、上手にパソコンを共有しよう！」が表示されま
す。
そのまま手順16に進んでください。

ここでは、例として1人のユーザーを登録する方法について説明します。

16「1人」の左が になっていることを確認して、「次へ」をクリックする
「ユーザの一括登録」と表示されます。

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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この画面に表示されているユーザーが、「ファミリー環境設定ツール」の管理者
となります。

17「ファミリーボタン」欄に が表示されていることと、「ユーザ名」欄に手順12
で登録したユーザー名が表示されていることを確認して「登録完了」をクリッ
クする
「ユーザ環境の設定」と表示されます。

18 登録した内容を確認して「終了」をクリックする
「121ポップリンクの設定」と表示されます。

19「利用する」が になっていることを確認して「次へ」をクリックする
「設定が完了しました。」と表示されます。

20「完了」をクリックする
Windowsが再起動します。
デスクトップ画面が表示されるまで何も操作せずにしばらくお待ちください。

これ以降は、ご使用のモデルにより手順が異なります。
・Office 2003モデル→「3．Office Personal 2003を再セットアップする
（Office 2003モデルのみ）」（p.51）を行ってから「4．各種の設定をする」（p.54）
へ

・上記以外のモデル→「4．各種の設定をする」（p.54）へ

なお、お客様登録が不要な場合に、「NECオンラインお客様登録」アイコンを削除
するには、次の「「NECオンラインお客様登録」アイコンを削除する」の手順を行っ
てください。

「NECオンラインお客様登録」アイコンを削除する

次の操作を行ったあとに再度アイコンを表示するには、再セットアップを行う
必要があります。

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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1 デスクトップ画面の「NECオンラインお客様登録」アイコンまたは、「スター
ト」－「すべてのプログラム」－「アプリケーション」－「NECオンラインお客
様登録」をクリックする
「NECオンラインお客様登録」が表示されます。

2「本製品のお客様登録を他の方法（インターネット、FAX等）でお済みの方」の
をクリックして にし、「次へ」をクリックする

削除を確認するメッセージが表示されます。

3「完了」をクリックする

3．Office Personal 2003を再セットアップする（Office 2003モデルのみ）

ここでの作業は、Office 2003モデルにのみ必要な作業です。

「Office Personal 2003」を再セットアップする

1「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROMをCD/DVDド
ライブにセットする
自動的にセットアッププログラムが起動して、しばらくすると「Microsoft Office
2003 セットアップ」の画面が表示されます（表示されない場合は、「スタート」-「マ
イ コンピュータ」をクリックし、「CD-ROM」アイコンをダブルクリックしてくだ
さい）。

2「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックする
「プロダクトキー」は、Office Personal 2003のCD-ROMケースの裏側のシー
ルに記載されています。

3「ユーザー情報（ユーザー名など）」を入力する
ユーザー名やその他の項目は省略できます。

4「次へ」をクリックする
「インストールの種類」と表示されます。

5「インストールの種類を選択してください」欄から「カスタム インストール」
の をクリックして にし、「次へ」をクリックする
インストール先を変更する場合は「参照」をクリックし、インストール先を選び、
「OK」をクリックしてください。
「カスタム セットアップ」と表示されます。

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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6「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」の をク
リックして にし、「次へ」をクリックする
「詳細なカスタマイズ」と表示されます。

7  （Microsoft Office）をクリックし、表示されるメニューから「マイコ
ンピュータからすべて実行」をクリックする
灰色で表示されたアイコンがないことを確認してください。

8「Microsoft Office Excel」の左の をクリックして、「読み上げ」の  を
クリックし、表示されるメニューから「インストールしない」をクリックする
実行すると、  （読み上げ）が  に変わります。

9「Office 共有機能」-「入力システムの拡張」-「音声」の をクリックし、表
示されるメニューから「インストールしない」をクリックする
実行すると、  （音声）が  に変わります。

10「次へ」をクリックする
「ファイルの概要」と表示されます。

11「完了」をクリックする
ファイルのコピーがはじまり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。

12 再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックする
Windowsが再起動します。

13「Microsoft Office 2003 セットアップが正常に完了しました。」と表示さ
れた場合は「完了」をクリックする

「Web サイトで更新および追加ダウンロードをチェックする」の を にし
ないでください。再セットアップ終了後「Office Personal 2003」のソフト
（Word 2003やExcel 2003など）を起動し、「ヘルプ」メニューの「更新の
チェック」を実行してください。

14 CD/DVDドライブから「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-
ROMを取り出す

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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 「Microsoft® Office Home Style+」を再セットアップする

1「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROMをCD/DVDドライブにセッ
トする
「Microsoft Office Home Style+ セットアップへようこそ」と表示されます
（表示されない場合は、「スタート」-「マイ コンピュータ」をクリックし、CD-ROM
のアイコンをダブルクリックしてください）。

2「次へ」をクリックする
「使用許諾契約書」と表示されます。

3 内容を確認して、「「使用許諾契約書」の条項に同意します」の をクリックし
て にし、「次へ」をクリックする
「セットアップ先のフォルダ」と表示されます。

4「次へ」をクリックする
「インストールタイプの選択」と表示されます。

5「標準」が になっていることを確認して「次へ」をクリックする
「インストールの開始」と表示されます。

6「次へ」をクリックする
インストールがはじまります。

7「Microsoft Office Home Style+のインストールが正常に終了しました。」
と表示されたら「OK」をクリックする

「Microsoft .NET Framework 1.1パッケージをインストールしますか？」

と表示された場合は「いいえ」をクリックしてください。

8 CD/DVDドライブから「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROMを取
り出す
これでOffice Personal 2003を使う準備ができました。

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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「Office Personal 2003」を再セットアップしたあと、「Office Personal
2003」のソフト（Word 2003やExcel 2003など）を最初に起動したとき
に、「Microsoft Office 2003 ライセンス認証ウィザード」が表示されます。
この場合は、「Office Personal 2003」に添付の『Microsoft® Office Per-
sonal Edition 2003スタートガイド』をご覧になり、ライセンス認証を行っ
てください。

4．各種の設定をする

機器を取り付けて設定する

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元どおりに取り付け、機器の設定をして
ください。

周辺機器を設定する→『パソコン機能ガイド』の「PART2 パソコンにつなぐ」

パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容は、すべて購入時の状態に戻っています。インターネットや
メール、BIOSなどのパソコンの設定を、お使いの環境に合わせて設定しなおしてく
ださい。
なお、再セットアップを行う前に「バックアップ-NX」を使ってデータのバックアッ
プを行った場合は、データを復元してください。

バックアップ-NXについて→ 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」

・再セットアップ前にユーザパスワードやスーパバイザパスワードが設定さ
れていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しな
おす必要はありません。

・プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそ
のまま使うことができます。新たにサインアップをやりなおす必要はあり
ません。

標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）
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標準再セットアップ（Cドライブのみ再セットアップ）

ソフトをインストールしなおす

パソコンの購入後にCドライブにインストールしたソフトは、削除されています。ソ
フトのマニュアルや 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「アプリケー
ションの追加と削除」をご覧になり、再度インストールを行ってください。

