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■ 主な部位と機能

一般的なノートパソコンにおける主な部位と機能を掲載しています。
機種によって搭載の機能は異なります。また、形状やマークなども異なる場合がございます。

ノートパソコンの主な部位と機能一覧

小さな長方形の端子です。差
し込む際、上下を間違えない
ように注意してください。

USB端子（USB 2.0、USB3.0）

※1 USB 3.0は端子内が青色だったり、[ SS ]マークが記載さ
れていますが、これらが省略されている場合もございます。

※1

小さくて細い楕円形の端子で、
USB Type-Cの規格を接続できま
す。上下どちらの向きでも差し
込めます。

USB端子（Type-C）

■ その他周辺機器に関する部位

左のマークがついた端子です。

スピーカー端子

マイクのマークがついた端子
です。

マイク入力端子

１つのジャックでマイクとス
ピーカーの役割がある端子で
す。対応した機器を接続し使
用します。

コンボ入力端子

■ 音に関する部位

パソコンの電源を入れる時に操
作します。押すタイプやスライ
ドさせるタイプがございます。

電源スイッチ

パソコンのバッテリー給電と通
電を行うための端子です。パソ
コンの側面や背面に配置されて
います。機種により記載のマー
ク、端子の形状が異なります。

ACケーブル接続端子

ご注意下さい

※電源スイッチによる強制終了は、パソコンの故障の原因

になる場合がございます。通常時は必ずパソコンの画面か

らシャットダウンを行って下さい。

■ 電源に関する部位

※画面を他のディスプレイに複製したり、画面の拡張を行

う場合、外部ディスプレイの設定を行う必要があります。

VGA入力が可能なディスプレイ
と接続する台形の出力端子です。

VGA端子(D-Sub15ピン)

ディスプレイポートが使用可
能なディスプレイと接続する
ための出力端子です。

ディスプレイポート

HDMI

miniHDMI

HDMI入力が可能なディスプレ
イと接続する出力端子です。

HDMI端子(HDMI、miniHDMI)

■ ディスプレイ接続に関する部位
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RECORDER
CDとDVDの読込みと、書込み
可能なメディアへの書込みが
できます。

DVDマルチ（読書込み可能）

PLAYER
CDとDVDの読込みができます。
DVD-MULTIと表記があっても、
その下にPLAYERと記載がある
場合は書込みはできません。

DVD-ROM（読込み可能）

開閉ボタンを押しても光学ドライブが開かなくなったときは

※クリップの先や針など、先端の細く硬いものをDVDドライブ開閉ボタン横の小さな穴に差し込むとDVDドライブを物理的に開くことが

できます。

■ 光学ドライブに関する部位

LANケーブルを接続する端子で
す。有線でインターネットを
接続する場合に使用します。

※1LAN端子
無線LANの有効 / 無効を切り替
えるためのスイッチです。キ
ーボードのショートカットキ
ーにて割り振られている場合
もあります。

無線LAN 切替スイッチ

WIRELESS

※2

■ インターネットに関する部位

※1 機種によってLAN端子に開閉カバーがその割っている場合がございます。その場合はカバーを開いてLANケーブルを差し込みます。

※2 パソコンに無線LANの機能が備わっていなくても無線LAN切り替えスイッチが設置されている場合があります。
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■ 主な部位と機能

一般的なデスクトップパソコンにおける主な部位と機能を掲載しています。
機種によって搭載の機能は異なります。また、形状やマークなども異なる場合がございます。

デスクトップパソコンの主な部位と機能一覧

LANケーブルを接続する端子で
す。

LAN端子

■ インターネットに関する部位

小さな長方形の端子です。差
し込む際、上下を間違えない
ように注意してください。

USB端子（USB 2.0、USB3.0）

※USB 3.0は、端子内が青色だったり、[ SS ]マークが記載さ
れていますが、これが省略されている場合もございます。

丸い端子に、四角や丸い穴が
複数あいた端子です。
緑色はマウス、青紫はキーボ
ードに接続されます。

USB接続のマウスとキーボード
を接続する際はこの端子は必
要ありません。

PS2端子（マウス、キーボード）

緑色は
マウス専用

青紫色は
キーボード専用

■ 周辺機器に関する部位

左のマークがついた端子です。

スピーカー端子

マイクのマークがついた端子
です。

マイク入力端子

１つのジャックでマイクとス
ピーカーの役割を担う端子で
す。

コンボ入力端子

■ 音に関する部位

パソコンの電源を入れる時に押
します。長押しすると、パソコ
ンを強制終了できます。

電源スイッチ

○ ○ 側を押すと本体の電源を完
全に切ることができ、
I 側を押すと、本体に電気が通
るようになります。

メインスイッチ

ご注意下さい
※メインスイッチは、パソコンが起動している状態では絶対
に操作しないで下さい。故障の原因となります。
※電源スイッチの長押しは、起動したパソコンの操作ができ
なくなった時のみ行って下さい。

