デンタルフラッシュ 4.0

インストールガイド

この度は「デンタルフラッシュ 4.0」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用および
インストールを開始する前に製品のパッケージ内容をご確認下さい。万が一、内容物に不足や不良が
ございましたら、弊社までお問い合わせください。

パッケージ内容

● インストールガイド（本紙） 1 枚

● DVD-ROM

1枚

● 操作マニュアル

1冊

● ユーザー登録書

1枚

● USB キー

1本

※USB キーは 20 クライアント版のみ 2 本になります。

インストール時のご注意
●DVD-ROM のデータ面を指で触れないようにお願いします。
（指紋が付くとエラーが起きる場合があります）
●ログイン名に 2 バイト文字（漢字、かな）は使用しないでください。
●インストールは「管理者権限」で行ってください。
●インストールは全てのアプリケーションを終了してから行ってください。
●スタンドアロン版とネットワーク版を 1 台のパソコンに両方インストールすることはできません。

下記エラーメッセージが表示された場合

このアプリケーションを実行するには、最初に以下の .NET Framework バージョンのいずれかを
インストールする必要があります。
現在 DVD ドライブに入っているインストールメディアの中にある「framework」フォ
ルダ内、
「dotNetFx40̲Full̲x86̲x64.exe」を実行してインストールしてください。
※「.NET Framework4.0」のインストール後、インストールメディアの「Setup.exe」
をダブルクリックして「デンタルフラッシュ 4.0」のインストールを実行してください。

インストール画面
◆ネットワーク版

◆スタンドアロン版

A

B

C

A

「デンタルフラッシュ 4.0」と「USB キードライバ」をまとめてインストールします。

B

「デンタルフラッシュ 4.0」のみをインストールします。

C

「USB キードライバ」のみをインストールします。
※USB キードライバは USB キーを接続するコンピュータのみ必要です。

※ネットワーク版構成例（5 クライアント）
・ネットワーク版はネットワークが正しく接続されていることをご確認ください。
USB キー

・USB キーはネットワーク内のどのパソコンに接続していただいても構いません。
・デンタルフラッシュ起動中は USB キーをパソコンに接続した状態で使用してください。

ソフトのインストール（ネットワーク版・スタンドアロン版共通）

A B

※インストール画面が自動で表示されない場合、DVD-ROM 内の【Setup.exe】をダブルクリックしてください。

4

1

インストールが開始されます。

DVD-ROM をドライブに入れます。

途中、インストール作業が止まっているように見える

Top 画面が表示されたら、アプリケーションと

場合がありますが、しばらくそのままお待ちください。

キードライバの両方をインストールする場合
［USB キードライバ＋デンタルフラッシュ 4.0 を
インストール］ボタンを、アプリケーションのみ

5

の場合［デンタルフラッシュ 4.0 のインストー
ル］ボタンをクリックします。

2

インストールが 100％になると、ショートカットアイ
コンを作成の確認ダイアログが表示されます。作成する
場合「はい」を押してください。
引き続き、スタートメニューにショートカットを作成す
るダイアログが表示されます。作成する場合「はい」を
「使用許諾契約」を確認し、［同意する］ボタンを

押してください。

クリックします。

6
3

インストール完了の画面が表示されましたら、
［次へ］
をクリックすると、次頁 2 へ移ります。

インストールする場所を確認し、［インストール］
ボタンをクリックします。

「デンタルフラッシュ 4.0」のみのインストールの場合、
終了画面に移りますので、
［終了］ボタンを押してくだ
さい。

USB キードライバのインストール（ネットワーク版・スタンドアロン版共通） A C
USB キードライバは「親機」等、USB キーを接続するパソコンのみ必要です。
インストール中は USB キーをパソコンに接続しないでください。

1

［USB キードライバのみインストール］ボタンをクリックします。
※デンタルフラッシュ 4.0 とまとめてインストールしている場合は、
デンタルフラッシュ 4.0 のインストール後、下記 2 の画面に移ります。

2

［キードライバのインストール］ボタンをクリックすると、インストー
ルが開始されます。

3

インストールが終了すると終了画面が表示されます。
［終了］ボタンで画面を閉じると、再起動の確認ダイアログが表示され
ます。必ず再起動してから「デンタルフラッシュ 4.0」を起動してく
ださい。