再セットアップ後にCドライブ以外のハードディスクに残っているソフトが
正常に動作しなくなった場合は、再度ソフトをインストールしなおしてくださ
い。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップできない場合は…
巻末の「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、
『121ware ガイドブック』に記載のNEC121コンタクトセンターにお問い合せく
ださい。
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Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

・初心者の方や、ハードディスクの知識があまりない方は、この方法での再
セットアップを行わないでください。

・この方法で再セットアップを行うと、Dドライブにある「ソフトチョイス用
アプリケーションのセットアップファイル」が削除されます。セットアップ
を行う前に、必ずソフトチョイス用アプリケーションCD-ROMまたは
DVD-ROMを作成してください。作成方法は、この後の「1.再セットアップ
用CD/DVD-ROMを作成する」（p.61）をご覧ください。

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。

1．システムを再セットアップする
2．Windowsの設定をする
3．Office Personal 2003を再セットアップする（Office 2003モデルのみ）
4．各種の設定をする

再セットアップをはじめたら、必ず手順通り最後まで行ってください。再セットアッ
プにかかる時間はモデルによって異なります。
再セットアップ中に表示される画面で確認してください。

1．システムを再セットアップする

1 パソコンの電源を入れる

2「NEC」のロゴが表示されたら、「再セットアップとは」と表示されるまで
【F11】を数回押す

【F11】を押すタイミングによっては、「再セットアップとは」の画面は表示され
ません。画面が表示されなかった場合は、いったん電源を入れなおし、【F11】を
押すタイミングを変えてください。

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ
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Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

3「再セットアップとは」と表示されたら、【Enter】を押す

4「準備するもの」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「次へ」を選択し、【Enter】
を押す

5「再セットアップを始める前に」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「次へ」を
選択し、【Enter】を押す

6「再セットアップの種類を選択する」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「Cド
ライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。「Cドライブの領
域を自由に作成して再セットアップ」の画面でご確認ください。

7「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」と表示されたら、
【↑】【↓】を押して「再セットアップ開始」を選択し、【Enter】を押す
Cドライブのサイズを入力する画面が表示されます。

8 Cドライブのサイズを入力し、【Enter】を押す
確認するメッセージが表示されます。

9【F8】を押す
再セットアップがはじまります。
終了すると、パソコンを再起動するようメッセージが表示されます。

再セットアップがはじまったら、画面から指示がない限り、パソコン本体の電
源スイッチを押さないでください。再セットアップ中に数回ビープ音（ピーと
いう音）が鳴ることがありますが、これは再セットアップの処理が正しく進ん
でいることを示すもので、故障ではありません。

10【Enter】を押す
何度かパソコンが再起動します。
しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。
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・パソコンの処理が行われる間は、画面に が表示されたり、ハードディスク
アクセスランプ（ ）が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。

・「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されなかった場合は、シス
テムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおし
てください。

2．Windowsの設定をする

p.47の手順にしたがって、Windowsの設定をしてください。

3．Office Personal 2003を再セットアップする（Office 2003モデルのみ）

Office 2003モデルをお使いの場合は、p.51の手順にしたがってアプリケーショ
ンを再セットアップしてください。

4．各種の設定をする

p.54の手順にしたがって各種の設定をしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップできない場合は…
巻末の「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、
『121ware ガイドブック』に記載のNEC121コンタクトセンターにお問い合せく
ださい。

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ
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その他の再セットアップ

その他の再セットアップ
『NEC Recovery System』を使って再セットアップする「標準再セットアップ」、
「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」のほかに、次の再セットアップ
用CD/DVD-ROMからの再セットアップがあります。

01 再セットアップ用CD/DVD-ROMからの再セットアップとは

購入時、内蔵ハードディスクにある『NEC Recovery System』の内容をDVD-R
ディスクまたはCD-Rディスクに書き出し、作成したCD/DVD（これを「再セット
アップ用CD/DVD-ROM」と呼びます）を使って再セットアップします。

Cドライブ�

Cドライブ�

ハードディスクの領域�

Dドライブ� NEC Recovery System�
（再セットアップ領域）�

再セットアップ用データ�

購入時と同じ内容�

DVD-Rディスクまたは�
CD-Rディスク�

再セットアップ用CD/DVD-ROM（DVD-Rディスク�
またはCD-Rディスクに保存されている再セット�
アップ用データ）を使って再セットアップ�

＜購入時の状態＞�

＜再セットアップ後の状態＞�
（ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップする場合）��

再セットアップ用
データをDVD-R
ディスクまたは
CD-Rディスクに
移す�

ハードディスクの領域�

ソフトチョイス対応�
アプリケーションのセット
アップファイル�

この再セットアップは、『NEC Recovery System』を使って再セットアップする
のと同じように、パソコンのシステムを購入時と同じ状態に戻すことや、Cドライブ
の容量を変更することができます。ただし、一度「再セットアップ用CD/DVD-ROM」
から再セットアップを行うと、『NEC Recovery System』を使って再セットアッ
プすることができなくなります。再セットアップする場合は、『NEC Recovery
System』を使って再セットアップする「標準再セットアップ」、「Cドライブの領域を
自由に作成して再セットアップ」をおすすめします。
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・再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成するのに必要なCD-Rディスクま
たはDVD-Rディスクの数はお使いのモデルによって異なります。「1.再
セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」で表示される画面で確認でき
ます。

・作成には、CD1枚につき最大約30分、DVD1枚につき最大約100分かかり
ます（お使いのモデルや書き込み速度等によって異なります）。

・「再セットアップ用CD/DVD-ROM」の販売も行っています。お買い求めの
際は「PC98-NXシリーズ　メディアオーダーセンター」のホームページを
ご覧ください。

�ホームページ：http://nx-media.ssnet.co.jp

再セットアップの種類

再セットアップには次の3種類があります。

●Cドライブのみ再セットアップ
Cドライブ以外の領域にあるデータを削除せずに、Cドライブのみ再セットアップし
ます。Cドライブのデータは削除されるので大切なデータはバックアップを取ってお
いてください。

（実用例）
Dドライブ（またはCドライブ以外の領域）に必要なデータを移動し、Cドライブだけ
購入時の状態に戻したい

●ハードディスクの全領域を1つにして再セットアップ
お使いの内蔵ハードディスクをすべてCドライブにして、再セットアップします。こ
の方法で再セットアップをすると、ご購入時にハードディスクに保存されていた「再
セットアップ用データ」も削除されるため、以降はハードディスクからの通常の再
セットアップは行えなくなります。また、「ソフトチョイス対応アプリケーションの
セットアップファイル」も削除されます。作成した「再セットアップ用CD/DVD-
ROM」および「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROM」を紛失したり、
破損したりすることのないように注意して保管してください。

この再セットアップをすると、『NEC Recovery System』を使って再セット
アップすることができなくなります。

（実用例）
内蔵ハードディスクの領域をCドライブだけで、パソコンを使用したい

その他の再セットアップ
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●Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ
Cドライブのサイズを最小10Gバイトから最大お使いの内蔵ハードディスクの容量
まで、1Gバイト単位で設定して再セットアップします。また、残った領域は、Dドラ
イブとして作成されます。この方法で再セットアップをすると、ご購入時にハード
ディスクに保存されていた「再セットアップ用データ」も削除されるため、以降はハー
ドディスクからの通常の再セットアップは行えなくなります。また、「ソフトチョイ
ス対応アプリケーションのセットアップファイル」も削除されます。作成した「再セッ
トアップ用CD/DVD-ROM」および「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-
ROM」を紛失したり、破損したりすることのないように注意して保管してください。