■ 電源に関する部位
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VGA入力が可能なディスプレイ
と接続する台形の出力端子です。

VGA端子(D-Sub15ピン)

ディスプレイポートが使用可
能なディスプレイと接続する
ための出力端子です。

ディスプレイポート

HDMI

miniHDMI

HDMI入力が可能なディスプレ
イと接続する出力端子です。

HDMI端子(HDMI、miniHDMI)

DVI-D

DVI-I

DVI入力が可能なディスプレイ
と接続する出力端子です。差
し込むピンの形状をよく確認
し、差し込んでください。

DVI端子（DVI-D、DVI-I）

■ ディスプレイ接続に関する部位



○ パソコンがグラフィックボード搭載の場合、ディ
スプレイの入力端子とはグラフィックボード側 ※1 
の接続端子をケーブルで接続します。
このとき、オンボード側 ※2の接続端子にに接続し
た場合、正常にディスプレイ表示がされない場合
がありますのでご注意下さい。

パソコンの出力端子と液晶ディスプレイの入力端パソコンの出力端子と液晶ディスプレイの入力端
子が異なる形状（規格）の場合、変換アダプター
や変換ケーブルを用意する必要があります。

■ グラフィックボード搭載パソコンに関する仕様について

※1 機種によって背面の端子の種類や配置が異なります。

※2 グラフィックボードは、パソコンのグラフィック性能を上

げるためのパソコンパーツです。パソコンのマザーボードに差

し込まれており、映像出力のための端子は一般的にパソコン背

面の拡張スロット部にございます。

※3 オンボード側の端子はパソコンに標準的に備わっている端※3 オンボード側の端子はパソコンに標準的に備わっている端

子です。グラフィックボード搭載でないパソコンの場合、映像

出力のための端子はオンボード側の端子を使用します。

拡張スロット部

オンボード部

背面図例

RECORDER
CDとDVDの読込みと、書込み
可能なメディアへの書込みが
できます。

DVDマルチ（読書込み可能）

PLAYER
CDとDVDの読込みができます。
DVD-MULTIと表記があっても、
その下にPLAYERと記載がある
場合は書込みはできません。

DVD-ROM（読込み可能）

開閉ボタンを押しても光学ドライブが開かなくなったときは

※クリップの先や針など、先端の細く硬いものをDVDドライブ開閉ボタン横の小さな穴に差し込むとDVDドライブを物理的に開くことが

できます。

■ 光学ドライブに関する部位
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Windowsのライセンス条項が表示されます。
よく確認し、「同意」をクリックします。

Windows 10 使用許諾契約
Windows 10 使用許諾契約

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

使用するインターネット接続方法を選択し、「次へ」をクリックします。
既に有線LANでインターネット機器に正常に接続されている場合はこの画
面は表示されません。
有線LANケーブルを接続するか、使用する無線LANを選択するか、今はス
キップを選択して下さい。無線LANを選択した場合は、ネットワークセキ
ュリティキー（インターネット機器のパスワード）を入力して下さい。

※Windows10はインターネットを使用してライセンス認証を行います。もしスキップ※Windows10はインターネットを使用してライセンス認証を行います。もしスキップ
　を行った場合は、初回起動から1ヶ月以内にインターネットに接続して下さい。

インターネットの設定
ネットワークに接続しましょう。

今はスキップ

イーサネット

Wi-fi 0001

Wi-fi 0002

使用するキーボードの設定を行います。
Microsoft IMEが選ばれていることを確認し、「はい」をクリックします。
2つ目以降のレイアウトの追加は基本的に「スキップ」をクリックします。

※2つ目以降の言語のキーボードを利用する場合は、「レイアウトの追加」をクリッ
　クし、該当の言語を選択して下さい。

キーボードレイアウトの設定
キーボードレイアウトは
こちらでよろしいですか？

Microsoft IME

地域の設定を行います。
日本が選ばれていることを確認し、「はい」をクリックします。

地域の設定
お住いの地域はこちらでよろしいですか？

… …
… …
… …
… …
日本

■ 各種設定方法

パソコンの初回起動時に、起動時のパスワードや簡単なインターネットの設定、Microsoft アカウン
トの設定等を行います。ノートパソコンをご利用の場合は、突然のシャットダウン防止の為、必ず電
源のケーブルを繋いで下さい。

Windows 10 の 初回セットアップ方法
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6

Microsoftアカウントを設定すると、アカウントが必要なサービスを利用
できます。
■ 既にアカウントを持っており、それを使用する場合は、フォームに入
力してください。
■ アカウントを新しく作成する場合は、「アカウントの作成」をクリッ
クして下さい。
■ アカウントを作成しない場合■ アカウントを作成しない場合は、「オフラインアカウント」をクリッ
クして下さい。

※デジタルドラゴンにてMicrosoft Office を同時購入した場合、Officeの認証を行う為
　にMicrosoft アカウントが必要になりますので、もしアカウントをお持ちでない場合
　はこの時点での作成をおすすめします。

