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はじめに 

ActivePDF 製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ActivePDF 製品をご利用になる

には、製品の登録 (アクティベーション) が必要です。本書では、製品の登録に使用する License 

Manager について説明します。アクティベーション時には、入力ミスを防ぐ為、コピー＆ペーストを使用

してください。 

製品のインストール時のアクティベート手順 

製品のアクティベーションは、以下の手順で、製品のインストール時に行います。 

1. ActivePDF 製品のインストーラを起動すると、シリアル番号を入力するダイアログが表示されます。 

 

2. ダイアログ内の入力ボックスにシリアル番号を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。 

3. 開発ライセンスの場合は、購入時に連絡いただいた開発者の Email アドレスを入力するダイアロ

グが表示されますので、購入時に連絡いただいた Email アドレスを入力し、[次へ] ボタンをクリッ

クします。 
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4. インターネット接続の可能なマシンの場合は、自動でオンライン アクティベーションが行われます。 

 

5. オンライン アクティベーションが完了した場合は、手順 15 に進みます。 

6. インターネットへ接続できないマシンの場合、以下の様に、“Error during activation : (12007) サー

バー名またはアドレスは解決されませんでした” のメッセージが表示されます。 

 

7. [OK] ボタンをクリックすると、手動でのオフライン アクティベーションを促すメッセージが表示される

ので、[はい] をクリックします。 
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8. [Manual Activation] ダイアログが表示されます。 

 

9. [Select the activation method below] のドロップダウンから [Email Based] を選択すると、ダイア

ログ内に、”Serial Number” と “Application Code” が表示されます。 

 

10. この内容をコピーして、メモ帳などに張り付けて保存してください。 

11. インターネット接続が可能なマシンで、ActivePDF License Center を開きます。 

ActivePDF License Center (Activation) : http://licensing.activepdf.com/Manual-Activation.aspx 

http://licensing.activepdf.com/Manual-Activation.aspx
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12. このページの “Serial Number” と “Application Code” の入力ボックスに、手順 10 で保存した

情報をそれぞれ入力します。入力ミスを防ぐため、コピー＆ペーストで入力してください。 

 

13. [Get Unlock Code] ボタンをクリックして、表示される“Unlock Code” をコピーして、メモ帳などに張

り付けて保存してください。 
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14. 製品をインストールしているマシンに戻り、コピーした Unlock Code をテキスト ボックスに張り付

け、[Apply] ボタンをクリックします。 

 

15. 有効なキーを入力すると、登録が成功した旨のメッセージが表示されます。 

 

16. [Done] ボタンをクリックすると、製品のインストール ウィザードが表示されるので、ウィザードに従

いインストールを行います。 

※ アクティベーション完了後も、使用した、Serial Number、Application Code、Unlock Code を保

管しておいてください。 
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17. 製品のインストールの最後に、License Manager のインストールを促すメッセージが表示されます

ので、[はい] をクリックして、License Manager をインストールしてください。 

 

18. License Manager のインストールが終了すると、製品のインストールは完了です。 

 

インストール後、License Manager を起動するには、デスクトップにあるアイコンをダブルクリックするか、

Windows の  [スタート ] ボタンから  [すべてのプログラム ] – [activePDF License Manager] – 

[activePDF License Manager] を選択します。 

 

License Manager は、デフォルトでは、”C:¥Program Files¥activePDF License Manager” にインス

トールされます。 

 

License Manager を起動すると以下の様に表示されます。License Manager には、登録されている製

品、シリアル番号、ライセンスの種類などの情報が表示されます。 
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製品の登録の解除方法 

製品を別のシステムで使用するには、登録しているライセンスを解除する必要があります。License 

Manager を使用することで簡単に製品のライセンスを移行することができます。 

ライセンスを移行するには登録されているライセンスを解除し、移行するシステムで再登録を行います。 

1. License Manager を起動し、解除するライセンスを選択します。 

2. [Remove] ボタンをクリックすると、[Deactivate via internet] と [Deactivate manually] のオプショ

ンが表示されます。 

 

3. インターネット接続が可能なマシンの場合は、[Deactivate via internet] を選択します。インターネッ

トへ接続できないマシンの場合は、[Deactivate Manually] を選択し、手順 6 へ進みます。 

4. [Deactivate via internet] を選択すると、解除の確認のメッセージが表示されます。 [はい] をクリッ

クします。 

 

5. オンラインでのアクティベーション解除が行われ、License Manager から登録していたライセンスが

削除されます。 
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6. [Deactivate Manually] を選択すると、[Manual Deactivation] ダイアログが表示されます。 

 

7. [Select the deactivation method below] のドロップダウンから [Email Based] を選択すると、ダイ

アログ内に、“Serial Number” と “Activation Code” が表示されます。 

 

