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インストラクションガイド 
 
■ 製品のご紹介 
 
Adobe® Photoshop® Elements 日本語版 
Adobe Photoshop Elementsは独自の機能を搭載し、デジタルカメラユーザ、画像編集に興味のある方、ビジネス

ユーザ向けに操作が簡単でしかもパワフルなデジタル画像ソリューションを提供しています。最先端の画像編集

ツールにより、創造性を無限に広げながら、デジタルイメージングに熟達することができます。柔軟性の高い画

像読み込みオプションにより、デジタルカメラまたはフィルムカメラで撮影した写真の加工が可能です。また、

多彩な出力機能を使用して、プリント、電子メール、Web ページへの掲載などさまざまな用途に使用できる画像

データを作成できます。 
製品情報サイト  http://www.adobe.co.jp/products/photoshopel 
 
Adobe® Premiere® LE 日本語版 
Adobe Premiere LEはプロフェッショナルツールとして定評のある、Premiere から基本機能を受け継ぎつつDV
編集の初心者にも扱いやすく改良されています。各インターフェースウインドウは自分好みの位置や大きさに変

更できるため、使いやすさと効率は格段にアップします。今までの低価格 DV 編集ツールとは一味違ったアプリ

ケーション、それがAdobe Premiere LE です。 
製品情報サイト  http://www.adobe.co.jp/products/premierele 
 
■ インストール方法 
 
・ Adobe Paq CD-ROMを、ドライブに入れるとアプリケーション選択画面が起動します。画面表

示に従い、インストールするソフトウェアの「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。（CD-ROM挿入時、選択画面が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:\AutoPlay.exe -c” （X は CD-ROMのドライブ名）を指定して実

行してください。） 
・ インストール時にシリアル番号を入力する必要があります。下記シリアル番号を入力してくださ

い。 
Adobe Premiere LE 
 - コンパックユーザ専用 シリアル番号  PJM600B7100005-558 
Adobe Photoshop Elements 
 - Adobe Paq CD-ROMケース裏面に貼付されているシール記載の番号を入力して下さい。 

 
■ 制限事項 / ご注意 
 
・ シリアル番号はお客様のライセンスを特定する個別の番号で非常に重要なものです。シリアル番

号はいかなる場合でも再発行できません。ソフトウェア再インストール時にも必要となりますの

で Adobe Paq CD-ROM と一緒に大切に保管してください。またお客様がアドビシステムズへ

ユーザ登録を行う前にシリアル番号を紛失されますと、ユーザ登録ができなくなります。 
・ 本CD収録の各ソフトウェアは、OEM版のため市販のパッケージ版とは詳細機能が異なる場合が

ありますのでご了承ください。 
・ 印刷されたマニュアルは付属しており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 / サポートしておりません。 
・ Photoshop Elements のインストール完了時にアプリケーション選択画面が終了する場合があ

ります。引き続き別のアプリケーションをインストールする場合は、一度Adobe Paq CD-ROM
をドライブから取り出し、再度挿入してからインストール作業を続行してください。 

 
■ ユーザ登録のご案内 
 
各ソフトウェア起動時に「Adobe製品登録」が表示されますので、ユーザ登録をお願いいたします。

ユーザ登録が完了しますと、随時アドビアップグレードセンターから新製品のご案内や特別提供、

アップグレードに関するご案内が届きます。またシリアル番号の盗用など、トラブルや違法コピー

防止のためにも、インストール後直ちにご登録ください。新製品のお求めは、アドビ認定ディーラー

あるいはアドビストア（http://www.adobe.co.jp/store/main.html ）にお申込みください。ご購入前

の製品情報は、アドビのホームページもしくはカスタマーインフォメーションセンターからご入手

ください。（ご使用方法や技術的なご質問は、サポート契約後テクニカルサポートセンターヘお問

い合わせください。サポートについては裏面のご案内をご覧ください。） 
 

 カスタマーインフォメーションセンター（製品の購入に関するご案内） 
受付時間 9:30 - 17:30 （土・日・祝日およびアドビ指定休日を除く） 
電話番号 03 - 5350 - 0407 