▷インストール終了後、最初の起動時に「USB キーを認識できません」というエラーが出る場合
◆USB キーを接続しているパソコンの場合
「USB キードライバ」が、正しくインストールされていない可能性があります。
再度 DVD-ROM から「USB キードライバ」をインストールしてください。
◆USB キーを接続していないパソコンの場合
ネットワークを無線 LAN で繋いでいる、または複数のネットワークが存在していることにより、USB キー接続パソコンを
認識できていない可能性があります。パソコンを再起動してデンタルフラッシュを起動してもエラーが出る場合、
「USB キー
検索ツール」を実行し、USB キー接続パソコンを登録してください。
登録方法
（Windows7）
「スタート」-「すべてのプログラム」-「デンタルフラッシュ 4.0」-「USB キー」-「USB キー検索ツール」
（Windows8 ／ 8.1 ／ 10）
「スタート」-「すべてのアプリ」-「デンタルフラッシュ 4.0」内の「USB キー検索ツール」

1：「USB キー検索ツール」を実行すると、ネットワーク内のパソコンを検索します。
2：検索が終了するとネットワーク内のパソコンが一覧表示されます。USB キー接続
パソコンが青色で表示されていますので登録ボタンをクリックして下さい。
3：「閉じる」ボタンをクリックして閉じてください。
※USB キー接続パソコンが複数ある場合は、認識させたいパソコンを選択後、登録
ボタンをクリックしてください。

▷USB キー接続パソコンを変更する場合
1. 変更後のパソコンに「USB キードライバ」をインストールします。
2. USB キーを挿し替えます（元のパソコンの「USB キードライバ」はアンインストールしてください )。
※
「USB キー検索ツール」を実行して USB キー接続パソコンを登録していた場合、再度登録し直してください。

▷ネットワーク環境等を変更した場合
ネットワーク環境の変更や Windows の自動更新により、USB キーを正しく認識しなくなる場合があります。
その場合は「USB キードライバ」をアンインストール後、再度「USB キードライバ」をインストールしてください。
◆
「USB キードライバ」をアンインストールする方法
［クリーンアップツールを使用する場合 ]
（Windows7）
「スタート」-「すべてのプログラム」-「デンタルフラッシュ 4.0」-「USB キー」
-「クリーンアップツール」
（Windows8 ／ 8.1 ／ 10）
「スタート」-「すべてのアプリ」-「デンタルフラッシュ 4.0」内の「クリーンアップツール」
※「USB キードライバ」の情報を削除します。よろしいですか？

と表示されますので

「はい」をクリックしてください。

［コントロールパネルより削除する場合 ]
（Windows7 ／ 8 ／ 8.1 ／ 10）
「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」
-「Sentinel Protection Installer***」を選択しアンインストールしてください。

▷スタンドアロン版で使用するパソコンを変更する場合
1. 変更前のパソコンから「デンタルフラッシュ 4.0」をアンインストールしてください。
（必ず USB キーを接続した状態でアンインストールを行ってください）
2. 変更先のパソコンに「デンタルフラッシュ 4.0」と「USB キードライバ」をインストールしてください。
3. 変更先のパソコンに USB キーを挿し替えてください。
◆
「アンインストール方法
（Windows7）「スタート」-「すべてのプログラム」-「デンタルフラッシュ 4.0」-「USB キー」-「アンインストール」
（Windows8 ／ 8.1 ／ 10）「スタート」-「すべてのアプリ」-「デンタルフラッシュ 4.0」内の「アンインストール」

動作環境
OS

Windows7（32bit・64bit） Windows8（32bit・64bit）
Windows8.1（32bit・64bit） Windows10（32bit・64bit）

CPU

2 コア以上の 32bit または 64bit プロセッサー

メモリ

単独起動の場合 2GB 以上（他のソフトと同時起動の場合は4GB以上推奨）

モニター

1024 × 768 以上の Windows 対応ディスプレイ
24bitカラー以上（推奨32bitカラー）

ハードディスク

インストール用として C ドライブに 3GB 以上の空き容量
（アニメキャプチャ保存用空き容量は別途必要）

ドライブ

DVD-ROM が読込可能なドライブ（インストール時に必要）

ポート

USB ポート

その他

印刷機能を使用する際は別途プリンターをご用意ください。
PC 上でトラブルシューティングをご覧になられる場合は、Adobe Reader 等
PDF 閲覧ソフトが必要になります。

※ネットワーク版はネットワークが正しく接続されている場合に限り有効です。
※Windows および .NET Framework は、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。
※Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