Microsoftアカウントでサインイン
Microsoft アカウントでサインイン＋

メール、電話、またはSkype

オフラインアカウント

アカウントの作成

アカウントの作成には、メールアドレス、または電話番号が必要です。
お持ちのメールアドレスを入力するか、「新しくメールアドレスを取得」
か「電話番号を使う」をクリックし、必要な情報を入力して下さい。

アカウントの作成
アカウントを作成しましょう

新しいメールアドレスを取得

アカウントにサインインするためのパスワードの作成します。
設定するパスワードは必ず忘れないようにして下さい。

※単純なパスワードの設定では、パスワード作成が拒否される場合があります。
　その場合は、別のパスワードを設定して下さい。
※このパスワードの作成はスキップができません。

パスワードの作成（Microsoft アカウント用）
パスワードの作成

パスワード

国と生年月日を入力して下さい。

※生年月日の入力は「矢印キー」を使うと入力がしやすくなります。
※国と生年月日の入力はスキップができません。

国と生年月日の入力
国と生年月日を入力してください。

国 生年月日

セキュリティのため、電話番号の入力が必要です。
また、左下の「代わりに連絡用メールアドレスを追加」から、電話番号の
入力の代わりにメールアドレスを使うことができます。

※セキュリティ情報の追加はスキップができません。

セキュリティ情報の追加
セキュリティ情報の追加

電話番号



ユーザーの好みを学習させ、広告や検索結果に利用するか等の設定を行い
ます。
表示された内容を確認し、ご希望の項目を選択してから「次へ」をクリッ
クします。

最も関連性のあるものを参照する
最も関連性のあるものを参照する

■

■

パソコンを使用するユーザーの名前を設定します。ニックネームの入力で
も構いません。また、左下の「オンラインアカウントを使用」からMicro-
soft アカウントにサインインして設定を進めることも可能です。

このPCを使うのは誰ですか？
このPCを使うのは誰ですか？

名前

パソコンを起動するためのパスワードを作成できます。
設定しない場合は何も入力せずに「次へ」をクリックします。

確実に覚えやすいパスワードを作成します
確実に覚えやすいパスワードを作成します

パスワード

パソコン起動用のパスワードを忘れてしまった場合に使用する3つの質問
と答えを入力します。
1つの質問と答えの入力が終わるたびに「次へ」をクリックします。

このアカウントのセキュリティの質問を作成します
確実に覚えやすいパスワードを作成します

PIN（オフラインでのみ使用するパスワード）を作成します。
「次へ」をクリックしてPIN設定用のウィンドウを表示させます。

PINは基本的に数字のみで作成します。もし英字や記号を含める場合は、
チェックボックスをONにします。

PINを作成します
PINを作成します

お手持ちのデバイスとパソコンとをリンクし、色々なアプリを連携させる
ことができます。表示の内容をよく読み、利用する場合は画面の指示に従
います。
よくわからない場合は、左下の「後で処理する」もしくは何も入力せずに
「次へ」をクリックします。

電話とPCをリンクする
電話とPCをリンクする

…

後で処理する
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8

OneDrive（インターネット上へのファイル保存）機能を利用する場合は、
「次へ」を押します。
よくわからない場合は、左下の「このPCにのみファイルを保存する」を
クリックします。

OneDriveでファイルの保護（OneDriveの利用設定）
OneDriveでファイルを保護

このPCにのみファイルを保存する

Cortana（Windows 10 アシスタント機能）がユーザーのPC上の様々な情
報を収集、参照しても良いか設定を行います。
「いいえ」、もしくは「はい」を選択しクリックします。

Cortanaの指定
Cortanaをパーソナルアシスタントとして

指定しますか？

パソコンで使用するプライバシー情報の管理を設定します。
内容を確認し、ご希望の項目を設定をした後に「同意」をクリックします。

デバイスのプライバシー設定の選択
デバイスのプライバシー設定の選択

パソコンに初期インストールされているセキュリティソフトの利用を開始
するかどうかを設定します。※1 ※2
入力フォームに記入せず「次へ」を押すことでも利用を開始できます。
また、「スキップ」を押すことで、セキュリティソフトを初めに使用しな
いことも可能です。
利用する場合は、使用許諾画面が表示されますので、表示の内容を確認し
「次へ」を押して下さい。

※1 ノートン製品をお買い上げいただいている場合は、Windowsの設定が完了しまし※1 ノートン製品をお買い上げいただいている場合は、Windowsの設定が完了しまし
　    たら、付属のノートンカードの記載に従って登録を行って下さい。
※2 無料体験版の利用確認ですので、利用を開始しても料金を請求されることはありま
　   せん。

