
Panasonicの
ホームページの使い方

• 各種ドライバのダウンロード方法

• サポート情報の検索方法サポ ト情報の検索方法

• FAQの使い方



ダウンロード検索画面（参考）

項目を入力する

絞更に絞り込む

検索内容が表
示される

ＣＦ－＊５Ｍシリーズ
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サポート検索画面（参考）

項目を選ぶ
FAQ/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞFAQ/ﾀ ｳﾝﾛ ﾄ

検索お勧め
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ＦＡＱを選んだ画面１（参考）

絞込む絞込む
場合は入力

新情報表示
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ＦＡＱで検索画面を利用する画面２（参考）

絞込む項目を
入力 ⇒ Ｅｎｔｅｒ

検索内容が表
示される
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パソコンのメンテナンスの方法パソコンのメンテナンスの方法

• 故障を調査する診断方法

• ハードディスクを整理して速くするデフラグの
使用方法（XPのみ）使用方法（XPのみ）



（ＰＣ－ＤＩＡＧＯＳＴＩＣユーティリティ）（ＰＣ ＤＩＡＧＯＳＴＩＣユ ティリティ）

＜起動の仕方＞

パソコンの電源投入すぐ「ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ」が表示されてる間に

Ｃｔ ｌ Ｆ７＋Ｃｔｒｌ Ｆ７＋

非動作の時に、クリックすることにより
トグル（簡易⇔ＦＵＬＬ）します。

設定する場合は 一度処理をとめて

＜対象機種＞

設定する場合は、 度処理をとめて
からクリックしてください

＜対象機種＞
Ｙ４Ｈ／Ｗ４Ｈ／Ｔ４Ｈ／Ｒ４Ｈ以降の
機種に標準装備
詳細 をご確 だ詳細はマニュアルをご確認ください
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ＰＣ情報ビューアー（XP/VISTA/WIN７）ＰＣ情報ビュ ア （XP/VISTA/WIN７）

＜機能＞

パソコンの使用状態が把握できます。

① ＨＤＤ（ 通電時間、通電回数、内部温度 ）① 、 数、 度
② バッテリー（充電容量／残容量 等）
③ プログラムのバージョン情報

Ｃ:￥ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ¥PC情報ビューアー

＜起動の仕方＞

[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
PC情報ビューアーが起動します

項目をクリックすると、それぞれの詳細情報が表示されます。項目をクリックすると、それぞれの詳細情報が表示されます。
（PC情報ビューアーの画面は、常に手前に表示されます）。 ＜参考＞バッテリー状況画面
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ディスクデフラグ（XP）
＜機能＞機

パソコンのディスクの使用状態と整理をします。

① ＨＤＤの使用容量／空き容量表示

ＨＤＤ状況表示

＜起動の仕方＞

② ＨＤＤの登録状況（連続／断片 等確認）

現在の利用状況表示

適化後の
Ｃ:￥アクセサリ¥システムツール

＜起動の仕方＞

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]
[シ テム ] [デ クデ ラグ]をクリ ク

適化後の
表示です。

-[システムツール]-[ディスクデフラグ]をクリック
すると起動します

分析し、赤い状態が多いと 適化のﾒｯｾｰｼﾞがでます
適化をクリックし処理をしてください。時間はかかります

＜参考＞分析状況画面
★ ディスククリーンアップも合わせて活用ください ★

注：VISTA／WIN7もﾃﾞｨｽｸﾃﾞﾌﾗｸﾞ機能が有りますが画面が異なります。
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上手な使い方上手な使い方

