
ブルーフィルター
インストールガイド

本ソフトには、インストールガイド(本紙）と取扱説明書（PDFファイル）が付属しています。
PDFファイルには、操作方法、画面説明、よくあるご質問等を掲載しています。
※取扱説明書（PDFファイル）は、ソフトをインストール後にデスクトップにショートカットアイコンが作成されますので
　そちらをダブルクリックしてご覧ください。

動作環境・注意事項

お問い合わせ窓口

シリアルナンバー

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1
※Mac OSには対応しておりません。※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いた
　しません。また、弊社サポートも対象外です。

Intelプロセッサ 2GHz以上（または同等の互換プロセッサ）

1GB以上（Windows 7 / 8 / 8.1 の場合、2GB以上）

1024×768以上の解像度で色深度32bit True Color以上の表示をサポートしている環境

倍速以上

100MB以上の空き容量

インターネット接続環境必須(ブロードバンド推奨)
※PDFマニュアルの閲覧ソフトのインストールやアップデートの確認を行う際にはインターネット接続
　環境が必要です。

対応OS

CPU

メモリ

ディスプレイ

CD-ROM

ハードディスク

その他

インストールする前にご確認ください。

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などございましたら、メールまたはFAXでユーザーサポートまでご連絡ください。
また、取扱説明書（PDFファイル）や、弊社ホームページにて「よくあるお問い合わせ」を掲載しております。
そちらもご覧ください。

お問い合わせの際は、下記を参考にパソコンの状況・操作の具体例などを出来るだけ詳しくお知らせください。

●ソフトのタイトル・バージョン
　「ブルーフィルター」

●ソフトのシリアルナンバー
　本紙に貼付されています。

●ソフトをお使いになられているパソコンの環境
　・OS及びバージョン
　　　例：Windows 8.1
　　　　  Windows Updateでの最終更新日○○年○月○日
　・ブラウザのバージョン 
　　　例：Internet Explorer 11
　・パソコンの仕様 
　　　例：SONY  XXXX-XXX-XX
　　　　  PentiumⅢ 1GHz　HDD 500GB　Memory 2GB

●お問合せ内容 
　例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった
　　  □□□部分の操作について教えてほしい…etc　　　　　　

●お名前　　　

●ご連絡先など
　※メールの場合、お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、
　　弊社からのメールが受信されない場合がありますので、その際は設定をご確認ください。

シリアルナンバーは大切に保管してください。

※３台のパソコンにインストールできます。

※シリアルナンバーは、ユーザー登録や最新版アップデート

　の際に必要となります。

※シリアルナンバーを再発行することはできません。
IRT0372

メールでのお問い合わせ

E-mail  info@irtnet.jp
FAXでのお問い合わせ

FAX   050-3538-6704
サポート対応時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)
※メール・FAXは２４時間受付けておりますが、ご返答は上記のサポート対応時間内になります。
※通信料はお客様負担となります。

ＩＲＴホームページ

URL   http://irtnet.jp/
ホームページでは、ソフトウェアの最新情報、アップデート情報をお知らせしております。

最新版のソフトウェアをダウンロードしてお使いいただけます。

また、よくあるご質問も掲載しておりますので、ご覧ください。

【ご注意】
お客様よりいただいたお問合せに返信できない現象が多発しております。
FAX及びe-mailでのお問合せの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまでお送りくださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

【OS について】
●上記 OS が正常に機能し、OS の最低動作環境を満たしていることが前提です。●日本語版 32bitOS のみの対応です。各種 ServerOS には対応し
ておりません。Windows 7 / 8 / 8.1 64bit では、WOW64(32bit 互換モード )で動作します。●Windows 8 / 8.1 では、デスクトップモードのみ
対応です。●最新のサービスパック (SP) 及び各種パッチが適用されている環境が前提です。●管理者権限を持ったユーザーでお使いください。