セキュリティ対策を開始しましょう（ノートンソフト）
セキュリティ対策を開始しましょう。

設定が完了すると、自動で画面が切り替わります。
そのまましばらくお待ちいただけますと、設定が完了します。

最後のステップ

こんにちは



無線LANのアイコン

まとめられている場合

無線LAN機能がONになっているかを確認します。無線LAN内蔵のパソコ
ンでも機能がOFFになっている場合はインターネットに接続できません。
まずはデスクトップ画面右下の無線LANのアイコンを確認して下さい。
アイコンは別のアイコンと一緒にまとめられている場合がありますので、
右記のマークをクリックして中身を確認して下さい。※1

※1 無線LAN内蔵パソコンで、無線LANのマークに×印等がついている場合、本体の※1 無線LAN内蔵パソコンで、無線LANのマークに×印等がついている場合、本体の
設定で無線LANの機能がOFFになっている場合があります。パソコン本体に無線LAN切
り替えスイッチ、またはショートカットキーがないか確認してください。

無線LANアイコンの確認（無線LAN機能が内蔵の場合）

無線LANのアイコン

まとめられている場合

USBポートにUSB無線LAN子機を挿します。しばらくすると、パソコン側
でUSB無線LAN子機の認識が完了しますので、デスクトップ画面右下の無
線LANのアイコンを確認して下さい。
アイコンは別のアイコンと一緒にまとめられている場合がありますので、
右記のマークをクリックして中身を確認して下さい。※2

※2 無線LANのアイコンがない場合は、子機をUSBポートに挿し直したり、別のUSBポ
ートに挿し直して下さい。

無線LANアイコンの確認（USB無線LAN子機を使用する場合）

手順

1

…

接続先名称
セキュリティ保護あり

接続先名称
セキュリティ保護あり

接続先名称
セキュリティ保護あり

接続先のリスト無線LANのアイコンをクリックすると、パソコンの周囲に存在する無線
LANの接続先（ルーター機器等の親機）のリストが表示されます。※3
その中から使用する接続先を選び、「接続する」クリックします。
次にセキュリティキーを入力し「OK」をクリックします。※4
以上で設定は完了です。

※3 お近くの家の接続先など、一定距離内の接続先もリストに表示されます。
※4 接続先の名称やセキュリティキーはご利用の機器本体に記載がございます。公衆※4 接続先の名称やセキュリティキーはご利用の機器本体に記載がございます。公衆
のWi-Fiスポットなどでご利用の場合は、スポットの案内に従って下さい。

パソコンと親機（ルーター機器等）を接続する手順

2

■ 各種設定方法

パソコンに内蔵の無線LAN機能、もしくはUSB無線LAN子機を利用してインターネットを使用する場
合、無線LAN親機（ルーター等のインターネット機器）とパソコンとの接続設定が必要です。

無線LANの設定をする
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ノートパソコンの場合、パソコンの周囲（側面等）に切り替えができる物理スイッチが備わっている場合がありま
すのでご確認下さい。また、キーボードやその周辺に切り替えキーや、ショートカットキーがある場合はそちらで
無線LANのON/OFFの切り替えをご確認下さい。

無線LANスイッチの確認

機内モード（飛行機内でパソコンをネットから切断する機能）がONになっていると、無線LANが使用できません。
無線LANアイコンをクリックし、機内モードがONになっていないか確認して下さい。

機内モードの確認

環境によって、各機器の再起動が必要な場合があります。以下の手順で、各機器の再起動を行って下さい。※5 ※6
１．ご利用のモデム、ルーター、パソコンの電源を一度全て切ります。
２．数分待ったら、モデムの電源をONにします。
３．モデムのランプ点灯の変化が見られなくなったら、ルーターの電源をONにします。
４．ルーターのランプ点灯の変化が見られなくなったら、パソコンの電源をONにします。

※5 環境や機器の種類によって、機器の種類や数が異なります（モデム・ルーター一体型機器など）。また、それぞれの操作方法につ※5 環境や機器の種類によって、機器の種類や数が異なります（モデム・ルーター一体型機器など）。また、それぞれの操作方法につ
いては、機器ごとの取扱説明書をご覧いただくか、製造元へお問い合わせ下さい。
※6 お使いのルーターが無線LAN機能に対応しているかご確認下さい。

各機器の再起動

他に無線LAN接続をしている機器がある場合、無線LAN親機によっては接続できる機器の上限台数に達し接続ができ
ない場合があります。無線LAN親機の最大接続台数をご確認いただくか、既に接続されている機器の接続を切り、
もう一度パソコンの接続をお試し下さい。

同時接続数（同時使用可能帯域数）の確認

USB無線LAN子機を使用している場合、USBポートの差し込み箇所を変更することによって問題が解消する場合があ
ります。一度子機をUSBポートから抜き、別のUSBポートをお試し下さい。

USBポートの変更

親機との接続設定を完了してもインターネットに繋がらない場合
必ずプロバイダー様へご確認下さい

■ 各種設定方法

無線LANでパソコンがインターネットに繋がらない、認識されない場合は下記をご確認下さい。

無線LANがインターネットに繋がらない時
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Officeを使用するにはインターネットへの接続が必須です。パソコンをインターネットに接続し、Micro-
soft アカウントを作成します。（既にMicrosoft アカウントをお持ちの場合は、手順2へ進んで下さい。）

