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バージョンアップ編 
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1．セットアップの前に 
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お使いのプロテクトタイプを確認します。 

プロテクトタイプの確認 

 

セットアップの前に 1 

USBプロテクト【SNS-W】 

USBプロテクト【SNS-LAN-X】 ネット認証ライセンス（LAN） 

ネット認証ライセンス（占有） 

ネット認証・・・証書（占有） 

ネット認証・・・証書（LAN） 

ネット認証ライセンス（共有） 

ネット認証・・・証書（共有） 

● セットアップの前に確認してください 

・ セットアップするには、「コンピューターの管理者（アドミニストレータ）」権限のアカウントでログ
オンしている必要があります。 

・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、
終了しておきます。 

・ お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があり
ます。このような場合には、ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セ
ットアップを行ってください。 

【SNS-LAN-X】 

【SNS-W】 



1．セットアップの前に 
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■ ネット認証ライセンス（占有）の場合 

■ ネット認証ライセンス（LAN）の場合 

 

■ USB プロテクト【SNS-W】の場合 

■ USB プロテクト【SNS-LAN-X】の場合 

ARCHITREND リフォームパレットのバージョンアップは、プロテクトのタイプに応じて以下のような流れになります。 

（5ページへ） 

プログラムのインストール 

（7ページへ） 

ライセンス情報の更新（LAN） 

■ ネット認証ライセンス（共有）の場合 

 （8ページへ） 

プログラムのインストール 

 

サーバー 

（5ページへ） 

プログラムのインストール 

 

 
プログラムのインストール 

クライアント 
（5ページへ） 

 
サーバー 

 

（10ページへ） 

SNS-LAN-X の書き換え 

バージョンアップの流れ 

 

 
プログラムのインストール 

クライアント 
（5ページへ） 

ライセンス情報の更新（占有） 

 

（4ページへ） 

ライセンス情報の更新（共有） 

 
（5ページへ） 

SNS-W の書き換え 

 

（9ページへ） 

FCコンシェルジュからFCアカウントへのアップグレードがお済
みでない場合は、FCアカウントの作成を行ってください。 

FC アカウントの作成 

 

FC アカウントの作成 

（11ページへ） 
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「更新」をクリックします。 3. 

「ライセンス情報の更新」をクリックして、ネット認証
ライセンスセンターを開きます。 

2. 

以上でライセンス情報の更新は完了です。 
続けて、プログラムのインストールを行ってください。 
 

（次ページへ進みます） 

ライセンス情報の更新（占有） 2 
ネット認証ライセンス（占有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。 

コンピューターに「リフォームパレットのインストー
ル DVD」をセットします。 

1. 
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3 プログラムのインストール 
お使いのコンピューターにインストールされている ARCHITREND リフォームパレットと関連するプログラムをバージョ
ンアップまたは最新版に更新します。 

※ LANモードを使用する場合は、「サーバー名」に「ネ
ット認証 LANサーバー」をインストールしたサー
バーのコンピューター名を入力します。 

コンピューターに「リフォームパレットのインストー
ル DVD」をセットします。 

1. 

「一括インストール」をクリックします。 2. 

※ 上記画面が表示されない場合は、DVD内の「Install.exe」
実行してください。 

表示される画面に従って、インストールします。 
「セットアップ開始」を押します。 

3. 

使用するプロテクトのタイプを選択します。 

（次へ続きます） 

※ お使いのコンピューターが必要な動作環境を満たして
いない場合は、「一括インストール」の実行後にセット
アップが継続できないことをお知らせする画面が表示
されます。問題となっているシステム環境を改善してか
ら、再度セットアップを実行してください。 

ソフトウェア使用許諾契約書および使用期限付き製品
利用規約を確認の上、「同意します」にチェックを付け
て「承諾」を押します。 
 



3．プログラムのインストール 
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以上でプログラムのインストールは完了です。 

※ ARCHITREND リフォームパレット以外のアプリ
ケーションやデータについては、新規導入編の「補
足：DVDのその他の機能について」を参照してく
ださい。 

● コンピューターの時計 
日時がずれているとライセンスの認証が正常に行えま
せん。右側のボタンを押して、正しい日時を設定してく
ださい。 

設定を終えたら、「次へ」を押します。 

内容を確認して「セットアップ開始」を押します。 

プログラムのインストール処理が開始します。 
インストールするプログラムや動作環境によっては、
時間がかかる場合があります。 

※ USBプロテクト【SNS-W】【SNS-LAN-X】を使用
する場合は、「SNS」を押して設定します。 
 

USBプロテクト【SNS-LAN-X】の場合は、「LAN」
を選択して「ネット認証ライセンス（LAN）をイン
ストールしたコンピューター名と設定したポート
番号を入力します。 

※ 以下のメッセージが表示されたら、「はい」を押して、
ネット認証ライセンスセンターを終了します。 

完了のメッセージが表示されたら「閉じる」を押して、画
面を閉じます。 

※ インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら
「はい」を押して、Windowsを再起動します。 



4．ライセンス情報の更新（LAN） 
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表示される画面に従って、ネット認証 LANサーバーを
更新します。 

ライセンス情報の更新（LAN） 4 

サーバーに「リフォームパレットのインストール
DVD」をセットします。 

1. 