• バッテリの寿命を延ばすエコモードの説明

• 省電力での使用方法

• ネットワ クの切り替えツ ル使用方法• ネットワークの切り替えツール使用方法

• ウイルスバスターウイル タ

• 無線LANの説明

• WiMAXの説明



（バッテリーの上手な使い方）（バッテリ の上手な使い方）

＜寿命とは＞

運用期間ではなく＜充電回数＞で決定（約300回が目安）運用期間ではなく＜充電回数＞で決定（約300回が目安）

＜劣化を抑えるためには＞
充電回数を減らす／バッテリーの温度を低く抑える
① 外気温 ℃ ℃ 場所 運用 充電

＜ＷＩＮ ７＞
電源プラン拡張ユーティリティで設定

＜エコモードとは＞

① 外気温10℃～30℃の場所で運用／充電
② できるだけ電源OFF時に充電

＜ＷＩＮ ＸＰ＞
タスクトレイのＥＣＯモード設定で有効／無効に

① AC接続し長時間運用している方

充放電を２０％～８０％にすることで負荷軽
減

＜エコモード設定のお勧め＞
バッテリー状態はPC情報ビューアーで確認

① AC接続し長時間運用している方
② ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動の時間が短時間でﾊﾞｯﾃﾘｰ残量が

40%以下にならない方

注 バ テリ 駆動時間が短くなります

★バッテリーは消耗品で使用しなくても劣化します。
★特に過放電するとバ テリ が使用できなくなります

注 バッテリー駆動時間が短くなります。

★特に過放電するとバッテリーが使用できなくなります。
★保管は、冷暗所で30～40%の充電状態で ＜参考＞バッテリー状況画面
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（vistaモデル、“もっと省電力“）（vistaモデル、 もっと省電力 ）
＜省電力とは＞

一部の性能を制限することで、パソコン本体への負荷を軽減することです。
デ 実行すると 消費電力を抑 るため 設定が行 ますWindows vistaモデルで、インストールし実行すると、消費電力を抑えるための設定が行えます。

＜設定内容は＞
●[ 画面の設定] の[ 色] を[ 中（16 ビット）] に設定
（Windows Aero が無効になります）。

●電源プランをお買い上げ時の[ パナソニックの電源管理] に設定し、
さらにCPUの 大稼動状態を、
[100 %] から [50 %] に変更します[100 %] から [50 %] に変更します。

＜制限事項は＞
●動画再生時に滑らかに再生できない。

この場合は WinDVD のオンスクリーン表示を解除するこの場合は、WinDVD のオンスクリ ン表示を解除する
またはWindows Media Player を使って再生してください。
改善されることがあります。

●グラデーション表示などの画質があらくなる。

＜省電力設定のお勧め＞
●vistaモデル本体をご利用の際、本体底面を
熱いとお感じになられたら

http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?001774
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LAN設定切替ユーティリティ（XP）
＜機能＞ 現在の利用状況表示

＜起動の仕方＞

機

接続するＬＡＮ環境の設定を登録できパソコン
起動後にも切替えが可能

現在の利用状況表示

タスクバーより選択します

＜起動の仕方＞

起動
① 接続する各ＬＡＮ環境の設定を登録する
② 別の接続するＬＡＮ環境設定し登録する
③ 接続するＬＡＮ環境にあわせて選択し切り替える

起動

③ 接続するＬＡＮ環境にあわせて選択し切り替える

★ 接続するＬＡＮ環境にあわせて
登録を繰り返してください ★

複数の無線ＬＡＮ環境や有線ＬＡＮ環境に接続する

登録を繰り返してください ★

必要がある場合ご活用ください
＜参考＞右クリックした画面
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（ＶＩＳＴＡ／ＷＩＮ ７対応）

LAN設定切替ユーティリティ２

＜機能＞ 現在の利用状況表示

＜起動の仕方＞

機

接続するＬＡＮ環境の設定を登録できパソコン
起動後に切替えが可能

現在の利用状況表示

表示が隠れている
場合があります。

タスクバーより選択します

＜起動の仕方＞

起動
＜操作＞

① 新規接続はネートワーク名にアクセスポイントを表示
② 新規作成を押し名前を入力し登録する。
③ 接続するＬＡＮ環境にあわせて選択し切り替える

起動

③ 接続するＬＡＮ環境にあわせて選択し切り替える

★ 接続するＬＡＮ環境にあわせて登録を繰り返してください★

現在の接続または登録された
接続内容が表示される

複数の無線ＬＡＮ環境や有線ＬＡＮ環境に接続する
必要がある場合ご活用ください。 ＜参考＞左クリックした画面
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ネットセレクター２（ＣＦ－Ｗ５Ｍ用）
ダウ ド操作手順ダウンロード操作手順