１．EdgeやInternet Explorer、Chromeなどのブラウザーを開き、
　　「Microsoftアカウント 作成」と検索します。
　　検索結果から、Microsoftアカウントのサインインページを開きます。
２．Microsoftアカウントの作成にはメールアドレス、もしくは電話番号が
　　必要です。表示された登録方法をよく読みアカウントを作成して下さい。

Microsoft アカウントを用意する手順

1

スタートボタンをクリックしOfficeのアプリケーション（Word、Excel等）
を起動します。また、付属のOfficeのライセンスカードを開封します。

Officeの初回起動時、「プロダクトキーを入力します」と表示がされます。
開封したOfficeのライセンスカードに記載のプロダクトキーを入力し、
ライセンス認証を行って下さい。

Officeの起動とプロダクトキーの入力手順

2

認証がうまくいかない場合
プロダクトキーの印刷に
ご注意ください

…PASQ - 63QEV - A4…
判別しにくいプロダクトキーの例

バーコード印刷部分に、Ｑの文字の下部が
重なってしまっており、文字の判別が困難
です。

（ 既にMicrosoftアカウントにサインインをしている場合、サインインの手順はスキップされます。）

お持ちのMicorsoftアカウントでサインインを行います。「サインイン」をクリックし、アカウントと
パスワードを入力して下さい。使用許諾契約書が表示されましたらよく確認し、「開始する」を
クリックします。しばらく待つと認証が完了し、Officeが使用できるようになります。

サインインと使用許諾契約書の確認手順

3

■ 各種設定方法

Microsoft Officeセットパソコンをお買い上げの場合、Officeをプリインストール済のパソコンと、
Officeのライセンスカードをお届けしております。Officeの使用を開始するためには、ライセンスカー
ドを使ってOfficeの認証を行う必要があります。

Microsoft Officeを使用する（Office 購入者対象）

もしもOffice内の言語が
英語表記になっていたら

Officeの操作方法などについては、恐れ入りますがMicrosoftへお問い合わせ下さい。
【Microsoft サポート】 https://support.microsoft.com/ja-jp/contactus/

本設定手順は作成日時点のものです。手順や表示される文章や画面に変更がある場合があります。
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下記のアドレスのページを開きます。（もしくは、Microsoft Office 再インストール 2016 で検索）
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2016/pipcsetup/pipc_re_setup.aspx

Microsoft Office再インストールページを開く手順

1

Microsoft Officeの使用設定を行う前にパソコンを回復（リカバリー）してしまった場合、
お客様のお手元でOfficeの再インストールを行なうことができません。
この場合、一度デジタルドラゴンまでパソコンをお送りいただきOfficeの再インストールを行う必要が
ありますので、デジタルドラゴンまでご連絡下さい。

ページに記載の手順に沿って再インストールを行います。Officeの種類によって再インストール手順が異
なりますので、よく確認の上で操作を行って下さい。

ページに記載の手順に沿って再インストール手順

2

■ 各種設定方法

Microsoft Officeセットパソコンをお買い上げで、パソコンの回復（リカバリー）を行った場合、
Officeを再インストールする必要があります。再インストールは、Microsoftアカウントを用いてイン
ターネット経由で行います。

Microsoft Officeを再インストールする

■ Windows 10の場合
　 Windows スタートボタン → アプリのリストから「WPS Office」 → 「シリアル管理」をクリック。

■Windows 7の場合
　 Windows スタートボタン → すべてのプログラム → 「WPS Office」 → 「WPS Officeツール」→
　「シリアル管理」をクリック。

手順

1
WPS Office を起動する

シリアル管理ウィンドウが開きますので、「追加」をクリックします。
お手元のWPS Office ライセンスカードに記載のシリアル番号を入力し、「OK」をクリックします。※1
再び「OK」をクリックすると体験版から製品版への移行が完了します。

※1 体験版のシリアル番号は消さずにそのままにして下さい。

手順

2
シリアル番号の入力

■ 各種設定方法

WPS Officeセットパソコンをお買い上げの場合、製品版 WPS Officeをご利用いただけます。
パソコンにWPS Office 体験版がインストールされていない場合、WPS Office ライセンスカードに記載
の再ダウンロードURLより、事前にWPS Officeのダウンロードを行って下さい。

KINGSOFT WPS Office を使用する
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4 しばらく待つと、クリーニング方法を選択するウィンドウが表
示されます。
「ファイルの削除のみ行う」を選択して下さい。

この後、「初期状態に戻す」をクリックすると、回復が始まり
ます。回復には数時間かかる場合があります。回復終了まで、
電源を切らずにお待ち下さい。
回復完了後は、初回セットアップ画面に切り替わります。

