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3ブルーフィルター 動作環境・ご注意

動作環境

■対応OS：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。
■CPU：Intelプロセッサ 2GHz以上（または同等の互換プロセッサ）
■メモリ：1GB以上（Windows 7 / 8 / 8.1 の場合、2GB以上）
■モニター：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
■CD-ROM：倍速以上
■ハードディスク：100MB以上の空き容量
■その他：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。

ご注意

【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。



4ブルーフィルター

アンインストール方法

アンインストール方法

本ソフトを完全に終了して、
タスクバーの左下あたりにマウスカーソルを合わせます。

小さいスタート画面が表示されますので、右クリックをして、表示されるメニューから

「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」で
一覧表示されるプログラムの中から「ブルーフィルター」を選択して「アンインストール」を
クリックすると、確認メッセージが表示されますので、 はい ボタンをクリックするとアンインストールが
実行されます。

※Windows OSが7の場合、　　　 ボタン→「コントロールパネル」→
  「プログラムのアンインストール」を選択してアンインストールを行ってください。

※Windows OSがVistaの場合、　　　 ボタン→「コントロールパネル」→
  「プログラムのアンインストールと変更」を選択してアンインストールを行ってください。

※Windows OSがXPの場合、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を
　選択してアンインストールを行ってください。

お使いのパソコンから『ブルーフィルター』をアンインストール（削除）する手順です。

タスクバーの左下に

マウスカーソルをあわせる！

小さいスタート画面を

右クリック！

[コントロールパネル]

をクリック！

1

2

アンインストール方法



5ブルーフィルター

アンインストール方法

アンインストール方法

Windows Vistaで[ユーザーアカウント制御]画面

が表示された場合

[許可]をクリックしてください。

Windows 7で[自動再生]画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows 8、8.1で[自動再生]画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vistaで[自動再生]画面が

表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

アンインストール中に下のような画面が表示された場合

次の手順で作業を続けてください。

Windows 7で[ユーザーアカウント制御]画面が

表示された場合

 はい ボタンをクリックしてください。

Windows 8、8.1で[ユーザーアカウント制御]画面

が表示された場合

 はい ボタンをクリックしてください。
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起動方法

起動方法

より良い環境でソフトを使用していただくために、IRTホームページ（http://irtnet.jp/）

をご確認いただき、アップデートを行うことをおすすめいたします。アップデートはソフト上で

発生している問題等の修正や、より使いやすく改良が行われている場合があります。

スタート画面（Windows 8　/　8.1）からの起動

スタート画面が表示されますので、スタート画面上で右クリックして、　　　　　をクリックして
「IRT」→｢ブルーフィルター」 をクリックしますと、本ソフトが起動します。

