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アバスト プレミア

アバスト インターネットセキュリティ

アバスト プロアンチウイルス

ダウンロードとインストール、および

ライセンスアクティベーション（有効化）の手順



Step 1. ダウンロード

https://www.avast.co.jp/download-thank-you.php?product=ISE-ONLINE&locale=ja-jp

アバスト インターネットセキュリティのインストールがまだお済でないお客様は、ご注文完了メール、もしくは下記のリンクからソフトウェア

をダウンロードしてください。

ご注文完了メール 製品ダウンロードページ

上記リンクをクリックすると、自動的に製品のダウンロードが開始されます。

「インストール用ファイルをダウンロードす

る」ボタンをクリックして、ダウンロードを

開始してください。

＊「試用版」をご利用中のお客様で、すでにアバストアンチウイルス／セキュリティ製品がPCにダウンロード済のお客様は、このステップはスキップしてください。

アバスト プレミア

アバスト インターネットセキュリティ

アバスト プロアンチウイルス

https://www.avast.co.jp/download-thank-you.php?product=PRE-ONLINE&locale=ja-jp

https://www.avast.co.jp/download-thank-you.php?product=PAV-ONLINE&locale=ja-jp

https://www.avast.co.jp/download-thank-you.php?product=ISE-ONLINE&locale=ja-jp
https://www.avast.co.jp/download-thank-you.php?product=PRE-ONLINE&locale=ja-jp
https://www.avast.co.jp/download-thank-you.php?product=PAV-ONLINE&locale=ja-jp


Step 2. インストール (1/3)

Step 1.の製品のダウンロードが完了し、「ダウンロード」フォルダ

の中に下記のファイルを見つけてください。その後、ダブルク

リックしてインストールを開始してください。

File名：avast_internet_security_setup_online.exe

「インストール」ボタンを押すと、画面右下、ツールバー

上部に「進行中」の案内があらわれます。



Step 2. インストール (2/3)

下記画面が表示されます。「続ける」を押してください。 「はい」を押して、能動的プロテクションを有効にしてください。

過去に使用していたほかのセキュリティソフトがPC内にある場合、

アバスト製品インストールの前に、あらかじめアンインストールしてい

ただくか、本インストール完了後、速やかにアンインストールしてい

ただくことをおすすめいたします。



Step 2. インストール (3/3)

オプション１：

Androidスマートフォンをお使

いで、スマホにもアバストをご

希望の場合は、インストール

をお選びください。「いい

え・・・」をお選びいただき、次

に進んでいただいても問題は

ありません。

アバストへようこそ

インストールが完了すると、上記の画面を見ていただけるようになります。

＊画面右下、ツールバー内からアバストのアイコンをクリックしていただいても、

同様の画面を呼び出すことが可能です。

それでは、最後のステップ、「ステップ３：アクティベーション」に

お進みいただき、ライセンスを有効にしてください。

オプション２：

ファイアウォールの設定は、

ホームネットワーク上の安全

を守るために、「プライベート」

をお選びいただき、「OK」ボタ

ンを押していただくことをおす

すめいたします。



Step 3.ライセンスのアクティベーション（有効化）(1/4)

1. PC画面、右下の△マークをクリックして、「タスクト

レイ」を開きます。

2. アバストのロゴマークをクリックして、「アバストユー

ザーインターフェース」を開いてください。

（１） （２） アバスト ユーザーインターフェースタスクトレイからの起動

1. 「アバストユーザーインターフェース」が開いたら、

2. 左下「設定」をクリックしてください。



Step 3. ライセンスのアクティベーション（有効化）(2/4)

1. 「設定」を押すと、各種設定画面がひらきます。

2. 「申込み」をクリックしてください。

（３） （４） ライセンスの有効化の準備「申込み」ボタン

1. 「申込み」ページが開いたら、

2. 「詳細」右にある、▽マークをクリックしてください。



Step 3. ライセンスのアクティベーション（有効化）(3/4)

1. ▽マークを押すと、「詳細」がひらきます。

2. 「アクティベーションコードを入れる」をクリックし

てください。

（５） （６） ライセンスの有効化の準備「アクティベーションコードを入れる」

1. 「アクティベーションコードを入れる」画面が開いたら、

2. お手元に届いた、「アクティベーションコード」を入れ

て下さい。



Step 3. ライセンスのアクティベーション（有効化）(4/4)

