
 1

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

CF-SX2L, CF-SX2M, CF-SX2Q シリーズ 

CF-NX2L, CF-NX2M シリーズ 

CF-B11L, CF-B11Q シリーズ 

(Windows 8 (64bit)) 

無線 LAN ドライバー、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 8 (64bit)でお使いのお客様のために、無線 LAN ドライバーと

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】 

・ 対象機種以外では、無線 LAN ドライバーとネットセレクター３のアップデートを行え

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。 

・ 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。(無線

LAN ドライバーとネットセレクター３のアップデート完了後には元にお戻しくださ

い。) 

・ アップデートを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでサインインしてく

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サイン

インして操作してください。) 

・ 無線LAN ドライバーのアップデートの後、無線LAN デバイスのプロパティの設定(*1)、

無線ツールボックスの「802.11a 有効」の設定、IP アドレス設定などの「ワイヤレス

ネットワーク接続のプロパティ」(*2)の内容が初期化される場合があります。アップ

デート後、これらの設定を確認の上、必要に応じて再設定してください。 

(*1) スタート画面の何もないところで右クリック→[すべてのアプリ]をクリック→

「Windows システムツール」メニューの[コンピューター]をクリック→[コンピュ

ーター]-[システムのプロパティ]をクリック→[デバイスマネージャー]をクリッ

ク→「ネットワークアダプター」にある無線 LAN デバイス([Intel(R) Centrino(R) 

Advanced-N 6205] または [Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235] または 

[Intel(R) Centrino(R)Advanced-N 6250 AGN]）のプロパティの「詳細設定」 

(*2) デスクトップ画面右下の通知領域の （アイコンの形状は通信状況などによって

異なります）を右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]-[アダプタ

ーの設定の変更]-[ワイヤレスネットワーク接続]の右クリック-[プロパティ] 
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【お願い】 

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。(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。(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。 

・ 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】 

無線 LAN ドライバーとネットセレクター３のアップデートは下記の流れで行います。 

1. インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセレクター３のバージョンの確認 

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開 

3. 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 

4. 無線 LAN ドライバーのアップデート 

5. ネットセレクター３ V1.21L10 のインストール 

 

無線 LAN ドライバーとネットセレクター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.インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセレクター３のバージョン

の確認 

無線 LAN ドライバー、ネットセレクター３のバージョンは、下記の手順で確認します。 

 

(1) スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックして、

「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックします。 

 

(2) [プログラム 2]をクリックします。 

 

(3) コンピューターにインストールされている無線 LAN ドライバーのバージョンを確認しま

す。「インテル® PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア」のバージョンを確認してください。 

 

・ バージョンの表記が「15.05.6000.xxxx」(xxxx の部分は確認不要です)の場合 

無線 LAN ドライバーはアップデート済みです。 

手順(4)に進みネットセレクター３のバージョンを確認してください。 

 

・ バージョンの表記が「15.05.6000.xxxx」より古い場合（「15.05.2000.1462」等の場

合） 

旧バージョンの無線 LAN ドライバーがインストールされています。 

「2.アップデートプログラムのダウンロードと展開」にお進みください。 
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(4) コンピューターに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ま

す。「ネットセレクター３」のバージョンを確認してください。 

 

・ バージョンの表記が「V1.21L10 M02」の場合 

すでに無線 LAN ドライバーとネットセレクター３がアップデート済みのため、以降の

手順を行う必要はありません。 

 

・ バージョンの表記が「V1.21L10 M02」より古い場合（「V1.20L10 M04」等の場合） 

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。「2.アップデート

プログラムのダウンロードと展開」に進んでください。 
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2.アップデートプログラムのダウンロードと展開 

無線 LAN ドライバーとネットセレクター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) ネットセレクター３のアップデートプログラム(nselect3_v121l10.exe)をダウンロード

します。 

 

(2) 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。 

 

(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) 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。 

 

(5) 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_v121l10」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 

 

(6) 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。 

 

※ 「1.インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセレクター３のバージョンの

確認」で、無線 LAN ドライバーがアップデート済みであった場合には、(7)～(12)の手順

は、不要です。 

「3.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」にお進みください。 

 

(7) 無線 LAN ドライバーのアップデートプログラム(wlan_d125222.exe)をダウンロードしま

す。 

 

(8) 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。 

 

(9) 「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。 

 

(10) 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。 

 

(11) 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\driver\wlan_d125222」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 

 

(12) 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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3.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) スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックして、

「Windows システムツール」の[コントロールパネル]をクリックします。 

 

(2) [プログラムのアンインストール]をクリックします。 

 

(3) 「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。 

 

 

(4) 「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。 

 

(5) 削除確認画面で[はい]をクリックします。 
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(6) 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。） 

 

 

(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。 

「4.無線 LAN ドライバーのアップデート」へ進んでください。 
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4. 無線 LAN ドライバーのアップデート 

以下の手順にしたがって、無線 LAN ドライバーのアップデートを行ってください。 

 

※ 「1.インストールされている無線 LAN ドライバー、ネットセレクター３のバージョンの確

認」で、無線 LAN ドライバーがアップデート済みであった場合には、本章の手順は不要で

す。「5. ネットセレクター３ V1.21L10 のインストール」にお進みください。 

 

(1) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムの展開先フォルダ（標準では 

c:\util2\drivers\wlan_d125222）をエクスプローラーで開きます。 

 

(2) [Pinstall]（拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]）を右クリックし、[管理者と

して実行]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) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が表示され、無線 LAN ドライバーのアップデー

トが行われます。 

 

 

(5) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が消えればインストールは終了です。 

 

(6) コンピューターを再起動してください。 

 

(7) 「1. インストールされている無線ツールボックスのバージョンの確認」と同手順で、「イ

ンテル® PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア」のバージョンの表記が「15.05.6000.1657」

になっていることを確認してください。 

 

 

以上で無線 LAN ドライバーのアップデートは完了です。 

「5. ネットセレクター３ V1.21L10 のインストール」進んでください。 
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5.ネットセレクター３ V1.21L10 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 V1.21L10 をインストールしてください。 

 

(1) 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（標準では

「c:\util2\nselect3_v121l10」）をエクスプローラーで開き、[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。 

 

(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。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、WiMAX を切断し、手順(1)

に戻ってください。 

 

(3) 「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。 

 

 

(4) 「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。 

 



 10

(5) 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。 

 
 

(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、「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。 
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(8) コンピューターが自動的に再起動します。 

 

(9) 「1. インストールされている無線ツールボックスのバージョンの確認」と同手順で、「ネ

ットセレクター３」のバージョンの表記が「V1.21L10 M02」になっていることを確認して

ください。 

 

 

以上でネットセレクター３ V1.21L10 のインストールは完了です。 