タスクバーの左下あたりにマウスカーソルをあわせます。

小さいスタート画面が表示されますので、クリックをします。

タスクバーの左下に

マウスカーソルをあわせる！

アイコンを

クリック！

小さいスタート画面

をクリック！

ブルーフィルター

ブルーフィルター_
PDFマニュアル
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起動方法

起動方法

デスクトップショートカットからの起動

スタートメニュー（Windows XP、Windows Vista、Windows 7）からの起動

本ソフトをインストールすると、デスクトップ上に下記のようなのショートカットアイコンが作成されます。

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

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

デスクトップ左下のボタン（Windows 7の場合は　　   ボタン、Windows Vistaの場合は  　　　ボタン、

Windows XPの場合は　　　　      ボタン）をクリックして

「すべてのプログラム」→「IRT」→｢ブルーフィルター｣→｢ブルーフィルター｣をクリックしますと

本ソフトが起動します。　
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ブルーライトの制御を開始する

ブルーライトの制御を開始する

ブルーライトの制御を開始する

本ソフトを起動（起動方法は 6～ 7ページを

参照）します。

メイン画面が表示されますので

[ＯＮ] ボタンをクリックします。

[ＯＮ] ボタンが赤になると、ブルーライトの制御が

開始されます。

[ＯＮ]ボタンを

クリック！

1 ソフトを起動し、[ＯＮ]ボタンをクリックします

ブルーライトの制御が開始されましたら、

画面右上の [×] ボタンをクリックして

「ブルーフィルター」の画面を閉じます。

一度ソフトを起動すると、画面を閉じても

パソコン画面右下のタスクトレイに

「ブルーフィルター」のアイコンが表示されます。

タスクトレイのアイコンを右クリックして

画面の表示、ON/OFFの切り替え、ソフトの終了

などが行えます。

ソフトを終了する場合は、ここから行ってください。

[×]ボタンを

クリック！

2 画面を閉じます

赤

memo

ショートカットキーで
[ON][OFF] を素早く切り替え！

ショートカッキーですばやく[ＯN][OFF]ができます。

ショートカットキーの設定方法は、11ページを

ご覧ください。
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ブルーライトの制御を解除する

ブルーライトの制御を解除する

ブルーライトの制御を解除する

2

メイン画面を表示します。

表示方法は、起動方法と同様です。

または、タスクトレイのアイコンを右クリック→

「画面を表示する」を選択して、画面を表示して

ください。

メイン画面が表示されましたら

[OFF] ボタンをクリックします。

[OFF] ボタンが赤になると、ブルーライトの制御を

解除して元の画面設定に戻ります。
[ＯＦＦ]ボタンを

クリック！

赤

1 [ＯＦＦ]ボタンをクリックします

ブルーライトの制御が解除されましたら

画面右上の [×] ボタンをクリックします。

「ブルーフィルター」の画面を閉じます。

ソフトを終了する場合は、

タスクトレイのアイコンを右クリックして

「終了する」を選択してください。

タスクトレイのアイコンがなくなり、ソフトが終了

します。

[×]ボタンを

クリック！

2 画面を閉じます

memo

ショートカットキーで
[ON][OFF] を素早く切り替え！

ショートカッキーですばやく[ＯN][OFF]ができます。

ショートカットキーの設定方法は、11ページを

ご覧ください。
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ブルーライト制御の各種設定

■おやすみモードを設定する 　　　　　　　　　　　14ページへ→

　おやすみタイマーは、安眠を促す為に、設定した時間の２時間前から

　ブルーライトを自動制御して、目や体への負担を軽減します。

おやすみモード

■パソコンを起動した時にソフトを自動起動する 　　17ページへ→

■ショートカットキーでON/OFFを切り替える 　　　　11ページへ→

　設定したショートカットキーで、素早くブルーライトの制御 /解除を設定できます。

ブルーライト制御の設定方法は、下記のページをご覧ください。

■ブルーライトの制御量を設定する 　　　　　　　　12ページへ→

　0/100 ～ 100/100 の値で、ブルーライト制御量を設定します。

　数値が大きいほどブルーライトを制御します。

■ブルーライトの制御色を設定する 　　　　　　　　13ページへ→

　4色から、制御色を設定します。

ブルーフィルター ブルーライト制御の各種設定
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ブルーライト制御の各種設定

ショートカットキーで素早く[ＯＮ][ＯＦＦ]を切り替える

本ソフトを起動（起動方法は 6 ～ 7 ページを

参照）します。

画面右上の [ 詳細設定 ] ボタンをクリックして

詳細設定画面を表示します。

「ON/OFF のショートカットキー」の入力欄を

クリックしてカーソルを表示し、ショートカットキーを

設定します。

初期設定では

になっています。

設定が終わりましたら、[ もどる ] ボタンをクリック

してメイン画面に戻り、画面を閉じます。

[もどる]ボタンを

クリック！
2

[詳細設定]ボタンを

クリック！

ショートカット設定例

設定を変更するには、入力欄をクリックして

カーソルを表示させます。

キーボード入力を英数字入力にした状態に

してください。

例★【Shift + Aにしたい場合】

キーボードの [Ｓｈｉｆｔ] キーを押しながら [Ａ] キーを押します。

例★【Shift + Alt + Aにしたい場合】

　キーボードの [A] キーを押します。

例★【Ctrl + Aにしたい場合】

キーボードの [Ctrl] キーを押しながら [Ａ] キーを押します。

例★【Num 1 にしたい場合】

キーボードのテンキーの [1] を押します。

ショートカットキーを
設定！

入力欄をクリックして
カーソルを表示！

例★【ショートカットを設定しない場合】

キーボードの [Delete] キーを押します。

1

ブルーフィルター ブルーライト制御の各種設定
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ブルーライト制御の各種設定

