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インストラクションガイド 
 

■ 製品のご紹介 
 

ホームページ・ビルダーTM V6.5 with HotMedia® ライト 
ホームページ記述言語「HTML」を知らなくても、初心者から上級者まで使えるホームページ作成ソフトのベス

トセラーです。ページ作成・編集からページ公開までをビギナーズ・ナビがガイド。初心者の方も、ステップ・

バイ・ステップでお望みのホームページを簡単に作成できます。文字や画像を思い通りにレイアウトでき、アニ

メーションからビデオまで動きのあるページの演出も思いのまま。また “インターネット翻訳の王様 バイリンガ

ル Version5” と連携すれば英語のホームページが簡単に作成できます。 
製品情報サイト http://www-6.ibm.com/jp/software/internet/hpb/ 
 
インターネット翻訳の王様® バイリンガル Version5 
ホームページやメール、ワープロ文書など幅広い用途に対応する個人向け英日・日英翻訳ソフトウェアです。さ

らにパワーアップした「インテリジェント翻訳エンジン」により高精度な英日・日英翻訳を実現。また、TOEIC
テスト対策に役立つ「単語帳機能」や日本語で文章入力しながら1タッチで英訳可能な「キータイプ翻訳機能」、

翻訳したい文書にマウス・ポインターを重ねるだけで翻訳結果を表示する「マウス辞書＆翻訳機能」、ヒアリン

グ学習に最適な「原文・訳文読み上げ機能」など、英語学習機能が満載です。 
製品情報サイト http://www-6.ibm.com/jp/software/internet/king/ 
 
Desktop On-Call® Version 5 「PCリモコン TM」 for COMPAQ 
遠隔地のパソコンを、Webブラウザーを搭載したパソコンや、COMPAQのPDA「iPAQ Pocket PC」などから

操作できるソフトウェアです。自宅のパソコンにデジタル・カメラやデジタル・ビデオカメラを接続しておけば、

携帯電話（i-mode や EZweb、J-SKY 等）の画面から家の様子を確認することもできます。ブロードバンドや無

線 LAN の普及に伴い、企業での利用はもちろん仕事や家庭でブロードバンド・モバイル環境を充実させたい人

にも最適です。 
製品情報サイト http://www-6.ibm.com/jp/pspjinfo/javadesk/ 
 
 
■ インストール方法 
 
IBM Paq CD-ROMを、ドライブに入れるとソフトウェア選択画面が起動します。画面表示に従い、

インストールしたいソフトウェアの「インストールボタン」をクリックすることでインストールが

開始されます。（もし自動起動しない場合は「スタート」-｢ファイル名を指定して実行｣で 
“X:\start.exe” （X は CD-ROMのドライブ名）を指定して実行してください。） 
 
 
 

■ 制限事項 / ご注意 
 
- IBM Paq CD-ROMに収録されている以下のソフトウェアについては、OEM版のため市販のパッ

ケージ版とは詳細機能が異なります。 
 ホームページ・ビルダーV6.5 with HotMediaライト 
ライト版のご提供です。詳細な機能差異は「はじめにお読みください」をご覧ください。 
 Desktop On-Call Version 5「PCリモコン」for COMPAQ 

 対応OSはWindowsのみです。PDA専用ゲスト側ソフトは iPAQ Pocket PC版のみが含ま

れています。 
- 各ソフトウェアには印刷されたマニュアルは付属していませんのでソフトウェアのヘルプ機能を

ご参照ください。 
- プリインストール以外のOSでは動作保証 / サポートいたしておりません。 
 
■ ユーザ登録のご案内 
 
各製品のオンラインユーザ登録をお願いいたします。バージョンアップ情報等を提供予定です。 
オンラインユーザ登録サイト http://www-6.ibm.com/jp/contact/registration/ 

※ユーザ登録時には下記「ライセンス証書番号」が必要になります。 
- ホームページ・ビルダー V6.5 with HotMedia ライト for COMPAQ 

プログラム番号：AS27IJA / ライセンス証書番号：CP2BPH00020401 
- インターネット翻訳の王様 バイリンガル Version5 for COMPAQ 

プログラム番号：45P7391 / ライセンス証書番号：CP2GNK00020401 
- Desktop On-Call Version 5 「PCリモコン」for COMPAQ 

プログラム番号：5724C22 / ライセンス証書番号：CP2CTD00020401 
※このインストラクションガイド（ライセンス証書番号）が各製品のライセンス証書の代わりと

なりますので IBM Paq CD-ROM と一緒に大切に保管してください。またこの情報をなくさ

ないよう別の媒体にコピーすることをお勧めいたします。 
 
■ マニュアル販売のご案内 
 
各製品のマニュアルは、下記Webサイトから購入できます。 

㈱インフォ･クリエイツ IBMマニュアル・センター http://www.infocreate.co.jp/  
※インフォ・クリエイツでは、インターネットからのご注文のみ受け付けています。またご注文

は、E-mailを使用できるお客様に限らせていただきますのでご了承ください。 
 
■ 各種書籍のご紹介 
 
ソフトウェアを解説した各種書籍を以下サイトにてご案内しています。ぜひご利用ください。 
ホームページ・ビルダー 関連書籍サイト 
http://www-6.ibm.com/jp/software/internet/hpb/books_v65.html 
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■ 製品アップグレードについて 
 