この再セットアップをすると、『NEC Recovery System』を使って再セット
アップすることができなくなります。

（実用例）
Cドライブのサイズを20Gバイトに設定して、パソコンを使用したい

操作の流れ

再セットアップは次の手順で行います。
システムの再セットアップ以降は、始めたら必ず手順通り最後まで行ってください。

1．再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する
2．再セットアップの準備をする
3．システムを再セットアップする
4．Windowsの設定をする
5．Office Personal 2003を再セットアップする（Office 2003モデルのみ）
6．各種の設定をする

1．再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する

『NEC Recovery System』の内容をDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに書き
出し、「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を作成します。

その他の再セットアップ
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CD/DVD作成時の注意

◎CD/DVDの作成は、管理者権限をもつユーザーのみ行えます。

◎CD/DVDの作成は、「RecordNow DX」というソフトがインストールされている
必要があります。
「RecordNow DX」は、購入時にパソコンにインストールされていますが、削除し
ている場合は、再度インストールしてください。

RecordNow DXを追加する→ 「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「アプリケー
ションの追加と削除」

◎DVD-Rディスクへの書き込みは、DVD-RAM/R/RWモデルまたはDVD/R/RW
モデルのみできます。

◎DVD-Rディスクは4.7Gバイト、CD-Rディスクは700Mバイトまたは650Mバ
イトのものを用意してください。DVD-RディスクまたはCD-Rディスク以外では
CD/DVDの作成はできません。

◎Cドライブの空き容量が、DVD-Rディスクで作成する場合は4.5Gバイト、CD-Rディ
スクで作成する場合は800Mバイト以下のとき、CD/DVDの作成はできません。

◎バッテリ駆動時には、CD/DVDの作成はできません。

◎書き込みエラーを防ぐため、CD/DVDの作成前に以下の操作を行ってください。
　・ スクリーンセーバーが起動しないように設定する
　・ 自動的にスタンバイ状態／休止状態にならないように設定する
　・ 起動中のソフトをすべて終了する
　・ 常駐プログラムをすべて終了する
　・ ACアダプタを接続する

スタンバイ状態／休止状態について→『パソコン機能ガイド』PART1の「省電力機能」

◎パソコンに振動や衝撃を与えないでください。振動や衝撃は書き込みエラーの原
因になります。

◎以下の操作を行うと、CD/DVDの作成に必要なデータも削除されるため、以降は
CD/DVDの作成はできません。
・ 作成したCD/DVDを使用して、「ハードディスクの全領域を1つにして再セッ
トアップする」または「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップす
る」を行ったとき

　・ 『NEC Recovery System』を手動で削除する
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その他の再セットアップ

CD/DVDの作成（書き出し）をする

手順2の画面で「再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」を選択した場
合と「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を選択
した場合では、手順4以降が共通になります。先に「ソフトチョイス用アプリ
ケーションCD/DVD-ROMを作成する」を選択することもできます。

1 用意したCD-RディスクまたはDVD-RディスクをCD/DVDドライブにセッ
トする
「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示された場合は、「何もしな
い」をクリックし、「常に選択した動作を行う。」の をクリックして にし、
「OK」をクリックします。

2「スタート」-「すべてのプログラム」-「アプリケーション」-「再セットアップ
ディスク作成ツール」をクリックする
「再セットアップディスク作成ツール」の画面が表示されます。

次の場合は、「再セットアップディスク作成ツール」画面に「ソフトチョイス用
アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」および「ソフトチョイス用アプ
リケーションのセットアップファイルを削除する」は表示されません。

・ソフトチョイス用アプリケーションなしモデルの場合

・ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除した場合

また、「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除す
る」は、次の場合も表示されません。

・ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成していない場合
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3「再セットアップ用CD/DVD-ROMを作成する」が になっていることを確
認して、「次へ」をクリックする
次の画面が表示されます。

CD/DVDの作成に必要なDVD-RディスクやCD-Rディスクの数は、この画面
で確認できます。

4 使用するディスクの種類を選択して、「次へ」をクリックする

DVD-Rディスクは、DVD-RAM/R/RWモデルまたはDVD-R/RWモデルの場
合のみ選択できます。

5 作成開始ディスク、書き込み速度を選択して、「次へ」をクリックする

・用意したDVD-RディスクまたはCD-Rディスクに対応した速度を選択して
ください。

・書き込みに失敗した場合は、速度を落としてから作成してください。このと
き、2枚目以降の書き込みに失敗したときなど、途中から作成する場合は「作
成開始ディスク」から作成を開始するディスクを選んでください。

6 ディスクをセットして、「作成開始」をクリックする
CD/DVDの作成がはじまります。

その他の再セットアップ
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作成が終了するとディスクトレイが自動的に開き、次の画面が表示されます。

7「OK」をクリックする
ディスクを取り出し、次のディスクをセットします。最後のディスク作成まで同様
の作業を繰り返してください。

これで再セットアップ用CD/DVD-ROMの作成（書き出し）は終了です。

・作成したCD/DVDは、CDに何枚目かわかるように記入しておいてくださ
い。

・作成したCD/DVDは、紛失したり破損したりすることのないように注意し
て保管してください。

・ハードディスクの全領域をすべてCドライブにして再セットアップを行う場合
やCドライブの領域を自由に作成して再セットアップする場合は、Dドライブ
にある「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイル」も削除さ
れます。削除後は、１度も実行していないアプリケーションは利用できなくなり
ます。必ず「ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」で
ソフトチョイス用アプリケーションCD-ROMまたはDVD-ROMを作成してく
ださい。

・「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を作成した後、必ず「ソフトチョイス用ア
プリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を行ってください。
ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMは、「1. 再セットアップ用
CD/DVD-ROMを作成する」の手順2までを行い、手順3で「ソフトチョイス用
アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」を にして「次へ」をクリック
することで作成できます。
ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMは、ソフトチョイスサービ
スに対応したアプリケーションをソフトナビゲーターからインストールすると
きに使用します。

・Dドライブにある「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイ
ル」を削除すると、ソフトナビゲーターからアプリケーションを起動する際に
メッセージがでる場合があります。メッセージにしたがって、「ソフトチョイス
用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成する」で作成したソフトチョイス用
アプリケーションCD-ROMまたはDVD-ROMを使用してください。

その他の再セットアップ
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ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する

ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成した後で、ソフトチョイ
ス用アプリケーションのセットアップファイルを削除すると、Dドライブの空き容量
を増やすことができます。

1「スタート」-「すべてのプログラム」-「アプリケーション」-「再セットアップ
ディスク作成ツール」をクリックする
「再セットアップディスク作成ツール」の画面が表示されます。

次の場合は、「再セットアップディスク作成ツール」画面に「ソフトチョイス用
アプリケーションのセットアップファイルを削除する」は表示されません。

・ソフトチョイス用アプリケーションなしモデルの場合

・ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除した場合

・ソフトチョイス用アプリケーションCD/DVD-ROMを作成していない場合

2「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する」の
をクリックして にし、「次へ」をクリックする