方法 １

① パナソニックサイト（http://panasonic.biz/pc/）よりサポート情報または
ダウンロードサイトをクリックする

方法 １

② ダウンロード項目を検索する を選択し、検索内容の各項目に入力する
③ 入力後、検索を押すと項目が表示されるのでターゲットを確認しダウンロードする
★ 機種等確認し 対象の項目をメッセージに従い実施する。★ 機種等確認し、対象の項目をメッセ ジに従い実施する。

＜ビジネスサイトサポートページへ直接のＵＲＬアドレス＞

http://askpc.panasonic.co.jp/r/index.html

http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/download?PROD1=002

＜ダウンロード項目を検索するへ直接のＵＲＬアドレス＞

注１ ＣＦ－＊５Ｍシリーズには、標準搭載していないためＨＤＤの消去や修理による
交換が発生した場合 必ずダウンロードが必要になります交換が発生した場合、必ずダウンロ ドが必要になります。

注２ ダウンｸﾞロードするときは機種の確認や説明を必ず読んでください。
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ESSIDとは、IEEE 802.11シリーズの無線LANにおけるｱｸｾｽポイントの識別する名前
のようなもの、 大32文字までの英数字を任意に設定できる。

は複数 ク ポイ を設置 たネ ク も使 る う拡張 たもESSIDは複数のアクセスポイントを設置したネットワークでも使えるよう拡張したもの。
現在ではESSID＝SSIDという場合が多い。

ESSID（SSID)＝００１ ESSID（SSID)＝００２ ESSID(SSID)=003
ESSID(SSID)=ステルス( )

アクセスポイント ＝ ＡＰ

ｽﾃﾙｽ設定＝SSIDを設定していても
ＰＣに表示させない設定も可能

アクセスポイント ＡＰ

WEPキー＝暗号化用鍵
セキュリティ強化のためIEEE 802.11で規定
されましたが 現在では解読ツールもありされましたが、現在では解読ツ ルもあり
安全性としては少し低い

ＰＣは、自動的にＡＰをスキャンし
画面上に表示する。
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WiMAXとは「W ld id I t bilit f Mi A の略で 無線LANWiMAXとは「Worldwide Interoperability for Microwave Access」の略で、無線LAN
の技術を拡張して規格化（IEEE802.16e）された高速ワイヤレスインターネットの愛称です。
通常利用される無線LANとは異なり、広いエリアで利用を目的とし高速の通信が可能です。

＜利用について＞
１） 機器（ＷＩＭＡＸモジュール）の購入
２） プロバイダとの契約が必要です。（月額使用料が、発生します。）
３） 契約前にお住まいの地域でつながるかを確認してください。

ご利用ご検討の際、詳しくは大学生協様までお問い合わせください。

詳しい情報はUQコミュニケーションズ株式会社様のwebサイトをご覧ください。

http://www.uqwimax.jp/service/area/

＜＜ 特記事項 ＞＞ ＜注意＞無線ＬＡＮとＷＩＭＡＸは同時の利用はできません。

キャンパスモデル（CF-S9/S10）のみWIMAXモジュールが内蔵されています。
＜ただし利用についてはＵＱ様との契約が必要です。＞
＜レッツノート内蔵のWiMAXモジュールでは、受信 大20Mbps。送信 大6Mbps（※）をサポートします。＞

（※） 実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。
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インターネットの接続していることを確認してください。

びっくりマークが出ている場合は、アップデート開
始をおしてくさい。トレンドマイクロに接続され 新
のパターンファイルの変更が行われるとアップデーデスクトップ画面より

①

タ ァイ 変更 行われる アッ デ
トが完了です。再度、デスクトップよりウィイルスバ
スターを起動すると緑のチェックになればＯＫです

デ クトップ画面より
ダブルクリックして起動
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