3 PCに不具合が生じ回復を行う場合は「すべて削除する」を推奨
します。
「個人用ファイルを保持する」では、アプリと設定のみが削除
されます。※2

※2 希望のファイルが残るとは限りません。必要なデータはバックアップ
を取ってから回復を行って下さい。

2
④

⑤

更新とセキュリティのウィンドウが表示され
ます。
回復④をクリックし、開始する⑤をクリック
します。

1

①
② ③

右下のスタートボタン①をクリックし、次に
歯車のマーク②をクリックします。
Windowsの設定ウィンドウから更新とセキュ
リティ③をクリックします。※1

※1 更新とセキュリティ項目がウィンドウの下に配置
され隠れている場合があります。下へスクロールをす
ると現れます。

Windowsが動作している場合

以下はWindows 10をお使いの場合のみ参照ください。

パソコンお届け時、既にパソコンはリカバリーが行われている状態です。
パソコンに不具合が生じ、回復を行わないと解決しない場合のみ以下の手順を行って下さい。

■ Windows OSの回復（リカバリー）

Windows 10 の 回復を行い、初期状態に戻す
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4 PCに不具合が生じ回復を行う場合は「すべて削除す
る」を推奨します。
「個人用ファイルを保持する」では、アプリと設定の
みが削除されます。※2

※2 希望のファイルが残るとは限りません。必要なデータはバ
ックアップを取ってから回復を行って下さい。

3 トラブルシューティング画面が表示されます。
「このPCを初期状態に戻す」をクリックします。

2 オプションが表示されます。
「トラブルシューティング」をクリックします。

1 青い背景の修復画面が表示されます。
右下の「詳細オプション」をクリックします。

5 「すべてのドライブ」をクリックします。

6 ファイルの削除のみを行うをクリックします。
この後、「初期状態に戻す」をクリックすると回復が始
まります。回復には数時間かかる場合があります。回復
終了まで、電源を切らずにお待ち下さい。
回復完了後は初回セットアップ画面に切り替わります。

Windowsが動作しない場合
Windowsが立ち上がらない場合、合計3回の強制終了※1 を行うことで自動修復の画面が表示されます。
※1  パソコンの電源が入った状態で、Windowsのロゴが表示された後、パソコン本体の電源ボタンを10秒ほど長押しすると強制終
了ができます。押す時間が短い場合、スリープ状態へ移行し強制終了できない場合がありますのでご注意下さい。
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１．キーボードの「0（ゼロ）」キーを押しながら電源ボタンを押し、画面にメーカーロゴが表示されたらすぐにキ
　　ーから手を離します。※1
２．この時、OSのタイプ（32bit - 64bit）を選択する画面が表示された場合は、どちらのタイプでリカバリーを行う
　　かチェックをし、「次へ」をクリックします。
３．画面の内容をよく確認し「はい」をクリックします。復元方法の選択画面が表示されます。
４．「初期インストールソフトウェアの復元」をチェックし、「次へ」をクリックします。
５．「パーティションサイズを変更せずに復元」をチェックし、「次へ」をクリックします。
６．さらに「次へ」をクリックします。「パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。」６．さらに「次へ」をクリックします。「パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。」
　　と画面に表示され、リカバリーが開始されます。終了画面が表示されるまでお待ち下さい。
７．リカバリー完了後、終了画面が表示されます。「終了」をクリックし、再起動させます。
８．「しばらくお待ちください。」と表示され次に「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます。
　　（セットアップ完了まで1時間以上かかる場合があります。この間、メッセージが表示されたり、パソコンが自
　　動的に再起動しますが、一切パソコンに触らずお待ち下さい。）
９．「Windowsのセットアップ」画面が表示され、リカバリー完了となります。

東芝 の場合

１．パソコンを起動し画面にFUJITSUのロゴが表示されたら、すぐに【F12】キーを連打します。
２．起動メニュー、またはBootメニューが表示されます。※1
３．↑キーや↓キーで、「トラブル解決ナビ」または「Recovery and Unity」を選択し、ENTERキーを押します。
　　もし、該当項目が表示されていない場合は、キーボードのTABキーを押します。
４．しばらく待つと、「システム回復オプション」が開始されます。

■ 以下、該当の表示がない場合は、９番の手順へ進みます。
５．「Microsoft IME」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。５．「Microsoft IME」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
６．「Windowsの起動に伴う問題の修復用の回復ツールを使用します」を選択し、「次へ」をクリックします。
７．設定しているユーザー名を選択し、設定していたパスワードを入力します。もしパスワードを設定していない
　　場合はパスワードを何も入力しません。「次へ」をクリックします。
８．回復ツールを選択して下さい　と表示されたら、「トラブル解決ナビ」をクリックします。

９．「リカバリ」タブの「Cドライブのみご購入の状態に戻す」を選択し「実行」をクリックします。
10．ご使用上の注意をよく読み、「同意する」をクリックします。
11．「リカバリ領域」をクリックし、「OK」をクリックします。11．「リカバリ領域」をクリックし、「OK」をクリックします。
12．「OK」をクリックすると、リカバリーが開始されます。