【ご注意】
●他のソフトと互換性はありません。●本製品はディスプレイの色合いを調整するソフトです。ディスプレイの機種や環境によって効果は異な
ります。●本製品を仕様することにより得られる効果は、お客様の環境により異なる為、効果を保証するものではありません。●本製品を運用さ
れた結果の影響につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。●本ソフトは 1 台のパソコンに 1 ユーザー 1 ライセンスとなっております。
３台までご利用になれます。

【サポートについて】
●弊社ではソフトの動作関係のみのサポートとさせていただきます。また、製品の仕様やパッケージ、ユーザーサポートなどすべてのサービス
等は予告無く変更、または終了することがあります。予めご了承ください。●パソコン本体等の各種ハードウェア、各種ソフトウェアについての
お問い合わせやサポートにつきましては、各メーカーに直接お問い合わせください。

【その他】
●本ソフトにはネットワーク上でデータを共有する機能はなく、また、ネットワークを経由して本ソフトを使用することはできません。●本ソ
フトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。●本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用すること
を禁止します。改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。●本ソフトを運用された結果の影響につきましては、弊社は一切の責任
を負いかねます。また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますので予めご了承ください。●本ソフトのソフトウェ
アの再配布・貸与・レンタル・中古品としての取引は禁止します。●著作者の許諾無しに、画像・イラスト・文章等の内容全て、もしくは一部
を無断で改変・頒布・送信・転用・転載等は法律で禁止されております。

【商標について】
●Microsoft、Windows、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国に
おける登録商標または商標です。●Mac、Mac OS は米国および他国の Apple Inc. の登録商標です。●Intel はアメリカ合衆国および他の国におけ
る Intel Corporation の登録商標または商標です。●その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、商標又は登録商標です。●本製
品は、株式会社アイアールティーのオリジナル製品です。



Windows 8、8.1
 はい  ボタンをクリックしてください。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

正常にインストールが完了すると、デスクトップに下記のようなショートカットアイコンが作成されます。

○ハードディスクの空き容量
　100MB 以上の空き容量

○管理者権限について
　インストールするパソコンの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止
　インストールする前にウィルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※WindowsOSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合、正常にインストールが行われない場合があります。

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。

パソコンの設定によっては自動でセットアップが始まらない

場合があります。その場合は、

[コンピューター]※→[CDまたはDVDドライブ]→

[SETUP.EXE]をダブルクリックしてください。

※Windows 7、8、8.1の場合は[コンピューター]
　Windows Vistaの場合は[コンピュータ]
　Windows XPの場合は[マイコンピュータ]

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに
入れてください。

2 使用許諾契約の内容を確認してください。

使用許諾契約書の内容を確認し、

使用許諾契約の条項に同意しますをクリックして

選択した後、次へ ボタンをクリックしてください。

※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。

3 インストール先のフォルダーを確認してください。

インストール先を変更しない場合は 次へ ボタン、

インストール先を変更する場合は 変更 ボタンを

クリックしてください。 

4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。

よろしければ インストール ボタンをクリック

してください。

インストールが始まります。

5 インストール完了！

インストールが正常に終了すると左のような画面が

表示されますので 完了 ボタンをクリックしてください。

インストール方法

インストール時にこのような画面が表示されましたら…

[自動再生]画面が表示された場合

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合

Windows 8、8.1
[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows 7
[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vista
[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vista
[許可]をクリックしてください。

Windows 7
 はい  ボタンをクリックしてください。

ブルーフィルター_PDFマニュアル
デスクトップショートカットアイコン
（左図は、Window 8の場合のアイコン例）

ブルーフィルター
デスクトップショートカットアイコン

 ダブルクリックすると

「ブルーフィルター」を起動！

ダブルクリックすると

PDF取扱説明書をご覧いただけます！

本ソフトには、PDFマニュアル（アンインストール方法/起動方法/操作説明/画面の説明/よくあるお問い合わせを掲載）
が同梱されています。Windows 8、8.1 以外のOSの場合、PDFマニュアルをご覧いただくには、Adobe Readerが
必要となります。アドビシステムズ社より無償配布されているAdobe Readerをダウンロードしてください。
詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。