 アップグレードセンター （ユーザ登録、アップグレードサービスに関するお問い合わせ） 
受付時間 10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 （土・日・祝日およびアドビ指定休日を除く） 
電話番号 048 - 226 - 0040 

 
■ 各種書籍のご紹介 

 
各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。 
Adobe Photoshop Elements 

http://www.adobe.co.jp/products/photoshopel/books/main.html 
 
Adobe Premiere 6 

http://www.adobe.co.jp/products/premiere/books/main.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 Adobe Photoshop Elements、Adobe 
Premiere LEをお持ちのお客様を対象に、Adobe Photoshop、Adobe Premiere 最新バージョンへ

の特別アップグレード価格をご用意しました。ぜひこの機会にお申し込みください。詳細は、同封

のチラシをご覧ください。 ※ユーザ登録が必要になります。 
 
Adobe Photoshop 7 は、あらゆるメディアでユーザの創造性を無限に広げ、かつてな

い作業効率をもたらす多くの新機能を搭載。すべてのユーザに価値を実感していただけ

る、世界標準の画像編集ソリューションです。  
Adobe Premiere 6 は、奥の深さと使いやすさ、そしてパワーを兼ね備えた、総合的な

プロフェッショナル向けデジタルビデオ編集ツールです。DVを取り込み、編集し、Web
に配信するという次世代のワークフローを実現します。各製品の詳細は以下サイトをご

覧ください。 
Photoshop製品情報サイト http://www.adobe.co.jp/products/photoshop  
Premiere  製品情報サイト http://www.adobe.co.jp/products/premiere 
 
 
■ サポート情報 
 
Adobe Paq CD-ROMに収録されているアドビ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。) 
 
◆無償サポートの内容について （電話や電子メールによる技術支援は有償となりま

す。） 
 アドビWebサイトからの技術情報提供 

下記サイトよりサポート、技術情報の検索ができます。 
http://www.adobe.co.jp/support/main.html 

 ファクスからの技術情報提供 
営業時間 年中無休（メンテナンス期間を除く） 
Fax 番号：03-5352-0251 （ボックス番号 99 にてサービスメニューをご確認後、ご利用く

ださい。） 
 
◆有償サポートの内容について 
 インシデント制（※）による、電話/ 電子メールからの技術支援  

（お客様が選択されるいずれかの方法でのみのサポートになります。） 
営業時間 9:30 – 17:30（土・日・祝日およびアドビ社指定休日を除く） 
1案件あたり  ￥ 4,000 （1年間有効・消費税別） 
5案件分まとめて  ￥18,000 （2年間有効・消費税別） 

年間契約制1年間  ￥29,800より（消費税別） 
（※）インシデント制とは、お客様が電話される回数ではなく、問題が解決された案件数をカウントするユーザ

サポートの方法です。解決するまでその案件は保持されます。 
 
◆アドビ有償サポート(Adobe Customer First)契約のお申込みについて 
 受付時間帯 9:30 – 17:30（土・日・祝日およびアドビ社指定休日を除く） 

サポート契約センター電話番号  0120-535057（フリーダイアル） / 03 - 5350 - 8688 
 
サポート契約番号（サポート ID）を取得後、あらためてサポートセンターへ電話していただきます。

サポートセンター電話番号、メールアドレスは契約時にご連絡させていただきます。サポート ID
がありませんとサポートスタッフまでつながりませんのでご注意ください。アドビのホームページ

のウエブマスター宛てにメールを送信してもお答えできませんので、ご了承ください。サポートに

関する詳細につきましてはアドビシステムズのホームページ（http://www.adobe.co.jp ）をご参照

ください。さらにサポート契約センターでもお問合せをお受けしています。 
 
◆その他 
上記情報は、アドビ社の都合により変更される場合がありますので、適宜、アドビのホームページ

によりご確認くださいますようお願い申し上げます。 
 
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。 
Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Premiere LEはAdobe Systems Incorporated (アドビシステム

ズ社)の登録商標です。 
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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