1. アクティベーションコードを、お間違いのないよう

に入力していただいたのち、

2. 「次へ」をクリックしてください。

（７） （８） ライセンスの有効化完了「アクティベーションコード」の有効化

1. 上記画面があらわれたら、「OK」を押していただき、

「アバストユーザーインターフェース」にお戻りください。

2. これで、ライセンスのアクティベーションが完了です。



アバスト クリーンアップ

ダウンロードとインストール、および

ライセンスアクティベーション（有効化）の手順



Step 1. アバスト クリーンアップのダウンロード／インストール

アバスト クリーンアップがインストールされていることの確認

アバストのセキュリティ（アンチウイルス）製品を

インストールしていただくと、通常「アバスト クリーンアップ」は

自動的にお客様のPCにインストールされています。

そのため、「アバスト クリーンアップ」を改めてダウンロード

およびインストールしていただく必要はありません。

ただし、そのままではライセンスが有効になっていないため、

「アバスト クリーンアップ」をお使いいただくことはできません。

ライセンスの有効化（アクティベーション）が必要となります。

ライセンスのアクティベーション（有効化）の方法は、

次のページ以降に記載させていただきます。

＊「アバストユーザーインターフェース」＞「申込み」 を開い

ていただくと、「アバストクリーンアップ」がすでにインストー

ルされていることをご確認いただけます。



Step 2. アバスト クリーンアップ ライセンスのアクティベーション（有効化）

この場合は、ご注文の完了とともに、自動的にライセンスが

アクティベート（有効化）されますので、お客様はシステムが

自動的にライセンスアクティベーションをおこなうのをお待ち

いただくだけとなります。

ライセンスがアクティベートされているかどうかを確認するには、

「アバスト ユーザーインターフェース*」より「申込み」をお開きいただき、

「アバスト クリーンアップ」が有効になっていることをご覧ください。

アバスト クリーンアップは、セキュリティ製品をダウンロードして

いただいた後、PCの画面上に現れる下記のようなご注文画

面より、ご購入を完了していただいているお客様が、ほとんど

と思います。

*アバストユーザーインターフェースの開き方はこのご案内の8ページ目をご確認ください。



Step 2 . トラブルシューティング ライセンスのアクティベーション（有効化）

アクティベーションコードは、ご購入時にお手元に届いた、

ご注文完了メール上に、記載がございます。

下記の画面があらわれますので、お間違いのないように

コードを入力してください。

ライセンスの有効化をご確認いただいた際、万が一、「ライセ

ンスが購入されていません」が表示されている場合、

「アクティベーションコードを入れる」より、手動でライセンスの

有効化をおこなっていただく必要がございます。



アバスト セキュアラインVPN

ダウンロードとインストール、および

ライセンスアクティベーション（有効化）の手順



Step 1. アバスト セキュアラインVPNのダウンロード／インストール

アバスト セキュアラインVPNがインストールされていることの確認アバストのセキュリティ（アンチウイルス）製品を

インストールしていただくと、通常「アバスト セキュアライン

VPN」は同時にお客様のPCにインストールされます。

そのため、「アバスト セキュアラインVPN 」を改めてダウンロード

およびインストールしていただく必要はありません。

ただし、そのままではライセンスが有効になっていないため、

「アバスト セキュアラインVPN 」をお使いいただくことはできま

せん。ライセンスのアクティベーション（有効化）が必要となり

ます。

ライセンスのアクティベーション（有効化）の方法は、

次のページ以降に記載させていただきます。

＊「アバストユーザーインターフェース」＞「申込み」 を開い

ていただくと、「アバストセキュアラインVPN」がすでにイン

ストールされていることをご確認いただけます。



Step 2. アバスト セキュアラインVPN ライセンスのアクティベーション（有効化）

なお、「ライセンス ファイ

ル」は、ご注文の完了

後、ご登録をいただいた

Eメールアドレスに届く、

ご注文完了メール内に

も、ダウンロードボタンを

ご用意させていただいて

おります。

アバスト セキュアラインVPNのご注文を完了していただくと、

下記の画面がPCスクリーンにあらわれます。

画面上部にご案内がある通り、「製品のアクティベーション」

が必ず必要となります。手順は下記の通り：

1. ライセンスファイルを「ダウンロード」（右ボタンより）

2. ライセンスファイルをダブルクリックして、アクティベーション

を確認する。



Step 2. アバスト セキュアラインVPN ライセンスのアクティベーション（有効化）

ダウンロードが完了したら、エクスプローラーを開き、「ダウンロード」フォル

ダ内に、ライセンスファイルをみつけてください。

ダウンロードボタンを押すと、下記

の画面がブラウザで自動的に立ち

上がり、「ライセンスファイル」のダウ

ンロードが開始されます。

ダウンロードにか

かる時間は、お

客様が接続して

いるネット環境

によりますが、通

常1分以内には

完了いたします。

「ライセンスファイル」をみつけたら、ファイルの上でダブルクリックをしてく

ださい。下記が表示されたら、「はい」を押していただき、ライセンスのイ

ンストールを開始します。（次頁へ）



Step 2. アバスト セキュアラインVPN ライセンスのアクティベーション（有効化）

インストールがおこなわれている間、４StepでセキュアラインVPNのかんたんなご案内をご覧いただきます。「続ける」ボタンを押してください。

ライセンスファイルの読み込みが完了すると

左記が表示されます。

それでは、ライセンスがきちんとアクティベート

（有効化）されたことを、確認いたしましょう。

完了です。



Step 3. アバスト セキュアラインVPN ライセンスのアクティベーションの確認

ライセンスはきちんとアクティベートされたでしょうか。「アバスト ユーザーインターフェース」からご確認いただけます。

「ライセンスは有効です」が表示されていれば、ライセンスのアク

ティベーションは無事に完了しています。

*ユーザーインターフェースの開き方は、P.8に詳細がございます。ご確認ください。



ありがとうございます
Thank You
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