Windows 8、8.1
 はい  ボタンをクリックしてください。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

正常にインストールが完了すると、デスクトップに下記のようなショートカットアイコンが作成されます。

○ハードディスクの空き容量
　100MB 以上の空き容量

○管理者権限について
　インストールするパソコンの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止
　インストールする前にウィルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※WindowsOSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合、正常にインストールが行われない場合があります。

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。

パソコンの設定によっては自動でセットアップが始まらない

場合があります。その場合は、

[コンピューター]※→[CDまたはDVDドライブ]→

[SETUP.EXE]をダブルクリックしてください。

※Windows 7、8、8.1の場合は[コンピューター]
　Windows Vistaの場合は[コンピュータ]
　Windows XPの場合は[マイコンピュータ]

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに
入れてください。

2 使用許諾契約の内容を確認してください。

使用許諾契約書の内容を確認し、

使用許諾契約の条項に同意しますをクリックして

選択した後、次へ ボタンをクリックしてください。

※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。

3 インストール先のフォルダーを確認してください。

インストール先を変更しない場合は 次へ ボタン、

インストール先を変更する場合は 変更 ボタンを

クリックしてください。 

4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。

よろしければ インストール ボタンをクリック

してください。

インストールが始まります。

5 インストール完了！

インストールが正常に終了すると左のような画面が

表示されますので 完了 ボタンをクリックしてください。

インストール方法

インストール時にこのような画面が表示されましたら…

[自動再生]画面が表示された場合

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合

Windows 8、8.1
[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows 7
[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vista
[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vista
[許可]をクリックしてください。

Windows 7
 はい  ボタンをクリックしてください。

ブルーフィルター_PDFマニュアル
デスクトップショートカットアイコン
（左図は、Window 8の場合のアイコン例）

ブルーフィルター
デスクトップショートカットアイコン

 ダブルクリックすると

「ブルーフィルター」を起動！

ダブルクリックすると

PDF取扱説明書をご覧いただけます！

本ソフトには、PDFマニュアル（アンインストール方法/起動方法/操作説明/画面の説明/よくあるお問い合わせを掲載）
が同梱されています。Windows 8、8.1 以外のOSの場合、PDFマニュアルをご覧いただくには、Adobe Readerが
必要となります。アドビシステムズ社より無償配布されているAdobe Readerをダウンロードしてください。
詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。



ブルーフィルター
インストールガイド

本ソフトには、インストールガイド(本紙）と取扱説明書（PDFファイル）が付属しています。
PDFファイルには、操作方法、画面説明、よくあるご質問等を掲載しています。
※取扱説明書（PDFファイル）は、ソフトをインストール後にデスクトップにショートカットアイコンが作成されますので
　そちらをダブルクリックしてご覧ください。

動作環境・注意事項

お問い合わせ窓口

シリアルナンバー

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1
※Mac OSには対応しておりません。※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いた
　しません。また、弊社サポートも対象外です。

Intelプロセッサ 2GHz以上（または同等の互換プロセッサ）

1GB以上（Windows 7 / 8 / 8.1 の場合、2GB以上）

1024×768以上の解像度で色深度32bit True Color以上の表示をサポートしている環境

倍速以上

100MB以上の空き容量

インターネット接続環境必須(ブロードバンド推奨)
※PDFマニュアルの閲覧ソフトのインストールやアップデートの確認を行う際にはインターネット接続
　環境が必要です。

対応OS

CPU

メモリ

ディスプレイ

CD-ROM

ハードディスク

その他

インストールする前にご確認ください。

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などございましたら、メールまたはFAXでユーザーサポートまでご連絡ください。
また、取扱説明書（PDFファイル）や、弊社ホームページにて「よくあるお問い合わせ」を掲載しております。
そちらもご覧ください。