ブルーライトの制御量を設定する

[ＯＮ] ボタンをクリックして、ブルーライト制御が開始されている状態にしておくと、

画面の色を確認しながら制御量を設定できます。

「制御量」の移動ボタン　　　  をドラッグ＆

ドロップで移動します。

0/100 ～ 100/100 の間で設定します。

数値が大きいほどブルーライトを制御します。

本ソフトを起動（起動方法は 6 ～ 7 ページを

参照）します。

　　をドラッグ＆ドロップ！

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

※ドラッグ＆ドロップ

　

ブルーフィルター ブルーライト制御の各種設定
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ブルーライト制御の各種設定

制御色を設定する

[ＯＮ] ボタンをクリックして、ブルーライト制御が開始されている状態にしておくと、

画面の色合いを確認しながら設定できます。

本ソフトを起動（起動方法は 6～ 7ページを

参照）します。

画面右上の [ 詳細設定 ] ボタンをクリックして

詳細設定画面を表示します。

４色から制御色を選択します。

設定が終わりましたら、[ もどる ] ボタンをクリック

してメイン画面に戻り、画面を閉じます。
[もどる]ボタンを

クリック！
2

[詳細設定]ボタンを

クリック！

制御色の設定例：赤の場合

ボタンを
クリック！

1

→

ブルーフィルター ブルーライト制御の各種設定
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ブルーライト制御の各種設定

ブルーライト制御の各種設定

おやすみタイマーを設定する

おやすみタイマーは、安眠を促す為に、設定した時間の２時間前からブルーライトを自動制御して、

目や体への負担を軽減します。

本ソフトを起動（起動方法は 6 ～ 7 ページを

参照）します。

[ＯＮ]ボタンをクリックして、ブルーライト制御が

開始されている状態にします。

[□ 就寝2時間前から自動制御する]のチェック

ボックスをクリックして、チェックを入れます。

（初期設定では、チェックが入っていません）

1 おやすみモードにします

1

　 就寝２時間前から自動制御する

□をクリックしてチェックを入れる！

おやすみモードのマークが表示されます
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ブルーライト制御の各種設定

ブルーライト制御の各種設定

画面右上の[詳細設定]ボタンをクリックして

詳細設定画面を表示します。

[就寝時間]の入力欄をクリックして時間を変更

します。

2 就寝時間を設定します

[詳細設定]ボタンを

クリック！

就寝時間の設定例

【22：30にしたい場合】

①時間表示の部分をクリックします。

②時間を入力します。

　または、▲▼ボタンをクリックして

　時間を変更します。

時間表示の部分をクリックして
青い表示にする！

③分表示の部分をクリックします。

分表示の部分をクリックして
青い表示にする！

時間を入力！
（0～23）

③分を入力します。

　または、▲▼ボタンをクリックして

　分を変更します。

分を入力！
（0～59）

就寝時間を設定！



16ブルーフィルター

ブルーライト制御の各種設定

ブルーライト制御の各種設定

続いて、詳細設定画面で「自動制御時のブルー

ライト制御量」を設定します。

大 ・中 ・小の○をクリックして、制御量を設定

します。

（初期設定では、「中」になっています）

※メイン画面で設定している制御量を元にして

　大 ・中 ・小の制御量を算出しています。

設定が終わりましたら、[ もどる ] ボタンをクリック

してメイン画面に戻り、画面を閉じます。

3 自動制御時のブルーライト制御量を設定します

[もどる]ボタンを

クリック！
2

制御量を選択！

制御量の設定例

○をクリック！

【大にしたい場合】

 　大　　中　　小

1

[メイン画面の制御量の設定]
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ブルーライト制御の各種設定