8. この内容をコピーして、メモ帳などに張り付けて保存してください。 

9. インターネット接続が可能なマシンで、ActivePDF License Center を開きます。 

ActivePDF License Center (Deactivation) : http://licensing.activepdf.com/Manual-

Deactivation.aspx 

http://licensing.activepdf.com/Manual-Deactivation.aspx
http://licensing.activepdf.com/Manual-Deactivation.aspx
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10. このページの “Serial Number” と “Activation Code” の入力ボックスに、手順 8 で保存した情

報をそれぞれ入力します。入力ミスを防ぐため、コピー＆ペーストで入力してください。 

 

11. [Get Deactivation Code] ボタンをクリックして、表示される“Deactivation Code” をコピーして、メモ

帳などに張り付けて保存してください。 

12. 製品がインストールされているマシンに戻り、コピーした Deactivation Code コードをテキスト ボッ

クスに張り付け [Apply] ボタンをクリックします。 

 

13. ライセンスが解除されます。 
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※ ディアクティベーション完了後も、使用した、Serial Number、Activation Code、Deactivation 

Code は保管しておいてください。 

 

 

製品インストール後のアクティベート手順 

製品のインストール後や登録の解除後に再度製品のアクティベーションを行う場合は、以下の手順を行

います。 

1. License Manager を起動します。 

2. [Add] ボタンをクリックします。 

3. シリアル番号を入力するダイアログが表示されるので、シリアル番号を入力して、[次へ] ボタンをク

リックします。 

 

4. 登録が完了したら、[Done] ボタンをクリックします。 

 

5. License Manager にライセンスが登録されます。 

6. インターネットに接続されていない場合は、以下の様に、“Error during activation : (12007) サー

バー名またはアドレスは解決されませんでした” のメッセージが表示されます。 
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7. [OK] ボタンをクリックすると、手動でのオフライン アクティベーションを促すメッセージが表示される

ので、[はい] をクリックします。 

 

8. [Manual Activation] ダイアログが表示されます。 

 

9. [Select the activation method below] のドロップダウンから [Email Based] を選択すると、ダイア

ログ内に、”Serial Number” と “Application Code” が表示されます。 
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10. この内容をコピーして、メモ帳などに張り付けて保存してください。 

11. インターネット接続が可能なマシンで、ActivePDF License Center を開きます。 

ActivePDF License Center (Activation) : http://licensing.activepdf.com/Manual-Activation.aspx 

12. このページの “Serial Number” と “Application Code” の入力ボックスに、手順 10 で保存した

情報をそれぞれ入力します。入力ミスを防ぐため、コピー＆ペーストで入力してください。 

 

13. [Get Unlock Code] ボタンをクリックして、表示される“Unlock Code” をコピーして、メモ帳などに張

り付けて保存してください。 

http://licensing.activepdf.com/Manual-Activation.aspx
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14. 製品をインストールしているマシンに戻り、コピーした Unlock Code をテキスト ボックスに張り付

け、[Apply] ボタンをクリックします。 

 

15. 有効なキーを入力すると、登録が成功した旨のメッセージが表示されます。 
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16. [Done] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 

※ アクティベーション完了後も、使用した、Serial Number、Application Code、Unlock Code を保

管しておいてください。 

 

延長キーの追加方法 

バージョンアップを行う場合や開発ライセンスの期間を延長する場合、延長キーの適用が必要になる場

合があります。以下の手順で延長キーを適用してください。 

1. ライセンス マネージャーを起動し、シリアル番号を入力して、アクティベートします。 

2. アクティベートが完了したら、[Add] ボタンをクリックし、[Extension Key] を選択して、延長

キーを入力してください。 

※ 延長キー適用後に製品をインストールする場合は、インストーラの起動時に、以下のメッセージが表

示されますので、[はい] をクリックしてインストールを継続してください。 

 

"You already have a valid serial number associated with this product (xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-

xxxxx). Would you like to keep that serial number?" 
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License Manager 2013 に関するドキュメント 

ActivePDF License Manager 2013 リファレンス (英語) 

http://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm 

 

 

テクニカル サポート 

ActivePDF 製品のテクニカル サポート (ライセンスの登録および解除を含む) を利用いただくには、有

効なメンテナンス & サポート プランが必要となります。有効な場合は、本製品のテクニカル サポート

の内容をご確認の上、弊社 Web サイトの専用フォームよりお問い合わせください。 

 

製品のテクニカル サポートについて 

https://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html 

 

お問い合わせフォーム 

https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html 

 

今後とも弊社製品をご愛顧お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先: 

エクセルソフト株式会社 

〒108-0073  東京都港区三田 3-9-9  森伝ビル 6F 

Tel: 03-5440-7875   Fax: 03-5440-7876 

営業部: xlsoftkk@xlsoft.com 

Copyright ® 1998-2019 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。 

http://documentation.activepdf.com/License_Manager/Default.htm
https://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/support.html
https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html
mailto:xlsoftkk@xlsoft.com
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