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CF-AX2L, CF-AX2M, CF-AX2P, CF-AX2Q シリーズ 

CF-SX2J, CF-SX2K, CF-SX2L, CF-SX2M, CF-SX2Q シリーズ 

CF-NX2J, CF-NX2K, CF-NX2L, CF-NX2M シリーズ 

CF-SX1 シリーズ 

CF-NX1 シリーズ 

 (Windows 7 (32bit/64bit)) 

ネットセレクター３アップデート手順書 

 

公開日 2012/12/11 

 

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をアップデート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 V1.21L10 をお使いの場合は、アップデートする必要はあ

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アップデート完了後には元にお戻しください。) 

・ ネットセレクター３のアップデート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。) 

 

【お願い】 

ネットセレクター３のアップデートを行う際には、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アップデート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ア

ップデート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アップデート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。 

・ ネットセレクター３を「おまかせモード」でご使用の場合は、「おまかせモ

ードを終了する」をクリックして「手動接続モード」にしてください。 

 

 

【アップデート方法】 

ネットセレクター３のアップデートは下記の流れで行います。 

1. ネットセレクター３アップデートプログラムのダウンロードと展開 

2. ネットセレクター３のアップデート 

 

ネットセレクター３のアップデートは、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アップデートプログラムのダウンロードと展開 

ネットセレクター３をアップデートするためには、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_up_v121l10.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_up_v121l10」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 

 

(5) 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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2.ネットセレクター３のアップデート 

以下の手順にしたがって、ネットセレクター３をアップデートしてください。 

 

※ ネットセレクター３の各種設定（おまかせモード設定、オプション設定、プロファイル）

はアップグレード後もそのまま使用できます。但し、おまかせモード実行中の場合は停止

されますので、アップデート後に再度開始してください。 

 

※ ネットセレクター３のアップデートに合わせて、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続

ユーティリティーの設定が以下の通り変更されます。（WiMAX 搭載モデルのみ）（ご使用中の

ネットセレクター３のバージョンが V1.11L10 以降の場合は、本変更は適用済みです。） 

・ デスクトップに、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーへのショート

カット  が作成される 

・ 通知領域に、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーのアイコン  が

表示される（アイコンの形状は、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティ

ーの状態によって異なります） 

 

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

 

(2) ネットセレクター３アップデートプログラムの展開先フォルダで、[nselect3_up]([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、

[nselect3_up.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。 

すでに、ネットセレクター３ V1.21L10 をお使いの場合、「すでにアップデートされてい

ます。」というメッセージが表示されますので[OK]をクリックしてください。（以降の手順

は実行する必要はありません。） 

 

(4) WiMAX に接続している場合、以下の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。 

（WiMAX に接続していない場合、本画面は表示されません。） 
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(5) 確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

(6) ネットセレクター２がインストールされている場合には、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。（ネットセレクター２がインストールさ

れていない場合、本画面は表示されません。） 

 
 

ネットセレクター２をアンインストールし、ネットセレクター３をインストールする場合、

[はい]をクリックします。 

 

【ご注意】 

ネットセレクター２の設定内容はネットセレクター３に引き継がれません。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、必要に応じてメモをとってください。 

 

(7) ソフトウェア更新中を示す画面が表示されます。しばらくそのままお待ちください。 
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(8) しばらくするとアップデート完了画面が表示されますので、[はい]をクリックします。  

 
 

(9) コンピューターが自動的に再起動します。 

 

 

ネットセレクター３のアップデート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、デスクトップの[操作マニュアル]をダブルクリッ

クして、[本機の機能や活用方法を調べる]- [インターネット]-[ネットワーク接続を自動で切

り替える]をクリックしてご覧ください。 

なお、今回のアップデートにより、操作マニュアルに記載のご使用方法から、一部変更があり

ます。詳しくは、本アップデート手順書の「アップデートに伴う使用方法の変更について」を

参照してください。 
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アップデートに伴う使用方法の変更について 

 

今回のアップデートにより、以下の通り一部使用方法が変更されています。 

 

・ おまかせモード実行中に、スマートフォン連携機能用ユーティリティー「スマートアーチ」

を使用してスマートフォンとの通信を開始すると、おまかせモードが自動停止し、その後

スマートフォンとの通信を終了すると、おまかせモードが自動再開されます。 

※アップデート前に使用いただいていたネットセレクター３のバージョンが V1.12L10 以

降であった場合は、従来から変更はありません。 

 

・ インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを簡単に使用いただけるように

なりました。（WiMAX 搭載モデルのみ） 

※アップデート前に使用いただいていたネットセレクター３のバージョンが V1.11L10 以

降であった場合は、従来から変更はありません。 

 

 インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使用する方法 

※ ネットセレクター３をアンインストールしなくても使用いただけます。 

1. デスクトップに、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーへのショ

ートカット  （WiMAX 接続ユーティリティー）が作成されていますので、それを

ダブルクリックする。 

2. ネットセレクター３の接続機能が有効になっている場合、自動的にネットセレクター

３の接続機能が停止されます。「ネットセレクター３の接続機能を停止しました。」と

表示された場合は、[OK]をクリックしてください。 

3. 以降、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーをお使いいただくこ

とができます。 

 

※ インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの使用を開始すると、ネッ

トセレクター３は停止状態となります。おまかせモードやネットセレクター３による

ネットワーク接続は使用いただけなくなります。WiMAX 以外へのネットワーク接続には

Windows の接続機能などをお使いください。 

※ インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー使用開始後に、ネットセレ

クター３を使用いただく場合、次の手順を行ってください。 

1. インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーなどネットセレクター

３以外によりネットワークに接続している場合、切断する。 

2. インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを起動している場合、

終了する。 

3. 通知領域の  をダブルクリックし、「ネットセレクター３を使いますか?」の画

面で[はい]をクリックする。以降、ネットセレクター３をお使いいただくことが

できます。 
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WiMAX 搭載モデルご使用のお客様へ 

WiMAX のご紹介 

 

WiMAX とは、UQ コミュニケーションズ株式会社などの WiMAX サービス事業者が提供する高速ワ

イヤレスインターネット接続サービスです。ご家庭やホットスポットで利用される無線 LAN よ

り広いエリアで利用でき、外出先や移動中でも、インターネットを高速にご利用いただけます。

ご使用のためには設定および契約が必要です。 

 

WiMAX をお使いになるには、次の 2つの方法があります。 

1. インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使う。 

2. ネットセレクター3を使う。 

 

【インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使う場合】 

1. 無線切り替えスイッチを右（ON 側）にスライドする。 

2. 画面右下の通知領域の  をクリックして  または  をクリックして[WiMAX オ

ン]をクリックする。 

3. WiMAX サービスエリア内に移動する。 

4. デスクトップの （WiMAX 接続ユーティリティー）をダブルクリックする。 

デスクトップに （WiMAX 接続ユーティリティー）が表示されていない場合は、 

（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] をクリックしてください。 

5. 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」画面の[WiMAX:]が[オン] に

設定されていることを確認し、[接続]をクリックする。 

6. WiMAX 統合ポータルの画面で WiMAX サービス事業者を選び、各社のオンライン契約画面の

指示に従って必要事項の入力などを行う。WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない場合

は、次ページの「WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない場合」を参照してください。 

 

 

【ネットセレクター3を使う場合】 

ネットセレクター3を使って WiMAX に接続する方法については、デスクトップの[操作マニュア

ル]をダブルクリックして、[本機の機能や活用方法を調べる]- [ （無線機能）]-[インタ

ーネットに接続する]をクリックしてご覧ください。WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない

場合は、次ページの「WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない場合」を参照してください。 



 8

WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない場合 

 

使用状況によっては、「WiMAX 統合ポータルスタートページ」が表示されるまで約 5分かかる場

合があります。また、自動的に表示されない場合もあります。その場合は、一旦、通信を切断

し、再度接続してください。これらの手順を行っても「WiMAX 統合ポータルスタートページ」

が表示されない場合は、以下を確認してください。 

 

（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、[PC 使用状況]をクリックして[デバイスとサ

ービスの開始を 適化する]に[無効]が表示されていることを確認してください。 

 

[有効]が表示されている場合は、次の手順で無効に設定することで、改善する場合があります。 

 

1. 管理者のユーザーアカウントで Windows にログオンする。 

2. （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

クリックする。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。 

3. [高速起動詳細設定ウィザードモード]をクリックする。 

4. [デバイスとサービスの開始を 適化する]をクリックし、この機能のチェックマークを外

して無効にして[次へ]をクリックする。 

5. [完了]をクリックし、[OK]をクリックする。 

6. コンピューターを再起動する。 