ブルーライト制御の各種設定

パソコンを起動した時にソフトを自動起動する

本ソフトを起動（起動方法は 6 ～ 7 ページを

参照）します。

画面右上の [ 詳細設定 ] ボタンをクリックして

詳細設定画面を表示します。

[□ パソコンを起動した時、ソフトを自動起動する ]

のチェックボックスをクリックして、チェックを入れ

ます。（初期設定では、チェックが入っています）

設定が終わりましたら、[ もどる ] ボタンをクリック

してメイン画面に戻り、画面を閉じます。

[もどる]ボタンを

クリック！
2

[詳細設定]ボタンを

クリック！

[□ パソコンを起動した時、ソフトを…]

□をクリックしてチェックを入れる！
1



画面・各部の説明

メイン画面

就寝2時間前から自動制御する

制御量

ブルーライトの制御量を 0～ 100 の値で設定します。

数値が大きいほどブルーライトを制御します。

18

ソフトを起動すると、下記のようなメイン画面が表示されます。

ＯＮ

このボタンをクリックして、赤くなるとブルーライト制御が開始されます。

詳細設定画面を表示します。

おやすみタイマーの時間/制御量の設定、ON/OFFのショートカットキー設定、

制御色の設定などを行います。

「ブルーフィルター」の画面を閉じます。

ソフトを終了する場合は、タスクバーのアイコンを右クリックして「終了する」を選択します。

ＯＦＦ

このボタンをクリックして、赤くなるとブルーライト制御が解除されます。

[ON]にしている時に、チェックボックスをクリックしてチェックを入れると、おやすみタイマーがセットされます。

おやすみタイマーは、安眠を促す為に、設定した時間の２時間前からブルーライトを自動制御して

目や体への負担を軽減します。

画面・各部の説明ブルーフィルター

×

詳細設定 >>



画面・各部の説明

詳細設定画面

パソコンを起動した時、ソフトを自動起動する

就寝時間（00：00～23：59）

時間と分の表示部分をクリックして就寝時間を設定します。

おやすみタイマーをセットした時に、設定した就寝時間の 2 時間前からブルーライトの自動制御が

開始されます。

自動制御時のブルーライト制御量

おやすみタイマーをセットした時のブルーライトの制御量を、大 ・ 中 ・ 小で設定します。

大 ・ 中 ・ 小の制御率の大きさは、メイン画面で設定している制御量によって異なります。

ＯＮ/ＯＦＦのショートカットキー

ショートカットキーを設定しておくと、本ソフトが起動していなくても素早くブルーライト制御の

ON/OFF ができます。

制御色

ブルーライトの制御色を、4 つの色から選びます。（黄色系 ・ 赤色系 ・ 緑色系 ・ 灰色系）
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メイン画面の　　　　　  　ボタンをクリックすると、下記のような画面が表示されます。

メイン画面に戻ります。

画面・各部の説明ブルーフィルター

詳細設定 >>

<< もどる

チェックボックスをクリックしてチェックを入れると、パソコンを起動した時に

「ブルーフィルター」が自動起動します。（初期設定では、チェックが入っています。）
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インストール・起動について

