
スタートガイド

操作設定ガイド

https://kmps.jp/guide

本スタートガイドでは、インストール方法やアクティベーションの方法、
サポートサービスの情報を記載しています。

本製品に関する機能や使い方などの情報が記載された操作設定ガイドは、
カスペルスキーWebサイトに掲載しています。
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インストール（Windows版）

［続ける］ボタンをクリックします。

STEP 4

1 2

STEP 5

右記の画面が表示された場合は、
チェックボックスをオンにした状態で
［続ける］ボタンをクリックします。

STEP 3

インストール画面が表示されます。

このインストール手順はWindows版の画面です。Mac版、AndroidTM版、
および iOS®版のインストール方法については、P.7をご確認ください。

インストールディスク（CD-ROM）を
セットします。

STEP 1

CD-ROM が自動実行されない、またはCD-ROMドライブがない場合は、
カスペルスキーのWebサイト（https://kmps.jp/ksnps）からインストールプログラムをダウンロードすることができます。

インストールを開始する前に、コンピューター上の開いているすべてのプログラムを閉じ、
インターネットに接続していることを確認してください。

他社製セキュリティソフトがインストールされている場合は、あらかじめアンインストールを
行ってください。

CD-ROMドライブがない場合は、カスペルスキーのWebサイト（https://kmps.jp/ksnps）
からインストールプログラムをダウンロードすることもできます。

ライセンス有効期間は、１台目の端末でライセンスの有効化（アクティベーション）を行った
時点から開始されます。

！

ご注意ください！

［インストール］ボタンをクリックし、
インストールを開始します。

STEP 2
「使用許諾契約書」画面が表示されます。
同意される場合は、［同意する］ボタンを
クリックします。
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インストール（Windows版）

［完了］ボタンをクリックします。

STEP 9

3 4

機能紹介を見る場合は、
［続ける］ボタンをクリックします。

機能紹介の最後の画面で
［完了］ボタンをクリックします。

STEP

機能紹介を見ずに次の画面へ移動する場合は、
［スキップ］をクリックします。

おすすめの設定を確認して
［適用する］ボタンをクリックします。

STEP 8

10

STEP 6

［インストール］ボタンを
クリックします。

STEP 7

「Kaspersky Security Networkに
関する声明」画面が表示されます。
同意される場合は、［同意する］ボタンを
クリックします。

製品のインストールが始まります。
そのままお待ちください。

インストール作業はまだ完了していません。
STEP10へ進んでください。
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インストール（Windows版）
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アクティベーションコードは、
製品パッケージに同梱されている20桁の英数字です。

マイ カスペルスキーにユーザー登録、またはログインしてください。

［アカウントをお持ちでない場合］ボタン
をクリックします。

STEP 13

▶マイ カスペルスキーのアカウントを
　お持ちでない場合

STEP 14 へお進みください。

マイ カスペルスキーのアカウント情報
（メールアドレスとパスワード）を入力し、
［ログイン］ボタンをクリックします。

▶マイ カスペルスキーのアカウントを
　お持ちの場合

STEP 15 へお進みください。

アクティベーションコードを入力し、
［アクティベートする］ボタンを
クリックします。

STEP 11

［ログイン］ボタンをクリックします。

STEP 12
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下記のURLまたはQRコードからMac版/AndroidTM版 / iOS®版の
ダウンロードとインストール手順をご覧いただけます。

インストール（Windows版）

7

Mac版/Android版 /iOS版の
ダウンロードとインストール

登録情報（メールアドレスとパスワード）
を入力し、［作成］ボタンを
クリックします。

STEP 14

以上でインストール／アクティベーション作業はすべて
完了です。パソコンの保護が開始されます。

［完了］ボタンをクリックします。

STEP 15

登録したメールアドレス宛てに確認メール（仮登録完了および本登録についてのお知らせ）が送信されます。
メールに記載されている案内に従って登録を完了してください。

ご注意ください！

https://kmps.jp/ksnps

PK-SG201911-02

※通話料金はお客さまのご負担になりますので、ご注意ください。
※ナビダイヤル非対応の電話をご使用の場合は、 03-6745-0304 をご利用ください。

お問い合わせには、できる限り迅速に対応するよう心がけておりますが、お問い合わせいただいた
内容によりましては、回答にお時間をいただくことがございます。あらかじめご了承ください。

Copyright © 2019 Kaspersky Lab. All rights reserved.
カスペルスキー、Kaspersky は Kaspersky Lab の商標または登録商標です。その他記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標です。
記載された内容は2019年11月現在の情報をもとに作成しています。製品の仕様は予告なしに変更することがあります。

サポートサービスについて

https://kmps.jp/support

https://kmps.jp/chat

製品の操作方法やよくあるお問い合わせ、トラブル対処方法、
その他最新のサポート情報をご確認いただけます。

ユーザーのみなさまが快適に製品をご利用いただけるように、
各種サポートサービスをご用意しております。

サポートサイト

●開発 Kaspersky Lab　●販売 株式会社カスペルスキー

製品のインストール、操作方法、トラブル、その他技術的なお問い合わせは、
電話やチャット、Webお問い合わせフォームにて受け付けております。

電話でのお問い合わせ

チャットでのお問い合わせ

受付時間 9:30 ～18:00（年中無休）

受付時間 9:30 ～18:00（年中無休）

0570-006269

お問い合わせ窓口

https://kmps.jp/myktop
Webでのお問い合わせ
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