「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除」の画面が表
示されます。

3「削除を実行」をクリックする
「確認」画面が表示されます。

4「本当に削除しますか？」と表示されるので、「はい」をクリックする
ソフトチョイス用アプリケーションの削除がはじまります。しばらくすると、次の
画面が表示されます。

5「OK」をクリックする

これでソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルの削除は終了で
す。

その他の再セットアップ
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2．再セットアップの準備をする

再セットアップの準備は、p.40の「再セットアップの準備をする」をご覧になり準備
してください。

この再セットアップでは、作成した「再セットアップ用CD/DVD-ROM」が必
要となります。

3．再セットアップ用CD/DVD-ROMを使って再セットアップする

1 パソコンの電源を入れる

2「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「再セットアップ用CD/DVD-ROM（1
枚目）」をCD/DVDドライブにセットする

・CD/DVDドライブを選択する画面が表示された場合は、お使いのCD/
DVDドライブを選択してください。

・「再セットアップ用CD/DVD-ROM（1枚目）」のセットが遅いと、この画面
が表示されません。この場合は、電源を切って手順1からやりなおしてくだ
さい。

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。実際の画面で確認
してください。

3「再セットアップとは」と表示されたら、【Enter】を押す

4「準備するもの」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「次へ」を選択し、【Enter】
を押す

5「再セットアップを始める前に」と表示されたら、【↑】【↓】を押して「次へ」を
選択し、【Enter】を押す
再セットアップの種類を選択する画面が表示されます。

6【↑】【↓】を押して再セットアップの方法を選択し、【Enter】を押す

その他の再セットアップ
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このあと、選択した再セットアップの方法で手順が異なります。
「Ｃドライブのみ再セットアップ」または「ハードディスクの全領域を1つにし
て再セットアップ」を選択した場合はそのまま次の手順へ
「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択した場合はp.69へ

「Ｃドライブのみ再セットアップ」または「ハードディスクの全領域を1つにし
て再セットアップ」を選択した場合

再セットアップの確認メッセージが表示されます。

7【↑】【↓】を押して「はい」を選択し、【Enter】を押す
再セットアップがはじまります。
最後の「再セットアップ用CD/DVD-ROM」のコピーが終了すると、パソコンが再
起動します。
Windowsの設定が完了するまでCD/DVDは取り出さないでください。

・途中で「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示
された場合は、画面の指示にしたがって入れ替えてください。

・CD/DVDをセットし、【Enter】を押した直後に「Error」と表示された場合
は、間違ったCD/DVDをセットしている可能性があります。【Enter】を押し
て正しいCD/DVDを入れなおし、画面にしたがってください。

・再セットアップ中、画面の指示以外でCD/DVDを取り出さないでくださ
い。取り出すと再セットアップは正常に行われません。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

・パソコンの処理が行われる間は、画面に が表示されたり、ハードディスク
アクセスランプ（ ）が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。

・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されなかった場合は、シス
テムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおし
てください。

このあと、「4．Windowsの設定をする」（p.70）へ進んでください。
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「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選択した場合

「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」画面が表示されます。

7【↑】【↓】を押して「再セットアップ開始」を選択し、【Enter】を押す
Cドライブのサイズを入力する画面が表示されます。

8 Cドライブのサイズを入力し【Enter】を押す
再セットアップの確認メッセージが表示されます。

9【F8】を押す
再セットアップが始まります。
最後の「再セットアップ用CD/DVD-ROM」のコピーが終了すると、パソコンが再
起動します。
Windowsの設定が完了するまで、CD/DVDは取り出さないでください。

・途中で「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を入れ替えるメッセージが表示
された場合は画面の指示にしたがって入れ替えてください。

・CD/DVDをセットし、【Enter】を押した直後に「Error」と表示された場合
は、間違ったCD/DVDをセットしている可能性があります。【Enter】を押し
て正しいCD/DVDを入れなおし、画面にしたがってください。

・再セットアップ中、画面の指示以外でCD/DVDを取り出さないでくださ
い。取り出すと再セットアップは正常に行われません。

しばらくすると、「Microsoft Windowsへようこそ」画面が表示されます。

・パソコンの処理が行われる間は、画面に が表示されたり、ハードディスク
アクセスランプ（ ）が点灯します。
この間は、キーを押したりクリックしないようにしてください。

・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されなかった場合は、シス
テムの再セットアップが正常に行われていません。はじめからやりなおし
てください。

その他の再セットアップ
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4．Windowsの設定をする

「2．Windowsの設定をする」（p.47）の操作をしてください。「Windowsの設定」が
完了した後に、「再セットアップ用CD/DVD-ROM」をCD/DVDドライブから取り出
してください。

「Windowsの設定をする」の作業が終了するまで、「再セットアップ用CD/
DVD-ROM」を取り出さないでください。「再セットアップ用CD/DVD-ROM」
を取り出すと正常に再セットアップが完了しません。

ー
5．Office Personal 2003を再セットアップする（Office 2003モデルのみ）

Office 2003モデルをお使いの場合は、p.51の手順にしたがってアプリケーショ
ンを再セットアップしてください。

ー
6．各種の設定をする

p.54の手順にしたがって設定をしてください。

再セットアップを何度やりなおしても、再セットアップが完了しない場合は…
巻末の「トラブルチェックシート」にトラブルの内容などの必要事項を記入し、
『121ware ガイドブック』に記載のNEC121コンタクトセンターにお問い合わせ
ください。
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パソコンのお手入れのしかたやアフターケアなどの
保守サービスについて説明しています。
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パソコンのお手入れ
パソコンは精密機械なので、日頃のお手入れが欠かせません。マウスやキーボードも、
こまめに清掃することで長く快適に使用できます。

日頃のお手入れのしかた

準備するもの

その他、こんなものもあると便利です。
・OA用クリーニングキット ・やわらかい歯ブラシ
・中性洗剤 ・掃除機、など

・OA機器用クリーニングキットも汚れをふきとるのに便利です。
OA機器用クリーニングキットについては、NEC121コンタクトセンター
へお問い合わせください。

・シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や揮発性の有機溶剤を含む化
学ぞうきんは、使わないでください。パソコン本体を傷めたり、故障の原因
になります。

NECのお問い合わせ先→『121wareガイドブック』

電源を切って、電源ケーブルを外す

お手入れの前には、かならず、パソコンの周辺機器やパソコンの電源を切ってください。
電源ケーブルはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめ
ると、感電することがあります。

軽い汚れのとき

乾いたきれいな布を
用意します

汚れがひどいとき

水かぬるま湯を含ませて、
よくしぼった布を用意します
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パソコンのお手入れ

・光センサーマウスには、ボールやローラーがないので、クリーニングの必要
はありません。

・マウスの形状は、お使いのモデルにより異なります。

清掃する

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでくださ
い。故障の原因となります。

NECのお問い合わせ先について→『121wareガイドブック』

パソコン本体
やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ま
せ、よくしぼってから、ふき取ってください。

液晶ディスプレイ
やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてくだ
さい。
化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。

キーボード
やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よ
くしぼってから、ふき取ってください。
キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機な
どで吸い出します。
ゴミが取れないときは、NEC121コンタクトセン
ターにお問い合わせください。

NXパッド
やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よ
くしぼってから、ふき取ってください。

電源コード／ACアダプタ
電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したま
まにすると、プラグにほこりがたまることがあります。
定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