Ｑ：インストールができない

Ａ：以下の項目をご確認ください。

　　○ウィルス対策などのソフトが起動していないか。　

　　○HDD(ハードディスク)の空き容量は十分にあるか。

　　○管理者権限でログインしているか。

　　○Windowsを最新の状態にアップデートしてあるか。

Ｑ：管理者権限を持っていないユーザーアカウントでパソコンを起動し、インストールしようとすると

　 「続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK]をクリックしてください。」

　　(Vista/7/8/8.1)「インストールプログラムにはディレクトリ～にアクセスする権限がありません。

　　インストールを継続できません。管理者としてログインするか、またはシステム 管理者に

　　お問い合わせください。」(XP)と表示されてインストールができません

Ａ：本ソフトをご利用の際には管理者権限を持ったユーザーアカウント上でご利用ください。

Ｑ：完全アンインストールの方法を教えてください

Ａ：OSごとに次の手順で行ってください。

　　【Windows XPの場合】

　　　１．「アンインストール方法（4ページ）」より、アンインストール作業を行います。

　　　２．マイドキュメント→BlueFilterフォルダーを削除します。

　　　３．マイコンピュータ→Cドライブ→Documents and Settings→All Users→

　　　　　Application Data（※1）→IRT→BlueFilterフォルダーを削除します。

　　【Windows Vista、7の場合】

　　　１．「アンインストール方法（4ページ）」より、アンインストール作業を行います。

　　　２．ドキュメント→BlueFilterフォルダーを削除します。

　　　３．コンピューター（※2）→Cドライブ→Program Data（※1）→IRT→BlueFilterフォルダーを

　　　　　削除します。

　　【Windows 8、8.1の場合】

　　　１．「アンインストール方法（4ページ）」より、アンインストール作業を行います。

　　　２．ドキュメント→BlueFilterフォルダーを削除します。

　　　３．スタート画面→デスクトップ→キーボードのWindowsキーを押した状態で「Eキー」を押す→

　　　　　Cドライブ→Program Data（※1）→IRT→BlueFilterフォルダーを削除します。

　　　※1　初期設定では隠しフォルダーになっている為、表示されていない場合があります。

　　　　　（隠しフォルダーの表示方法は次ページ→）

　　　※2　Windows Vistaの場合は「コンピュータ」

ブルーフィルター よくあるお問い合わせ
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操作について

Ｑ：「Ｘボタン」でソフトを終了しても効果が消えません。

Ａ：「Ｘボタン」で画面を消してもバックグラウンドで動いているため、

　　タスクトレイにある「ブルーフィルター」のアイコンにマウスカーソルを合わせて

　　右クリック→終了するを選択することでソフトを終了することができます。

Ｑ：パソコン起動時に自動起動するようにできますか？

Ａ：できます。

　　メイン画面の右上にある「詳細設定」ボタンをクリックして表示される、

　　詳細設定画面にある「パソコンを起動した時、ソフトを自動起動する」に

　　チェックを入れると次回パソコン起動時から自動的に起動するようになります。

Ｑ：制御色が４色あるけど、どれがいいの？

Ａ：どの制御色を使用しても効果は同じなのでお好みの制御色をお使いください。

ブルーフィルター よくあるお問い合わせ

隠しフォルダーの表示方法

[Windows XP / Vista]

コントロールパネル→[フォルダオプション]→[表示]タブ→詳細設定：ファイルとフォルダの表示

[すべてのファイルとフォルダを表示する]を選択→[適用]→[OK]をクリックします。

[Windows 7]

コントロールパネル→[フォルダーオプション]→[表示]タブ→詳細設定：ファイルとフォルダーの表示

[隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する]を選択→[適用]→[OK]をクリックします。

[Windows 8 / 8.1]

設定→コントロールパネル→[デスクトップのカスタマイズ]→[フォルダーオプション]→

[表示]タブ→詳細設定：ファイルとフォルダーの表示[隠しファイル、隠しフォルダー、および

隠しドライブを表示する]を選択→[適用]→[OK]をクリックします。
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その他

