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CF-B10E, CF-B10F, CF-B10T, CF-B10U シリーズ 

CF-S10E, CF-S10F, CF-S10T シリーズ 

CF-N10E, CF-N10F シリーズ 

CF-J10E, CF-J10F, CF-J10T, CF-J10U シリーズ 

 (Windows7 32bit, 64bit) 

ネットセレクター３インストール手順書 
 

公開日 2011/11/24 

 

本書では、上記機種を Windows 7 (32bit/64bit)でお使いのお客様のために、ネットセレクタ

ー３をインストールする手順について説明します。 

 

【ご注意】 

・ 対象機種以外にはネットセレクター3 をインストールできません。ご使用されている機

種が対象機種であることを今一度ご確認ください。 

・ すでに、ネットセレクター３ V1.01L10 をお使いの場合は、インストールする必要はあ

りません。 

・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(ネッ

トセレクター３インストール完了後には元にお戻しください。) 

・ ネットセレクター３のインストールプログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権

限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピュ

ーターの管理者の権限でログオンして操作してください。) 

・ 次のアプリケーションソフトおよび接続機能は、ネットセレクター３と同時に使用す

ることはできません。 

 

・ネットセレクター２ 

・ネットセレクター３以外の無線接続機能（Windows の無線 LAN 接続機能等） 

・インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー（WiMAX 搭載モデルのみ） 

・ドコモコネクションマネージャ（ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ）  

 

ネットセレクター３インストール後は、これらのアプリケーションソフトおよび機能

を使用せずにネットセレクター３を使用してください。 

また、これらのアプリケーションソフトや機能で設定済みの内容は、ネットセレクタ

ー３には引き継がれません。ネットセレクター３で新たに必要な設定を行ってくださ

い。 

・ ネットセレクター３をインストールすると、ネットセレクター２は自動的にアンイン

ストールされますが、設定内容は引き継がれません。ネットセレクター２で設定済み

の IP アドレスの内容等は、必要に応じて、ネットセレクター３インストール開始前に

メモをとってください。 
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・ ネットセレクター３をインストールすると、Windows の無線 LAN/ワイヤレス WAN 接続

機能が手動で接続する設定に変更(*1)されます。なお、ネットセレクター３をアンイ

ンストールしても、手動で接続する設定のままとなりますので、ネットセレクター３

をアンインストールした場合、必要に応じて、元の設定に戻してください。 

 

(*1) 以下の設定が変更されます。 

無線 LAN の場合：画面右下の通知領域の  をクリック－[ネットワークと共有セン

ターを開く]－[ワイヤレスネットワークの管理]－無線 LAN アクセスポイントのネッ

トワーク名をダブルクリック－[このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接

続する]のチェックマークがありの場合、チェックマークがなしの設定に変更されます。 

ワイヤレス WAN の場合：画面右下の通知領域の  をクリック－[モバイルブロード

バンド接続]の接続先を右クリック－[プロパティ]－[プロファイル]－[自動接続]が、

「自動的に接続しない」以外に設定されている場合、「自動的に接続しない」に変更さ

れます。 

 

【お願い】 

ネットセレクター３のインストールを行う際には、以下の事項をお守りください。 

・ AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておい

てください。 

・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(ネットセレ

クター３インストールプログラムのダウンロード時を除く。)  

・ LAN ケーブル、モデムケーブルは外してください。(ネットセレクター３イ

ンストールプログラムのダウンロード時を除く。) 

・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。 

・ ネットセレクター３インストールプログラム以外のアプリケーションソフ

トはすべて終了してください。 

 

 

【インストール方法】 

ネットセレクター３のインストールは下記の流れで行います。 

 

1. ネットセレクター３のインストールの有無・バージョンの確認 

2. 旧バージョンのネットセレクター３のアンインストール（旧バージョンのネットセレク

ター３がインストールされている場合のみ） 

3. クイックブートマネージャーの設定の確認・変更 

4. ネットセレクター３インストールプログラムのダウンロードと展開 

5. ネットセレクター３のインストール 

6. インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの設定変更（WiMAX 搭載モデ

ルのみ）、および、ドコモコネクションマネージャの設定変更（ワイヤレス WAN 搭載モ

デルのみ） 

 

ネットセレクター３のインストールは、必ず 後まで行ってください。途中で中断した場合、

正常動作は保証されません。 
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1.ネットセレクター３のインストールの有無・バージョンの確認 