マウス（添付モデルのみ）
やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ま
せ、よくしぼってから、ふき取ってください。

リモコン（AirTVセットモ
デルのみ）
やわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水かぬる
ま湯を布に含ませ、よくしぼっ
てから、ふき取ってください。
ボタンのすきまからゴミなどが
入ったときは、掃除機などで吸
い出します。ゴミが取れないと
きは、NEC121コンタクトセン
ターにお問い合わせください。

※パソコンのイラストはイメージ図です。
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アフターケアについて

保守サービスについて

保守サービスについては、NEC121コンタクトセンターへお問い合わせください。
詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。

121コンタクトセンターなどに本機の修理を依頼される際には、設定したパ
スワードは解除しておいてください。

消耗品／消耗部品について

本製品には、消耗品と消耗部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、
定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合
には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。

消耗品と消耗部品は次の通りです。

・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは添付のマニュ
アルの仕様一覧を参照ください。

・消耗部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で約5年です。
（ご使用になる頻度や条件により差が生じます。また、上記の目安時期前に交換が
必要となることがあります。）

・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品については
製造打切後6年です。

使用頻度や使用量により消耗の進行
が異なります。お客様ご自身で購入
し、交換していただくものです。保証
期間内であっても有償となります。

使用頻度や経過時間、使用環境によっ
て摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、
修理による再生ができなくなる部品で
す。本体の保証期間内であっても部品
代は有償となる場合があります。詳し
くは、121コンタクトセンターの故障
診断・修理受付窓口にご相談ください。

種類 種類の内容説明 該当品または部品（代表例）

フロッピーディスク媒体
CD-ROM媒体
DVD-ROM媒体
バッテリ
乾電池等

液晶ディスプレイ、ファン、ハードディ
スク、キーボード、マウス、CD/DVDド
ライブ、フロッピーディスクドライブ、
NXパッド

消耗品

消耗部品
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譲渡／廃棄について

譲渡／廃棄について

このパソコンを譲渡するには

本製品を第三者に譲渡する場合は、所定の条件にしたがってください。また、譲渡を
受ける場合は、所定の手続きにしたがって、「お客様登録」を行ってください。

譲渡するお客様へ

本製品を第三者に譲渡（売却）するときは、以下の条件を満たす必要があります。
①本機に添付されるすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと
②各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関
する条件を満たすこと

③譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除したあと、譲渡する
こと（このパソコンに添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧く
ださい）

・パソコン内のデータには個人的に作成した情報が多く含まれています。第
三者に情報が漏れないように譲渡の際には、これらの情報を削除すること
をおすすめします。

・ご登録されている製品を第三者に譲渡（売却）する場合は、121ware登録セ
ンター（TEL: 0120-469-121）までご連絡のうえ、必ず登録削除の手続
きをお願いいたします。

譲渡を受けたお客様へ

NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。
http://121ware.com/my/にアクセスし、「新規登録」でログインID（121コミュ
ニケーションID）を取得したあとに、保有商品情報の「新規・追加登録」で登録するこ
とができます。
あるいは、お客様登録に必要な以下の事項を記入し、官製ハガキまたは封書でお送り
ください。
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記載内容
①本体型名および保証書番号（本機背面または本機底部に記載の型名および製造番
号）

②中古購入されたお店の名称、購入日
③あなたの氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス

返送先
〒183-8501　東京都府中市日新町1-10（NEC府中事業場）

NEC 121ware登録センター係行

このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対象商品で
す。
PCリサイクルマークが銘板（パソコン本体の底面に型番や製造番号
が記載されているラベル）に表示されている、又は、PCリサイクル
マークのシールが貼り付けられている弊社製品は弊社が責任をもっ
て回収・再資源化いたします。
当該製品が『ご家庭』から排出された場合であって、弊社規約に基づく回収・再資源化
にご協力頂ける場合は、別途回収再資源化料金をご負担頂く必要はありません。
廃棄時の詳細については、NECのパーソナル商品総合情報サイト
「121ware.com」（URL：http://121ware.com/support/）をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NEC 121コンタクトセンター

廃棄のお問い合わせ 　受付時間：9:00～17:00(祝日は除く)　

 0120-977-121

電話番号はよくお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。
携帯電話、ＰＨＳなどフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へ
おかけください。

03-3768-2337（東京）（通話料お客様負担）

当該製品が『事業者』から排出される場合　（産業廃棄物として廃棄）
当社は資源有効利用促進法に基づき、積極的に当社の回収・リサイクルシステムにし
たがって資源の有効利用につとめています。
廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせ
ください。( URL：http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html )

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあ
ります。
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パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

パソコンを使っていくと、ハードディスクにお客様が作成、使用した重要なデータが
記録されていきます。
そのため、このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を
消去することが必要となります。ところが、ハードディスク内に書き込まれたデータ
を消去するというのは、実はそれほど簡単なことではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。
・データを「ごみ箱」に捨てる
・「削除」操作を行う
・「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
・ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
・再セットアップを行い、工場出荷状態に戻す

これらの操作を行うと、パソコン内部では、ハードディスク内に記録されたデータの
ファイル管理情報が変更され、データが見えなくなっているだけという状態になり
ます。
つまり、データは一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それ
らのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータはハードディス
ク内に残っているのです。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとる
ことが可能な場合があり、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内
の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータの流出トラブル
を回避するために、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において
消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまた
はサービス(共に有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気に
より物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除
することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触
する場合があります。詳しくは「このパソコンを譲渡するには」をご覧になり、十分な
確認を行ってください。

譲渡／廃棄について
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メモリカードの廃棄・譲渡時の内部メモリ上のデータ消去に関するご注意

メモリカードを使っていくと、メモリカードに、お客様が作成、使用したデータが記
録されていきます。
そのため、メモリカードを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内
容を消去するということが必要となります。ところが、メモリカードに書き込まれた
データを消去するのは、それほど簡単ではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。
・データを「ゴミ箱」に捨てる
・メモリーカードに対応した機器で「削除」操作を行う
・「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
・メモリーカードに対応した機器で初期化（フォーマット）する

これらの操作を行うと、メモリカードに記録されたデータのファイル管理情報が変
更され、データが見えなくなっているだけという状態になります。
つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それらのデー
タを呼び出す処理が出来なくなっただけで、本来のデータは残っているという状態
です。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとる
ことが可能な場合があり、悪意のある人によって、メモリカードの重要なデータが読
みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

お客様がメモリーカードの廃棄・譲渡等を行う際に、メモリーカードに記録された重
要なデータの流出トラブルを回避するために、メモリーカードに記録された全デー
タをお客様の責任において消去することが非常に重要です。データを消去するため
には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、メモリカードを
金槌などで物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、メモリーカードに記録されたソフトウェア（ＯＳ、アプリケーションソフトな
ど）を削除せずにメモリカードを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約
に抵触する場合があります。十分な確認を行ってください。

譲渡／廃棄について
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アプリケーションのサポート窓口一覧

アプリケーションのサポート窓口一覧
アプリケーションの製造各社のサポート窓口一覧です。下記のアプリケーションに
ついて質問・相談がある場合は、各々の窓口までお問い合わせください。