Ｑ：何台のパソコンにインストールして使えるの？

Ａ：３台のパソコンにインストールしてお使いいただけます。

Ｑ：本ソフトを他のパソコンと同時に使うことはできるの？

Ａ：本ソフトはインストールを行ったパソコン上でご使用ください。

　　ネットワーク経由で利用することはできません。

Ｑ：画面の端が切れて表示される

Ａ：解像度の設定を動作環境を満たす設定に変更してください。

　　【Windows XPの場合】

　　　　1．デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。

　　　　2．「プロパティ」をクリックし、設定タブをクリックします。

　　　　3．画面の解像度のバーを動かし、1024ｘ768以上に設定します。

　　　　4．「OK」をクリックすれば設定完了です。

　　【Windows Vistaの場合】

　　　　1．デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。

　　　　2．「個人設定」をクリックし、画面の設定をクリックします。

　　　　3．解像度を1024ｘ768以上に設定し「OK」をクリックで設定完了です。

　　【Windows7の場合】

　　　　1．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。

　　　　2．「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「画面の解像度の調整」をクリックします。

　　　　3．解像度を1024ｘ768以上に設定し「OK」をクリックで設定完了です。

　　　　※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。

　　【Windows 7、8、8.1の場合】

　　　　1．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。

　　　　2．「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「画面の解像度の調整」をクリックします。

　　　　3．解像度を1024ｘ768以上に設定し「ＯＫ」をクリックで設定完了です。

　　 　　　※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。

ブルーフィルター よくあるお問い合わせ
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Ｑ：ボタンが見えなくなってしまう　クリックしても反応しない

Ａ：お使いのパソコンのDPI設定が標準以外(96DPI以外)に変更されている可能性があります。

　　以下の手順にてDPI設定を変更してください。

　　【Windows XPの場合】

　　　1．デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。

　　　2．「プロパティ」を左クリックし、「設定」タブをクリックします。

　　　3．「詳細設定」をクリックし、「全般」タブの「DPI設定」を「96DPI」に設定します。

　　　4．「OK」をクリックし、パソコンを再起動すれば設定完了です。

　　【Windows Vistaの場合】

　　　1．デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。

　　　2．「個人設定」を左クリックし、「フォントサイズ(DPI)の調整」をクリックします。

　　　3．「あなたの許可が必要です」と許可を求められますので「続行」をクリックします。

　　　4．「規定のスケール(96DPI)」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

　　　5．パソコンが自動的に再起動されますので、再起動したら設定完了です。

　　【Windows 7、8、8.1の場合】

　　　1．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。

　　　2．「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「テキストやその他の項目の大きさを

　　　　　変更します」をクリックします。

　　　3．小-100%(規定)にチェックを入れ「適用」をクリックします。

　　　4．「これらの変更を適用するには、コンピューターからログオフする必要があります。」

　　　　と確認を求められますので、「今すぐログオフ」をクリックします。

　　　5．パソコンがログオフされますので、再度ログインすると設定完了です。

ブルーフィルター よくあるお問い合わせ
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Ｑ：「2014 ****」は日付ではありません…というエラーメッセージが表示される

Ａ：Windowsの日付形式の設定が標準のもの以外になっているとアプリケーションソフトが正常に
　　動作（表示等）がされない場合があります。以下の手順で設定をご確認の上、標準の設定にて
　　本ソフトをご使用ください。

　　【Windows XPの場合】
　　　1．本ソフトを含め、起動している全てのソフトを終了させます。
　　　2．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。
　　　3．「日付・時刻・地域と言語のオプション」→「地域と言語のオプション」をクリックします。
　　　4．「地域オプション」タブを選択して、「日本語」に設定されていることを確認後、
　　　　 「カスタマイズ」をクリックします。
　　　5．「日付」タブをクリックして、表示されている設定項目を以下の通りに変更します。
　　　　　 「カレンダーの種類」　西暦（日本語）
　　　　　 「短い形式」　短い形式（S）　yyyy/MM/dd
　　　　　　　　　　　　 区切り記号　 /
　　　　　 「長い形式」　長い形式（L）　yyyy'年'M'月'd'日'
　　　6．「適用」→「OK」の順にクリックし、パソコンを再起動させます。

　　【Windows Vistaの場合】
　　　1．本ソフトを含め、起動している全てのソフトを終了させます。
　　　2．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。
　　　3．「時計・言語・および地域」→「地域と言語のオプション」をクリックします。
　　　4．「形式」を選択して、「日本語」に設定されていることを確認後、
　　　　 「この形式のカスタマイズ」をクリックします。
　　　5．「日付」をクリックして、表示されている設定項目を以下の通りに変更します。
　　　　　 「データ形式」　　　　短い形式（S）　yyyy/MM/dd
　　　　　　　　　　　　 　　　　長い形式（L）　yyyy'年'M'月'd'日'
　　　　　 「カレンダーの種類」　西暦（日本語）
　　　6．「適用」→「OK」の順にクリックし、パソコンを再起動させます。