富士通 の場合

■ Windows OSの回復（リカバリー）

Windows 7 のリカバリーを行い、初期状態に戻す
以下はWindows 7をお使いの場合のみ参照ください。
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１．パソコンを起動し画面にNECのロゴが表示されたら、すぐに【F11】キーを連打します。
２．ロゴが消え、「ファイルを読み込んでいます・・・」と表示されます。※1
３．「Windows 7（●●ビット）の再セットアップを行います。」と表示されたら、注意事項をよく読みENTERキー
　　を押します。
４．「Windows再セットアップ画面」が表示されたら、「標準再セットアップをする（強く推奨）」を選択し、　
　　ENTERを押します。
５．以降は順次画面の指示に従い、操作を行いリカバリーを行います。５．以降は順次画面の指示に従い、操作を行いリカバリーを行います。

NEC の場合

１．パソコンを起動し画面にメーカーゴが表示されたら、すぐに【F2】キーを連打します。※1
２．BIOS画面が表示され、「終了」タブ内の「コンピュータの修復」を選択した状態で、ENTERキーを押します。
３．「Windowsを再インストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。
４．条文をよく読み、同意しますにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
５．[1]にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
６．以降は順次画面に従いリカバリーを行います。リカバリー完了後はシャットダウンされます。

Panasonic の場合

１．パソコンを起動し画面にメーカーロゴが表示されたら、すぐにキーボードの【ThinkVantage】と書かれたボタ
　　ンを押します。※1
■　この時、「Startup Interrupt Menu」と表示された場合
　　【F11】キーを押して、２番の手順へ進みます。
■　この時、「ファイルを読み込んでいます」と表示された場合
　　そのまま２番の手順へ進みます。
２．Rescue and Recovery と表示され、しばらくするとThinkVantageRescue and Recovery の画面が表示されます。
３．ご使用条件の同意画面が表示されます。「続行する」をクリックします。３．ご使用条件の同意画面が表示されます。「続行する」をクリックします。
４．「完全復元」、「続行する」、「復元」の順にクリックします。
５．工場出荷時のコンテンツは～　と表示されます。「続行する」をクリックします。
６．以降は順次画面に従いリカバリーを行います。リカバリーが完了すると、システム再起動の確認表示がされます
　　ので、「はい」をクリックします。

Lenovo の場合

全メーカー共通
※1 リカバリー画面が表示されずWindowsが立ち上がった場合、パソコンをシャットダウンし、もう一度各手順１を行って下さい。

お届け時にパソコンにインストールされていたソフトについて
Microsoft Office や WPS（KINGSOFT）Office など、当店のサービスとしてお届け時にインストールされていたソフトウェアは、リ
カバリーを行うことで一旦削除されます。リカバリー後は、各ソフトウェアのメーカーサイトにてソフトをダウンロードし、再度
インストールを行なって下さい。
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Windows 10 での市販（レンタル含む）のDVD等メディアの再生には別途再生用のソフトが必要です※6
インターネット上から有料や無料のソフトをお探しいただくか、電気店などで再生ソフトをお求め下さい。

※6 YouTubeなどのインターネット上の動画の再生には再生ソフトは必要ありません。

市販のDVDの動画が再生できない

メモリーの接触不良が起きている場合、パソコン起動時にビープ音が鳴り起動しない場合があります。メモリーを
挿し直すことで正常に立ち上がることがあります。※4
もし、それでも正常に起動しない、またはメモリーの抜き差しが難しい場合は当店までお問い合わせ下さい。

ノートPCの場合：電源ケーブルとバッテリーパックを取り外し、パソコン底面からメモリーを挿し直す。※5
デスクトップPCの場合：電源ケーブルを抜き、完全に電源を切った後、カバーを取り外しメモリーを挿し直す。※5

※4 輸送中の振動・衝撃や、ご利用中の小さな衝撃でメモリーの接触不良を起こす場合があります。
※5 機種によっては簡単にメモリー部分を露出できない場合があります。また、手順に慣れていない場合パソコンそのものが破損して※5 機種によっては簡単にメモリー部分を露出できない場合があります。また、手順に慣れていない場合パソコンそのものが破損して
しまう場合がありますので、困難と感じた場合はお気軽に当店までお問い合わせ下さい。

パソコン起動時に音が鳴り、正常に立ち上がらない

バッテリーパックが完全に劣化している場合、電源ケーブルを接続していても、電源が入らなかったり動作が安定
しない場合があります。※2
ノートＰＣの電源を切り、電源ケーブルを抜き、バッテリーパックを取り外した後に再び電源ケーブルを挿し電源
を入れ直すと正常に動作する場合があります。※3
正常に動作した場合、以後バッテリーパックを取り外した状態のご利用を推奨いたします。

※2 ノートパソコンのバッテリーの寿命は約3～4年ほどです。当店ではバッテリー箇所は保証外となります。
※3 バッテリーパックは手で簡単に取り外せます。もし取り外し方法がわからない場合、当店までお問い合わせ下さい。