・年末、年始および各社の休業日は、サポートを休ませていただく場合があり
ます。

・お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

・お使いの機種によって、インストールまたは添付されているアプリケー
ションは異なります。

NECのパソコンやソフトウエア、周辺機器について→ 「ぱそガイド」-「NECのサービス＆サ
ポート」

アプリケーション名

Office Personal 2003（Office
2003モデル）
・Word 2003（Office 2003モデル）
・Excel 2003（Office 2003モデル）
・Outlook 2003（Office 2003モデル）
・Home Style+（Office 2003モデル）

エンカルタ総合大百科2003体験
版

サポート窓口

「Office Personal 2003」パッケージにあるマニュアルを
参照の上、マイクロソフト株式会社にお問い合わせくださ
い。
URL:http://support.microsoft.com/default.aspx?
LN=JA

（製品購入に関するご質問のみ）※技術サポートはご提供で
きません
マイクロソフト インフォメーション センター
Tel:東京03-5454-2300　大阪06-6347-9300
月～金曜日　午前9時30分～午後12時　午後1時～午後5
時30分（ただし祝祭日、指定休業日を除く）
体験版は、使用許諾契約にもございますとおりサポート対象
外となっておりますので、無償・有償問わず技術的なサポー
トは一切ご提供できかねますことを何卒ご了承下さいます
ようお願い申し上げます。
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BIGLOBEでインターネット
BIGLOBEインターネット無料体験
オンラインサービスのご紹介
　BIGLOBE チャレンジホーム
　ページ
　BIGLOBE IP電話
　BIGLOBE動画集
　BIGLOBEフォトサービス
　BIGLOBEトラベル
　BIGLOBE語学・資格
　ドラネット パル
　BIGLOBEゲーム
　BIGLOBEショッピング

@niftyでインターネット

AOL 7.0 for Windows

DIONサインアップ

・BIGLOBEカスタマーサポートインフォメーションデスク
サービス内容や事務手続きに関するお問い合わせ
BIGLOBEインフォメーションデスク
Tel:0120-86-0962（フリーダイヤル）
03-3947-0962（携帯・PHS・CATV電話の場合）
毎日　午前9時～午後10時

・BIGLOBEカスタマーサポートサポートデスク　24時間365日受付
操作方法や環境設定に関するお問い合わせ
Tel:0120-68-0962（フリーダイヤル）
03-3941-0962（携帯・PHS・CATV電話の場合）　
午前0時～午前9時の時間帯は、緊急を要する技術対応のみとなります。

・BIGLOBEカスタマーサポートホームページ
インターネットの接続設定、最新のアクセスポイント、事務手続きの
方法などBIGLOBEを�利用する上で必要な情報をご案内しています。
URL:http://support.biglobe.ne.jp/
URL:http://support.biglobe.ne.jp/ask.html
（「お問い合わせフォーム」をご利用ください）

ニフティ株式会社
・@nifty入会センター
入会案内
Tel:0120-816-042（携帯・PHS・海外の場合：03-5753-2374）

・@niftyサービスセンター
テクニカルサポート／@niftyサービス内容案内
Tel:0120-818-275（携帯・PHS・海外の場合：03-5753-2373）
（ナビダイヤル日本全国8.5円／3分：0570-000-881）
・@niftyインフォメーションセンター
パスワード再発行／各種手続き／個人会員の解約
Tel:0120-842-210（携帯・PHS・海外の場合：03-5471-5806）
毎日  午前9時～午後9時（ただしビルの電源工事などによる休みを除く）
URL:http://www.nifty.com/supinfo/

AOLメンバーサポートセンター
Tel:0120-275-265
携帯・PHS・海外の場合
Tel:03-5331-7400
毎日 午前9時～午後9時

KDDIカスタマーサービスセンター
DIONに関するお問い合わせ
毎日 午前9時～午後9時
・サービス内容に関するお問い合わせ
Tel:0077-7192（無料）
メールでのお問合せはホームページから
URL:http://www.dion.ne.jp/cs/

・接続・設定などに関するお問い合わせ
Tel:0077-7084（無料）
ADSLサービスについては24時間受付中！（「フレッツ・ADSLコー
ス」については、お問い合わせ内容によってはお答えできない場合
がありますのでご了承ください。）
メールでのお問合せはホームページから
URL:http://www.dion.ne.jp/cs/

アプリケーション名 サポート窓口
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アプリケーションのサポート窓口一覧

アプリケーション名 サポート窓口

Fresh Voice

OCNスタートパック

ODN（Open Data Network）

PCポータル

So-net簡単スターター

かるがるネット

Fresh Voiceサポートデスク
〒101-0025　東京都千代田区神田佐久間町3丁目23番

地スタウトビル3F
Fresh Voiceでのサポート
月～土曜日　午前10時～午後8時
電話・メールでのサポート
月～金曜日　午前10時～午後8時（ただし祝祭日、年末年始
を除く）
ボイス電話番号：7405001
Tel：03-5822-2877　E-mail：fv@anets.co.jp
URL：http://community.freshvoice.net/faq/mailform.html

OCNスタートパックヘルプデスク
TEL：0120-047747　月～金曜日　午前9時～午後9時
土・日曜日・祝祭日　午前9時～午後5時
E-mail:info@ocn.ad.jp

ODNサポートセンター
・簡単インターネットコースサービス案内
Tel:0088-86（無料）

・簡単インターネットコース接続サポート
Tel:0088-85（無料）
午前9時～午後6時（年中無休）
URL:http://www.odn.ne.jp/
E-mail:odn-support@odn.ad.jp

・快適ブロードバンドコースサービス案内
Tel:0088-222-375（無料）

・快適ブロードバンドコース接続サポート
Tel：0088-228-325（無料）
午前9時～午後6時（年中無休）
URL:http://www.odn.ne.jp/adsl/
E-mail:info-adsl@odn.ad.jp

NEC 121 コンタクトセンター
Tel:0120-977-121（フリーコール）
03-3768-2337（携帯・PHSなどの場合）

So-netインフォメーションデスク
Tel:0570-00-1414（全国共通）
携帯・PHSの場合 札幌 011-711-3765 仙台 022-256-2221
　 東京 03-3446-7555 名古屋 052-819-1300
　 大阪 06-6577-4000 広島 082-286-1286

福岡 092-624-3910
毎日　午前9時～午後9時　Fax:03-3446-7557　
URL:http://www.so-net.ne.jp/support/
E-mail:info@so-net.ne.jp

サポートセンター
〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-1-1

京橋第三長岡ビル2F
Tel：03-3537-1325 Fax：03-3537-1326
月～金曜日　午前10時～午後6時
URL:http://www.karugaru.net/
E-mail:info@karugaru.net
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アプリケーション名 サポート窓口

POINT サインアップナビ

筆王

BeatJam
ホームページミックス

BIGLOBEネットプリントサービス

BIGLOBEツールバー

NETGAMECENTER
Cyber囲碁
Epoch Online
Gunbound
Helbreath

DVD-MovieAlbum

DVD MovieWriter
VideoStudio

i-フィルター

POINTコールセンター
お問い合わせ、サポート
Tel:0081-1588（無料） 0120-719-033（無料）
携帯・PHSの場合
Tel:03-4316-4050（有料）
月～金曜日 午前10時～午後9時
土・日・祝祭日 午前10時～午後6時
URL:http://www.point.ne.jp/
資料請求:http://www1.poweredcom.net/dataqa/