ネットセレクター３がインストールされているか、インストールされている場合にどのバージ

ョンがインストールされているかを確認します。 

 

(1) PC 情報ビューアーを起動してください。 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]-[PC情報ビューア

ー]をクリックして PC 情報ビューアーを起動します。 

 

(2) [プログラム２]をクリックして「ネットセレクター３」が表示されるかを確認します。 

 

 「ネットセレクター３」が表示されない場合 

ネットセレクター３はインストールされていません。「3.クイックブートマネージャ

ーの設定の確認・変更」に進んでください。 

 

 「ネットセレクター３」が表示される場合 

ネットセレクター３がインストールされています。インストールされているネットセ

レクター３のバージョンを確認してください。 

 

・バージョンが「V1.00L10 M00」の場合 

旧バージョンのネットセレクター３がインストールされています。新しいネット

セレクター３をインストールする前に、旧バージョンのネットセレクター３をア

ンインストールする必要があります。「2.旧バージョンのネットセレクター３のア

ンインストール」に進んでください。 

 

・バージョンが「V1.01L10 M01」の場合 

すでに、ネットセレクター３ V1.01L10 M01 をお使いのため、インストールする

必要はありません。 
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2.旧バージョンのネットセレクター３のアンインストール 

新しいネットセレクター３をインストールする前に、旧バージョンのネットセレクター３をア

ンインストールする必要があります。 

以下の手順にしたがって、旧バージョンのネットセレクター３をアンインストールしてくださ

い。 

 

(1) [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

 

(2) 「ネットセレクター３」を選択して[アンインストール]をクリックします。 

 

 

(3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 

 

(4) 削除確認画面で[はい]をクリックします。 
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(5) プロファイルおよび各種設定を残すかどうかを確認する画面が表示されますので、[は

い]をクリックします。（【ご注意】[いいえ]をクリックするとプロファイルおよび各種設

定が削除されてしまいます。） 

 

 

(6) 「セットアップステータス」画面が表示されます、しばらくそのままお待ちください。 

 

 

(7) しばらくすると、「アンインストール完了」画面が表示されますので、[はい、今すぐコ

ンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。 

 

 

以上で旧バージョンのネットセレクター３のアンインストールは完了です。「3.クイックブー

トマネージャーの設定の確認・変更」へ進んでください。 
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3.クイックブートマネージャーの設定の確認・変更 

クイックブートマネージャーの設定によっては、ネットセレクター３の起動に失敗する場合が

あります。以下の手順にしたがって、クイックブートマネージャーの設定の確認・変更を行っ

てください。 

 

(1) PC 情報ビューアーを起動してください。 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]-[PC情報ビューア

ー]をクリックして PC 情報ビューアーを起動します。 

 

(2) クイックブートマネージャーの設定を確認します。 

[PC 使用状況]をクリックして[クイックブートマネージャー]-[デバイスとサービスの開

始を遅延する] が有効か無効かを確認します。 

 

 [無効]の場合 

クイックブートマネージャーの設定の変更は必要ありませんので、「4.ネットセレク

ター３インストールプログラムのダウンロードと展開」に進んでください。 

 

 [有効]の場合 

(3)～(8)の手順で[デバイスとサービスの開始を遅延する]を無効に設定してくださ

い。[有効]の設定のままネットセレクター３を使用すると、コンピューターの起動時

に、ネットセレクター３の起動に失敗する場合があります。 

 

(3) 管理者のユーザーアカウントで Windows にログオンする。 

 

(4) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[クイックブートマネージャー]をクリ

ックします。 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]をクリックして

ください。  

 

(5) [高速起動詳細設定ウィザードモード]をクリックしてください。  

 

(6) [デバイスとサービスの開始を遅延する]をクリックし、この機能のチェックマークを外

して無効にし、[次へ]をクリックしてください。  

 

(7) [完了]をクリックし、[OK]をクリックしてください。 

 

(8) コンピューターを再起動してください。 
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4.ネットセレクター３インストールプログラムのダウンロードと展開 

ネットセレクター３をインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されている

プログラム(nselect3_v101l10.exe)をダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、

作業用フォルダにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。 

 

(2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 

 

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリッ

クしてください。 

 

(4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動

的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず本体のハ

ードディスク上のフォルダを指定してください) 

展開先フォルダは標準では「c:\util2\nselect3_v101l10」が設定されています。 

 