「更新」をクリックします。 2. 

「FC ネット認証ライセンス LANモード サービスコン
トロール」画面より「ライセンス認証」をクリックし
ます。 

1. 

Step1 ネット認証 LAN サーバーの更新 Step2 ライセンス情報の更新（サーバー） 

「各アプリ個別インストール」に切り替えて、「ネット認
証ライセンス LANモードサーバー」をクリックします。 

2. 

「FC ネット認証 LAN・・・すぐに起動する」にチェッ
クを付けて「完了」をクリックします。 

4. 

3. 

以上でライセンス情報の更新は完了です。 
続けて、プログラムのインストールを行ってください。 
 

（5ページへ進みます） 

※ 上記画面が表示されない場合は、スタート画面アプ
リ一覧の「FC ネット認証 LAN Server」より「FC ネ
ット認証 LAN サービスコントローラ」を起動してく
ださい。 

※「FC ネット認証ライセンス LANモード サービスコ
ントロール」については、新規導入編の「補足：ネ
ット認証 LANサーバーの機能」を参照してください。 

ネット認証ライセンス（LANモード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。 



5．ライセンス情報の更新（共有） 
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そのまま「認証」をクリックします。 4. コンピュータに「リフォームパレットのインストール
DVD」をセットします。 

1. 

「解除」をクリックして、プロダクト IDを解除します。 3. 

「ライセンス情報の更新」をクリックします。 2. 

ライセンス情報の更新（共有） 5 

以上でライセンス情報の更新は完了です。 
続けて、プログラムのインストールを行ってください。 
 

（5ページへ進みます） 

ネット認証ライセンス（共有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。 



6．SNS-Wの書き換え 
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※ 1つだけ 

「SNS-W」にチェックがついていることを確認して、
「実行」をクリックします。 

4. 

正常に更新されたら、「終了」をクリックします。 5. 

コンピュータに「プロテクト書換 CD」をセットしま
す。 

2. 

コンピュータに、書き換えを行う USBプロテクトを
１つだけ装着します。 

1. 

※ 弊社製品に限らず、その他のハードプロテクトはす
べてはずしておきます。 

※ 書き換えの対象となる USBプロテクトを複数お持
ちの場合は、同じ手順を繰り返し、プロテクトを１
つずつ書き換えます。 

USBプロテクト【SNS-W】のライセンス情報を書き換える方法を説明します。 

以上で USBプロテクトの書き換えは完了です。 
続けて、プログラムのインストールを行ってください。 
 

（5ページへ進みます） 

プロテクト書換 CD 

SNS-Wタイプの画像ボタンをクリックします。 3. 

SNS-W の書き換え 6 



7．SNS-LAN-Xの書き換え 
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USBプロテクト【SNS-LAN-X】のライセンス情報を書き換える方法を説明します。 

SNS-LAN-Xの書き換え 

 

7 

「SNS-LAN-X サーバー」をクリックします。 2. 
 

以上で USBプロテクトの書き換えは完了です。 
続けて、プログラムのインストールを行ってください。 
 

（5ページへ進みます） 

SNS-LAN-X用ライセンス CD 
【更新用】 

メッセージに従って、プログラムとライセンスを更新
します。 

※ サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-Xサーバー
（ライセンス管理プログラム）の新規インストール
が必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X用
ライセンス CD【更新用】」を使用して新規インス
トールを行います。最新の「SNS-LAN-X用ライ
センス CD【更新用】」は、大切に保管してくださ

 

USBプロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバー
に、最新の「SNS-LAN-X用ライセンス CD【更新用】」
をセットします。 

1. 



8．FCアカウントの作成 
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8 FCアカウントの作成 
FCアカウントは、従来の FCコンシェルジュに代わって弊社の様々なサービスを一元的に利用できる新しいサービスです。 
FCコンシェルジュからのアップグレードがお済みでない場合は、この手順で FCアカウントを新規作成してください。 

※ FCアカウントのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。 

次のような画面が表示されたら、FCアカウントの作成
は完了です。 

4. FCアカウントのデスクトップのアイコンをダブルク
リックします。 

1. 

「次のステップへ」を押して新規の FCアカウントを作
成してください。 
 
 
 
 
 
 
 
FCアカウントの作成については、「FCアカウント」
をクリックして表示されるページの「FCコンシェル
ジュアップグレード手順書」を参照してください。 
 
 
 
すでに FCアカウントを作成している場合は、「すでに
FCアカウントをお持ちの方はログインへ」をクリッ
クし、登録したメールアドレスとパスワードを入力し
てログインしてください。 
 
 

3. 

次のメッセージ画面が表示されるので「はい」を選び
ます。 

2. 