NECインターチャネル株式会社 バンドルソフトユーザーサポートセン
ター Tel:03-5767-1386　
月～金曜日　午前10時～午後6時（ただし祝祭日を除く）

ジャストシステムサポートセンター
東京 03-5412-3980　大阪 06-6886-7160
月～金曜日　午前10時～午後7時（特別休業日を除く）
土・日・祝祭日　午前10時～午後5時（特別休業日を除く）
URL:http://support.justsystem.co.jp/

NEC BIGLOBEカスタマーサポート
URL:http://support.biglobe.ne.jp/ask.html
（「お問い合わせフォーム」をご利用ください）

BIGLOBEサーチ事務局
E-mail:search@bcs.biglobe.ne.jp

NETGAMECENTER ユーザーサポートセンター
E-mail:gate-support@terrac.co.jp

松下電器産業株式会社　お客様ご相談センター�
Tel：0120-878-365�
毎日　午前9時～午後8時�
URL：http://panasonic.jp/support/cn/

ユーリードシステムズ株式会社
製品のサポートを受けられる際には、シリアルNO.が必要に
なります。あらかじめご準備ください。
また、電話によるお問い合わせは、新製品発売時期や時間帯
などによって繋がりにくくなります。その際には、ユーリー
ドシステムズ株式会社のサポートページをご覧になられる
か、サポートページ内に用意されております「お問い合わせ
フォーム」をご利用の上お問い合わせください。
・インターネットによるお問い合わせ
URL:http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm
※「お問い合わせフォーム」は上記ページよりアクセスし
　  ていただけます。
・電話によるお問い合わせ
Tel:03-5491-5662
月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時
（ただし祝日および年末年始を除く）

デジタルアーツ株式会社ユーザーサポート
Tel:03-5485-1334　Fax:03-5485-1337
月～金曜日　午前10時～午後6時（ただし祝祭日を除く）
URL:http://www.daj.co.jp/　E-mail:support@daj.co.jp
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アプリケーション名 サポート窓口

JWord Plugin

Liquid View
Liquid Surf

LittleFox

McAfee VinusScan Online

RecordNow DX

WinDVD

駅すぱあと

家庭の医学

株式会社アクセスポート　JWordサポートチーム
URL:http://www.jword.jp/help/
E-mail:support@jword.jp

ポートレイトディスプレイ株式会社
URL：http://jp.portrait.com/support/

株式会社ザッパラスLittleFoxお問い合わせ窓口�
Tel：03-5456-8600�
月～金曜日　午前10時～午後6時（ただし祝祭日を除く）�
URL：http://www.littlefox.co.jp�
E-mail:info@littlefox.co.jp

・サービス全般のお問い合わせ
カスタマーオペレーションセンター
Tel:0570-030-088
E-mail:mo_coc@nai.com
月～金曜日 午前9時～午後5時（ただし、祝祭日を除く）

・技術的なお問い合わせ
McAfee Online テクニカル・サポートセンター
午前9時～午後9時（年中無休）
Tel:0570-060-033
E-mail:mo_tsc@nai.com

イージーシステムズジャパン株式会社
ESJカスタマーセンター
Tel:03-5643-8724
月～金曜日 午前10時～午後5時30分
（ただし祝祭日、年末年始及び特別休業日を除く）
FAX:03-5643-8737

インタービデオジャパンテクニカルサポート
Tel：03-5447-0576
月～金曜日　午前9時30分～午後12時　午後1時30分～
午後5時（ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く）
FAX：03-5447-6689
月～金曜日　午前9時30分～午後12時　午後1時30分～
午後5時（ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く）
URL:http://www.intervideo.co.jp
E-mail:support@intervideo.co.jp
・お問い合わせの前に
インタービデオジャパンのウェブサイトでは、24時間いつで
もご利用いただけるように「よくあるご質問(FAQ)」ページを
用意しています。お問い合わせの前に、必ずご覧ください。ま
た、お使いのコンピュータのモデル名と合わせてご連絡をお
願いします。

株式会社ヴァル研究所　ユーザーサポートセンター
〒166-8565　東京都杉並区高円寺北2-3-17　高円寺NKビル
Tel:03-5373-3522　Fax:03-5373-3523
月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時（ただし祝祭
日を除く）
URL:http://ekiworld.net/

株式会社時事通信社出版局デジタルコンテンツグループ
Tel：03-3591-8690
月～金曜日　午前10時～午後5時（ただし祝祭日を除く）
URL:http://book.jiji.com/igaku/
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アプリケーション名 サポート窓口

クイズマスター
現代用語の基礎知識
ケンチャコ大冒険シリーズ
AquaReal LE

蔵衛門デジブック

携帯マスター

ステップアップ英会話
基礎レベル B

スーパーパズルボブル

スーパーマップル・デジタル

てきぱき家計簿マム3
ポケットレシピ

NEC CD-ROMソフトユーザーサポートセンター
〒111-0051　東京都台東区蔵前3-1-9　ニキョービル
Tel:03-5821-1339　Fax:03-5821-1615
月～金曜日　午前10時～午後6時（ただし祝祭日を除く）

トリワークスカスタマーサポートセンター
Tel：03-5468-5258　Fax：03-5468-1250
月～金曜日　午前10時～午後5時（ただし夏期、年末年始、
祝祭日を除く)
URL:http://www.kuraemon,com
E-mail:support@triworks.com

・技術的なお問い合わせ
ジャングルユーザーサポートセンター
Tel：03-5280-9264　Fax：03-5280-9266
月～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時～午後5時（た
だし休業日、夏期休暇、祝祭日、年末年始を除く）
URL：http://www.junglejapan.com/ktai/nec10/
support.html
※携帯マスター用NEC純正ケーブルご利用以外はサポート
外となります。
※携帯電話自体の機能や使い方に関するご質問はサポート
外となります。
※無料サポートは最初にサポートをお受けになった日付か
ら起算して90日間となります。それ以降は、製品がサポート
対象である限り、有償サポートを受けていただくことが可能
となります。

株式会社 創育
サポートセンター
Tel：03-3793-8663　Fax：03-3794-0277
月～金曜日　午前10時～午後12時 午後1時～午後5時（た
だし休業日、祝日を除く）
URL:http://www.soiku.co.jp/support/

株式会社サイバーフロント
ユーザーサポートセンター
Tel：052-779-6549
月～金曜日　午前11時～午後12時 午後1時～午後5時（た
だし祝祭日を除く）

昭文社　Super Mapple Digitalユーザーサポート
Tel：03-3556-5972
E-mail：smdv4n@mapple.co.jp
午前10時～午後12時 午後2時～午後4時
URL:http://www.mapple.net/smd/support/
v4support/index_smdv4n.html

テクニカルソフト株式会社 ユーザーサポート係
〒701-0145　岡山市今保668-3
Tel:東京03-3564-6370　大阪06-6633-1162　岡山
086-245-4770
Fax:086-244-6010
月～金曜日 午前10時～午後5時（ただし休業日を除く）
URL:http://www.softnet.jp/
E-mail:support@softnet.co.jp
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アプリケーション名 サポート窓口

ドラえもんメール

ドラネットおためしメニュー

はっけよい！打ノ花

百年プリント＠コニカ（店頭受け
取り）

ファミリーテンプレート＆素材集
スペシャルセレクション

リアルシミュレーションゴルフLE

ドラえもんメールホームページ
URL:http://doraemon-mail.com/
ドラえもんメールサポート係
E-mail：info@doraemon-mail.com