　　【Windows 7の場合】
　　　1．本ソフトを含め、起動している全てのソフトを終了させます。
　　　2．スタートメニューより「コントロールパネル」をクリックします。
　　　3．「時計・言語・および地域」→「地域と言語」をクリックします。
　　　4．「形式」タブを選択して、「Japanese（Japan）」に設定されていることを確認後、
　　　　 「追加の設定」をクリックします。
　　　5．「日付」タブをクリックして、表示されている設定項目を以下の通りに変更します。
　　　　　 「データ形式」　　　　短い形式（S）　yyyy/MM/dd
　　　　　 　　　　　　　　　　　長い形式（L）　yyyy'年'M'月'd'日'
　　　　　 「カレンダーの種類」　西暦（日本語）
　　　6．「適用」→「OK」の順にクリックし、パソコンを再起動させます。
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　　【Windows 8、8.1の場合】
　　　1．本ソフトを含め、起動している全てのソフトを終了させます。
　　　2．マウスポインタを右下の角に移動し、設定ボタンをクリックします。
　　　3．右側に設定画面が表示されましたら「コントロールパネル」をクリックします。
　　　4．「時計、言語および地域」→「地域」をクリックします。
　　　5．言語が「日本語」に設定されていることを確認後、「形式」タブを選択して「追加の設定」を
　　　　 クリックします。
　　　6．「日付」タブをクリックして、表示されている設定項目を以下の通りに変更します。
　　　　　 「データ形式」　　　　短い形式（S）　yyyy/MM/dd
　　　　　　　　　　　　　　　 　長い形式（L）　yyyy'年'M'月'd'日'
　　　　　 「カレンダー」　　　　西暦（日本語）
　　　7．「適用」→「OK」の順にクリックし、パソコンを再起動させます。

　Windows OSやパソコン本体・プリンターなどの周辺機器に関する詳細は、各メーカー様へ
　お問い合わせください。弊社では一切の責任を負いかねます。
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お問い合わせ窓口

ブルーフィルター お問い合わせ窓口

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、
パソコンの状況など具体例を参考に出来るだけ詳しく書いていただき、
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。

○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
　インストールガイド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。

シリアルナンバーシール
貼付場所

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

シリアルナンバー

メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
※Macには対応しておりません。

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
※マイクロソフトのサポート期間が終了している OS での動作は保証いたしません。
　また、弊社ユーザーサポートも対象外です。
※Mac OS には対応しておりません。
※日本語版 OS の 32bit 版専用ソフトです。
　Windows 8.1 / 8 / 7 64bit では WOW64(32bit 互換モード )で動作します。
　Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。

※OS が正常に動作している環境でお使いください。
※対応 OS の動作環境を満たした環境でのご利用が前提となります。
※最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
※Server OS には対応しておりません。管理者権限を持ったユーザーでお使いください。

※他のソフトとの互換性はありません。
※本製品は、パソコンのモニターの色合いを調整します。モニターの機種や環境によって
　効果は異なります。
※本ソフトを使用することにより得られる効果は、お客様の環境によって異なります。
　効果を必ずしも保証するものではありません。
※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。
※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。
※本製品は株式会社デネットのオリジナル商品です。

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 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上）

1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの

倍速以上

100MB以上の空き容量(インストール時)

インターネット接続環境必須
※PDFマニュアルの閲覧ソフトのインストール、本ソフトに関する最新情報の確認や
　アップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。

対応 PC

OS

CPU
メモリ
ディスプレイ
CD-ROM
ハードディスク
その他

ご注意

インストールする前にご確認ください。

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
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お問い合わせ窓口

ブルーフィルター お問い合わせ窓口

ご質問・ご不明な点がございましたら、下記へご連絡ください。
コンピューターのスペックなどの状況を詳しくお調べの上、お伝えください。

メールでのお問い合わせ

eメール  info@irtnet.jp
サポート時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)
※通信料はお客様負担となります。

FAXでのお問い合わせ

FAX   050-3538-6704
サポート時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)
※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。

■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。
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