お問い合わせの際は、下記を参考にパソコンの状況・操作の具体例などを出来るだけ詳しくお知らせください。

●ソフトのタイトル・バージョン
　「ブルーフィルター」

●ソフトのシリアルナンバー
　本紙に貼付されています。

●ソフトをお使いになられているパソコンの環境
　・OS及びバージョン
　　　例：Windows 8.1
　　　　  Windows Updateでの最終更新日○○年○月○日
　・ブラウザのバージョン 
　　　例：Internet Explorer 11
　・パソコンの仕様 
　　　例：SONY  XXXX-XXX-XX
　　　　  PentiumⅢ 1GHz　HDD 500GB　Memory 2GB

●お問合せ内容 
　例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった
　　  □□□部分の操作について教えてほしい…etc　　　　　　

●お名前　　　

●ご連絡先など
　※メールの場合、お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、
　　弊社からのメールが受信されない場合がありますので、その際は設定をご確認ください。

シリアルナンバーは大切に保管してください。

※３台のパソコンにインストールできます。

※シリアルナンバーは、ユーザー登録や最新版アップデート

　の際に必要となります。

※シリアルナンバーを再発行することはできません。
IRT0372

メールでのお問い合わせ

E-mail  info@irtnet.jp
FAXでのお問い合わせ

FAX   050-3538-6704
サポート対応時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)
※メール・FAXは２４時間受付けておりますが、ご返答は上記のサポート対応時間内になります。
※通信料はお客様負担となります。

ＩＲＴホームページ

URL   http://irtnet.jp/
ホームページでは、ソフトウェアの最新情報、アップデート情報をお知らせしております。

最新版のソフトウェアをダウンロードしてお使いいただけます。

また、よくあるご質問も掲載しておりますので、ご覧ください。

【ご注意】
お客様よりいただいたお問合せに返信できない現象が多発しております。
FAX及びe-mailでのお問合せの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまでお送りくださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

【OS について】
●上記 OS が正常に機能し、OS の最低動作環境を満たしていることが前提です。●日本語版 32bitOS のみの対応です。各種 ServerOS には対応し
ておりません。Windows 7 / 8 / 8.1 64bit では、WOW64(32bit 互換モード )で動作します。●Windows 8 / 8.1 では、デスクトップモードのみ
対応です。●最新のサービスパック (SP) 及び各種パッチが適用されている環境が前提です。●管理者権限を持ったユーザーでお使いください。

【ご注意】
●他のソフトと互換性はありません。●本製品はディスプレイの色合いを調整するソフトです。ディスプレイの機種や環境によって効果は異な
ります。●本製品を仕様することにより得られる効果は、お客様の環境により異なる為、効果を保証するものではありません。●本製品を運用さ
れた結果の影響につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。●本ソフトは 1 台のパソコンに 1 ユーザー 1 ライセンスとなっております。
３台までご利用になれます。

【サポートについて】
●弊社ではソフトの動作関係のみのサポートとさせていただきます。また、製品の仕様やパッケージ、ユーザーサポートなどすべてのサービス
等は予告無く変更、または終了することがあります。予めご了承ください。●パソコン本体等の各種ハードウェア、各種ソフトウェアについての
お問い合わせやサポートにつきましては、各メーカーに直接お問い合わせください。

【その他】
●本ソフトにはネットワーク上でデータを共有する機能はなく、また、ネットワークを経由して本ソフトを使用することはできません。●本ソ
フトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。●本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用すること
を禁止します。改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。●本ソフトを運用された結果の影響につきましては、弊社は一切の責任
を負いかねます。また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますので予めご了承ください。●本ソフトのソフトウェ
アの再配布・貸与・レンタル・中古品としての取引は禁止します。●著作者の許諾無しに、画像・イラスト・文章等の内容全て、もしくは一部
を無断で改変・頒布・送信・転用・転載等は法律で禁止されております。

【商標について】
●Microsoft、Windows、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国に
おける登録商標または商標です。●Mac、Mac OS は米国および他国の Apple Inc. の登録商標です。●Intel はアメリカ合衆国および他の国におけ
る Intel Corporation の登録商標または商標です。●その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、商標又は登録商標です。●本製
品は、株式会社アイアールティーのオリジナル製品です。
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