小学館ドラネット事務局
Tel:0120-745-330
火～金曜日 午前10時～午後7時 土曜日 午前10時～午後
6時（ただし祝祭日を除く）
Fax:0120-372-946（24時間受付）
URL:http://www.doranet.ne.jp/

アンバランス　ユーザーサポート
Tel:03-5283-3625　Fax:03-5283-3665
月～金曜日　午後1時～午後6時
URL:http://www.unbalance.co.jp/support/
E-mail：support@unbalance.co.jp

コニカ オンラインラボサポートセンター
Tel：0120-201-990
月～金曜日　午前9時～午後5時（ただし祝祭日を除く）
E-mail：info@konica-lab.net

JCNランドサポートセンター
Fax:03-5950-4920

トワイライトエクスプレス　ユーザーサポート
Tel:03-5979-7496　Fax:03-5979-7497
月～金曜日　午後1時～午後4時（ただし祝祭日を除く）
E-mail：support@twilight.co.jp

アプリケーションのサポート窓口一覧
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上記以外のアプリケーションについては、以下へお問い合わせください（ソフトチョ
イス対応アプリケーションやオンラインサービスは除きます。それぞれのサポート
窓口へお問い合わせください。ソフトチョイス対応アプリケーションのお問い合わ
せ先については、「ソフトナビゲーター」の「このソフトについて」ボタンをクリック
して表示される画面を、オンラインサービスのサポート窓口については接続した
ホームページをご覧ください）。

NEC 121コンタクトセンター

・まずは「121ware.com」でQ&A情報を探す
URL http：//121ware.com/support/

・答えが見つからない場合はNEC 121コンタクトセンターへ
フリーコールTel：0120-977-121　9:00～17:00（祝日を除く）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号
へおかけください。
Tel：03-3768-2337（東京）（通話料お客様負担）　9：00～17：00（祝日を除く）
※土・日も受付をしております。
電話音声ガイドをご確認の上、「使い方」のご相談窓口にお問い合わせください。
また、登録番号の確認を行いますので、お客様が所有している121wareお客様登
録番号をお手元に用意しておかけください。

アプリケーションのサポート窓口一覧
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CD/DVDドライブ ................................... 31
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あ行
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清掃 ............................................................ 73
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チェックディスク ........................................ 7
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ドライバ............................ 32, 33, 34, 35
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廃棄方法..................................................... 76

ハングアップ ............................................. 13

パスワード................................................. 22

「パスワードを忘れてしまいましたか？」　
.................................................................... 22

ぱそガイド.................................................... 2

パソコンのお手入れ ................................. 72

バックアップ ................................................ 9

バックアップ-NX ..................................... 41

バックアップしたシステムやデータを
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バッテリ充電ランプ ................................. 24

復帰 ....................................................20, 21
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ヘルプ ........................................................... 4

補修用性能部品 ......................................... 74

保守サービス ............................................. 74

ま行

マイクロソフトサポート技術情報............. 6

マウス ........................................................ 27

や行

ユーザパスワード ..................................... 23
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トラブルチェックシート
お問い合わせの前に

お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの構成やトラブルの具体的な
状況をお知らせいただく必要があります。
このシートに記入してからお問い合わせしていただくと、より的確で迅速なお答え
ができます。ぜひ、記入してからお問い合わせください。

（パソコンの底部に
　記載されています）

GB（ギガバイト）
MB（メガバイト）

メモリの容量を調べるには→  「ぱそガイド」の画面上部にある「パソコンの情報」というボタンをクリック
してください。

ハードディスクの容量、空き領域を調べるには→ 「ぱそガイド」の画面上部にある「パソコンの情報」というボタ
ンをクリックしてください。

トラブルチェックシート1　あなたのパソコンの構成

■ハードウェア

本体

型名

製造番号

メモリの容量 MB（メガバイト）

ハードディスクの容量 GB（ギガバイト）

ハードディスクの空き領域

周辺機器 品名・型名（メーカー名）

増設メモリ

ディスプレイ

プリンタ

増設ハードディスク

ネットワークボード

PCカード

その他の周辺機器

■ソフトウェア
OSの種類とバージョン

□ Windows XP Home Edition　□ Windows XP Professional

トラブルが起きたときに起動していたソフト



トラブルチェックシート２　具体的なトラブルの内容

●どんなトラブルが起きましたか?　トラブルの内容を書いてください。

●画面にエラーメッセージや番号などが表示されませんでしたか?
　メッセージや番号を書いてください。

●そのトラブルはどんなときに起きましたか?
　「ソフト名」、「操作の状況」等を詳しく記入してください。

□パソコンを起動するたびに起きる

□そのソフトを起動するたびに起きる

□特定の操作を行うと起きる

□はじめて起きた

●その他に気づいたことがあれば書いてください。
　トラブルに気付いた時期、その時に何か変わったことがなかったかなどについて
も記入してください。

（例：ワードパッドで入力したり印刷したりすると、突然止まってしまう。）

（例：「このプログラムは不正な処理を行ったので強制終了されます。終了しない場合
は、プログラムの製造元に連絡してください。」と頻繁に表示される。）

（例：エラーメッセージが出ている状態で電源スイッチを操作し、何回か電源を切った。）



トラブルチェックシート３　修理の際に必要な情報

●本体とともに修理に出す周辺機器の構成が「トラブルチェックシート1」の構成と異なる
場合は、記入してください。

●修理時にソフトウェアの初期化（ハードディスクの交換を含む）をさせていただく場合があ
ります。

　ソフトウェアの初期化に同意していただけますか？
　初期化に同意していただけない場合は、修理できないことがあります。
　また、初期化に同意する／同意しないに関わらず、修理依頼されるときには、事前にお客
様が作成された データをバックアップしておいてください。

　 （バックアップをとる方法は、このマニュアルのPART3の「再セットアップの準備をする」
またはWindowsのヘルプをご覧ください。）

●システム設定（BIOS設定）を変更している場合は、変更内容について記載してください。
修理の際には、BIOS設定が工場出荷時の値に戻されます。 BIOSの設定を変更されて
いる場合は、必ず変更内容を書き留めておいてください。

□初期化に同意する

□初期化に同意しない

次の内容は、修理受付の際に確認させていただいている内容です。修理時のトラブルを
無くすために、次の内容について、必ず記入してください。

周辺機器 品名・型名（メーカー名）

増設メモリ

ディスプレイ

プリンタ

増設ハードディスク

ネットワークボード

PCカード

その他の周辺機器
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『困ったときのQ&A』と合わせて使う�

パソコンを使っていて困ったことが起きたら、このマニュアル『困ったと
きのQ&A』と電子マニュアル「ぱそガイド」が役立ちます。�
「ぱそガイド」の200項目以上のQA項目や検索エンジン、インターネ
ットの最新情報提供サービスへの接続など、強力な機能であなたをサポ
ートします。�

①デスクトップにある　 をダブ
ルクリックして�

ここに質問を入力すると「ぱそガイド」
に含まれるすべてのデータから最適
な答えを探し出してくれる�

②さらに「トラブル解決」を
クリック�

③トラブル解決のガイドを見ながら、操作をすすめる�
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