(5) (5)[OK]をクリックしてください。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開

きます。 
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5.ネットセレクター３のインストール 

以下の手順にしたがって、ネットセレクター３をインストールしてください。 

 

【ご注意】 

ネットセレクター３をインストールすると、ネットセレクター２は自動的にアンインストール

されますが、設定内容は引き継がれません。ネットセレクター２で設定済みの IP アドレスの内

容等は、必要に応じて、ネットセレクター３インストール開始前にメモをとってください。 

 

(1) WiMAX に接続している場合、以下の手順で切断してください。（WiMAX 搭載モデルのみ） 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[インテル PROSet Wireless]-[WiMAX 接続ユーティリ

ティー]を実行し、[切断]ボタンをクリックします。 

 

(2) ネットセレクター３インストールプログラムの展開先フォルダで、[setup]([種類]に[ア

プリケーション]と表示されているファイル。拡張子を表示している場合は、

[setup.exe])をダブルクリックします。 

 

(3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

WiMAX に接続している場合、エラーメッセージが表示されますので、手順(1)に戻り、WiMAX

を切断してください。 

 

(4) 「ネットセレクター３ セットアップへようこそ」画面で[次へ]をクリックします。 
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(5) 「インストール準備の完了」画面で[インストール]をクリックします。 

 

 

(6) 確認画面で[OK]をクリックします。（本画面は WiMAX 搭載モデルでのみ表示されます。） 

以降、インストールが完了するまでは WiMAX に接続しないでください。 

 
 

(7) ネットセレクター２がアンインストールされることの確認画面が表示されます。[はい]

をクリックします。（本画面はネットセレクター２がインストールされている場合のみ表

示されます。） 
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(8) Windows の無線接続機能が手動で接続する設定に変更されることの確認画面が表示され

ます。[はい]をクリックします。（本画面は Windows の無線接続機能が自動で接続する設

定になっている場合のみ表示されます。） 

 
 

(9) 「セットアップステータス」画面が表示されます、しばらくそのままお待ちください。 

 

 

(10) しばらくすると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されますので、[はい、

今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。 

 

 

(11) コンピューターが自動的に再起動します。 
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6.インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの設定変更（WiMAX 搭

載モデルのみ）、および、ドコモコネクションマネージャの設定変更（ワイヤレス

WAN 搭載モデルのみ） 
 

ネットセレクター３との競合により、画面右下の通知領域で次のような現象が発生する場合が

あります。必要に応じて設定を変更してください。 

 

 インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのアイコンが  の表示になる

（WiMAX 搭載モデルのみ） 

 

インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのアイコンが表示されないように

する場合には、以下の手順を実行してください。 

(1)   を右クリックし、[WiMAX の設定]をクリックする。 

(2) [オプション]-[設定]をクリックする。  

(3) [アプリケーション]タブで、[このコンピューターが WiMAX の通信をサポートするかど

うかを表示する]にチェックマークが付いている場合、クリックしてチェックマークを

外す。 

(4) [タスクバー]をクリックし、[タスクバー]タブを表示する。  

(5) [タスクバーに通知メッセージを表示する]にチェックマークが付いている場合、クリ

ックしてチェックマークを外す。 

(6) [タスクバーにアプリケーション・アイコンを表示する]をクリックしてチェックマー

クを外す。 

(7) [保存]をクリックする。 

 

 

 ネットセレクター３を使用してモバイルブロードバンド接続した際等に、ドコモコネクショ

ンマネージャのバルーンが表示される（ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ） 

 

ドコモコネクションマネージャのバルーンが表示されないようにする場合には、以下の手順

を実行してください。 

(1)   を右クリックし、[設定]をクリックする。（ドコモコネクションマネージャのアイ

コンの形状は、状態によって異なります） 

(2) [表示設定]をクリックする。 

(3) [Windows 起動時に常駐する]をクリックしてチェックマークを外す。確認画面が表示され

た場合は、[OK]をクリックしてください。 

(4) [OK]をクリックする。 

(5)   を右クリックし、[終了]をクリックする。（ドコモコネクションマネージャのアイ

コンの形状は、状態によって異なります） 

 

 

 

ネットセレクター３のインストール作業は以上で完了です。 

ネットセレクター３の使用方法については、 [スタート ]-[ すべてのプログラ

ム]-[Panasonic]-[ネットセレクター３]-[ネットセレクター３について]をご覧ください。 