ご購入いただいた本コンパック製品に同梱されている「ホームページ・ビルダー V6.5 with 
HotMedia ライト」をお持ちのお客様を対象に、フルパッケージ版を特別価格でご提供いたします。

詳しくは、ヘルプメニューの「フルパッケージ版の購入について」をご覧ください。 
 
 
■ サポート情報 
 
IBM Paqに収録されている IBM製品のサポートは以下をご参照ください。 
(コンパックカスタマーセンターでは本製品のサポートはいたしておりません。) 
 
◆ 各製品のお問い合わせ窓口 
製品に関してのお問い合わせ（アップグレード・ファイルアップデート、セットアップ、導入など）

は、下記サポート窓口にご連絡ください。 
 
日本 IBM株式会社 IBM PCソフトウェア･ヘルプセンター 
フリーダイヤル 0120-558-695 
ダイヤルイン   044-200-8666 （携帯電話/PHSのお客様はこちらをご利用ください） 
受付時間  9:00-18:00 （土、日、祝日、年末年始及び特定休業日を除く） 
※ お問い合わせ、ご支援は IBM製品に限らせていただきます。IBM製品以外の製品のお問い合わせはご遠

慮ください。 
※ ご利用者が多数の場合、電話がつながりにくい場合があります。時間を置いて電話をかけなおしいただ

きますようにお願いします。 
※ お問い合わせいただく前に、あらかじめ製品のヘルプや下記のパーソナル・ソフトウェア・オンライン

サポート( http://www.ibm.com/jp/software/esupport/ )等をご参照ください。 
 
◆ パーソナル・ソフトウェア・オンラインサポート 
IBM PCソフトウェア・ヘルプセンターにてお客様からいただいた比較的多い質問と回答をまとめ

ています。ソフトウェアをご利用の上で疑問点が出たら、お電話での問い合わせの前に、一度この

ページの情報をご覧になってください。 
パーソナル・ソフトウェア・オンラインサポートサイト http://www.ibm.com/jp/software/esupport/ 

 
◆ 修正プログラム入手方法 
PC ソフトウェア製品の修正プログラムをインターネットの下記サイトから取り寄せることができ

ます。 
フィックスパック ライブラリーサイト http://www.ibm.com/jp/aspc/fixpak.html 

 
◆ IBM FAXサービス 
製品カタログや役に立つ情報がFAXからも入手できます。（24時間受付） 

なお本システムはトーン信号のみに対応しています。 
FAX：044-200-8600  ※コード番号「＃1」で総合案内を取り出せます。 
IBMホームページからコード番号を探すことができます。 
IBM FAXサービスサイト http://www.ibm.com/jp/services/its/fax/index.html  
 
◆ PCハウス･コール訪問サービス(有償) 
PCハウス･コール訪問サービスは人気ソフトウェアの導入支援をはじめ、幅広いニーズにお応えし

ます。 ｢ワープロ、表計算ソフトを勉強したい!｣など、初心者の方のお悩みを解消しながらパソコ

ンの楽しさを十分に感じていただけるように考え、メーカーを問わず安心サポートをご提供させて

頂いております。 
 
○サービスに関する詳細・お問い合わせは下記をご参照ください。 

PCハウス･コール訪問サービスサイト http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/house/house.html 
PCサービスお申し込み窓口 
TEL: 0120-559-592 
受付時間 10:00-17:30 (土、日、祝日、12月30日～1月3日および6月17日を除く) 

 
 
ご購入いただいたコンパック製品のほか、コンパックのさまざまな最新情報を下記ホー

ムページでご案内しております。ぜひご覧ください。 
コンパック ホームページ  http://www.compaq.co.jp/ 

 
 
                                                                              
ご注意：画像、映像、音楽などの著作物は「著作権法」によって保護されます。このような著作物

を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用することを目的とする場合などで、かつ「著作権

法」で認められる範囲内で行うことができます。著作者･著作権者などの許諾なく、これらの複製

（データ形式の変換を含みます）、改変、複製物の譲渡又はネットワーク上での配信などを行うと、

「著作権侵害」「著作者人格権侵害」などとして損害賠償の請求や刑事罰を受けることがあります。

本製品を使用してこれらの複製などをされる場合には、「著作権法」を遵守の上、適切なご使用を

心がけてください。 
 
本サービスは2002年4月現在のものです。本ガイドの内容は、予告なしに変更されることがあります。 
また著作権によって保護された情報が掲載されています。いかなる部分も、コンパックコンピュータ株式会社の

書面による承諾なしに複写あるいは複製することはできません。 
本ガイドに記載されているソフトウェアは、ライセンス契約または秘密保持契約に基づいて供給されます。した

がってソフトウェアは、それらの契約条件によってのみ使用または複製することができます。 
©2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. ©2002 コンパックコンピュータ株式会社 
COMPAQ、Compaqロゴは、米国Compaq Information Technologies Group, L.P.の商標です。 
©Copyright IBM Corp. 1995, 2002 All Rights Reserved.  IBM、ホームページ・ビルダー、インターネット翻訳の

王様、Desktop On-Callは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。 
その他、本ガイドに記載されている会社名、製品名、サービス名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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