ノートＰＣの電源が全く入らない。もしくは電源が急に落ちる。

お届けのパソコンの種類やご購入時期により、プロダクトキーの貼り付けがあるPCとないPCがございます。
パソコンのどこにもプロダクトキーシールがない場合、そのパソコンはプロダクトキー入力によるWindowsの認証
の必要のないパソコンです。※1
プロダクトキー入力をWindowsに求められ、プロダクトキーが見当たらない場合は下記の場所をお探しください。
ノートパソコン：パソコンの底面　デスクトップパソコン：縦向きにした時の側面、もしくは上部

※1 インターネット接続を行った時に自動で認証が行われます。プロダクトキーの入力作業は必要ありません。

Windowsのプロダクトキー（シール）が見つからない

■ お問い合わせの前に

パソコン利用時にトラブルが起きた時にまずは下記をご確認下さい。
よくお問い合わせいただく問題と解決方法をまとめました。

よくいただくご質問・トラブル



キーボードのNumLockという機能が切り替わってしまっていると、文字を打つ時に数字が入力されたり、テンキー
の操作で異なる挙動を起こしてしまいます。キーボードの「NumLock」と書かれたキーを押すことで正常に文字を
打つことができるようになります。※7

※7 パソコンの機種やキーボードのタイプによっては、特定のキーと組み合わせて「NumLock」キーを押す必要があります。

キーボードの特定のキーを打つと、異なる文字の入力や動作が起きる

パソコンと液晶ディスプレイをケーブルで接続して電源を入れても画面に何も映らない場合、以下の確認を行って
下さい。

【液晶ディスプレイのモードの確認】
VGAやDVIやHDMIなど、接続した液晶側の端子によって液晶ディスプレイのモードの切替を行う必要があります。
自動で切り替えが行われる場合がありますが、場合によっては手動で切り替えをお試し下さい。

【パソコン側の接続端子の確認】
グラフィックボード搭載のパソコンの場合、端子の形状が同一でもグラフィックボード側の端子以外にケーブルをグラフィックボード搭載のパソコンの場合、端子の形状が同一でもグラフィックボード側の端子以外にケーブルを
挿すと正常に表示がされません。必ずグラフィックボード側の端子に接続を行って下さい。

【ケーブルの挿し直し】
液晶ディスプレイとパソコンに接続したケーブルを一度取り外し、挿し直しを行って下さい。このとき、端子両端
のネジをしっかりと回し接続して下さい。

デスクトップＰＣで、液晶ディスプレイに何も映らない

ごく稀に、Officeの更新にてアプリケーションを起動したときの日本語表記が英語になってしまうことがあります。
パソコンをインターネットに接続した状態でしばらくお待ちいただくと日本語表示に切り替わります。

もしくは、Microsoft Storeアプリ → 右上の「…」 → ダウンロードと更新 にて、各アプリの更新を行うと正常に表
示される場合があります。

WordやExcelやOutlookなどで、表示が英語表記になってしまっている

デジタルドラゴン サポートはこちらから

0570-003-037
音声案内にて２番をプッシュ

土日・一部祝日を除く
10時～18時受付

support@uricom-net.com24時間受け付け
営業日確認後 順次ご回答

■ お買い上げいただきました機種情報等を確認させていただきます。
　予めお手元にパソコンと同梱されていた「お問合せ番号（緑色の用紙に記載）」をご用意下さい。
■ 混雑具合によってすぐに繋がらない場合がございます。その場合は、ご迷惑をおかけいたしますが、お時間をあけてい
ただき再度お電話下さいませ。また、メールでのお問い合わせも行っておりますのでご利用下さいませ。
■ お客様にてご用意のアプリケーションの使用方法については、アプリケーションの製造元へお問い合わせください。
■ プロバイダー様よりご提供のメールアドレスのご利用方法については、ご契約のプロバイダー様へご確認ください。
■ 修理等で当店でパソコンをお預かりさせていただく場合、ご返送までに約１週間前後かかる場合があります。■ 修理等で当店でパソコンをお預かりさせていただく場合、ご返送までに約１週間前後かかる場合があります。
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下記内容は、Microsoft Office プリインストール パソコンをお買い上げの場合にご確認下さい。

Office ソフトの利用と返品について

■ 同梱物に関するご案内

Microsoft Office 商品をご購入のお客様へ

下記内容は、WPS Officeや、セキュリティソフトなどのアプリケーション商品をお買い上げの場合にご確認下さい。

アプリケーション商品の利用と返品について

各ソフトウェアのライセンスは再発行ができません。
ライセンスの認証が完了した後でも、必ずライセンスキ
ー（シリアルキー）が記載された同梱品は捨てず、大切
に保管してください。

ライセンスキーは再発行ができません

WPS Office
ライセンスカード例

ノートン
ライセンスカード例

■ 同梱物に関するご案内

アプリケーション商品をご購入のお客様へ
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