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ソフトウエア使用許諾契約書

このインバスケット・ラビシステム使用許諾契約は、本契約書と共にご使用になられる方（以下「甲」といい
ます）がインバスケット・ラビシステム（以下「本製品」という）をご使用いただくにあたって、株式会社イ
ンバスケット研究所・有限会社オズシステム（以上の２社を以下「乙」といいます）との条件を定めるもので
す。

（使用権の許諾）
第１条 甲は、甲が所有する装置一台に限り本製品をインストールし使用することができます。
２ 前項にかかわらず、甲のご利用環境に応じて、甲の管理のもと第３条に違反しない範囲で、１台のコンピュ
ータにのみインストールした本製品を複数人で使用することができます。
３ 本製品に関する全ての権利は乙に帰属します。
４ 本契約条件は、いかなる意味においても、本製品に関する知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、保護
されるべき営業情報などを含みます）を甲に移転するものではありません。
５ 甲は本製品をバックアップ目的に限り１コピーのみ複製することができます。
６ 甲は、次の各号にかかげる用途に限り不特定多数の受験者について本製品を用いて試験を実施す る事がで
きます。
(1)甲の採用業務
(2)甲及び甲と雇用関係にある者の教育
７ １ライセンスに付き５００回答データまで使用することができます。
８ 第６項各号および第７項に該当しない使用について、追加ライセンスを必要とします。

（期間及び終了）
第２条 本契約は、甲が本製品をインストール又はダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契
約が終了する場合を除き、甲が本製品の使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
２ 甲が本製品を本契約の規定に違反して使用した場合は、終了させることができるものとします。
３ 前項の規定により本契約の効力が終了したときは、甲は本製品に関する権利は消滅し、以後甲は本製品に対
する一切の権利を有さないものとします。この場合、甲は本製品及びその複製物の全てを、乙の指示に従い、
廃棄するものとします。

（禁止事項）
第３条 甲は、本製品を使用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本製品の複製及び問題・マニュアル等関連資料の複製
(2)本製品を用いて第１条第６項にかかげる以外の用途で試験を実施する行為
(3)コンピュータプログラムの改変、本製品の全部又は一部の再配布・再使用許諾・公衆送信（送信可能化を含
む）、本製品の貸与・譲渡・レンタル・疑似レンタル行為・中古品取引
(4)法律、命令、処分、その他の規制に違反する行為
(5)犯罪行為を惹起又は助長する行為その他犯罪行為に結びつく行為
(6)乙、又は第三者を誹謗中傷し、又はその名誉、信用を害する行為
(7)虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を掲載・配信する行為
(8)その他公序良俗に反する行為
(9)前各号の他、方法のいかんを問わず乙の運営を妨害する行為

（本製品の移転等）
第4条 甲は、本製品もしくは第１条の規定により許諾された使用権を第三者に対し
て再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
２ 甲は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、本製品の使用、複製、改変その他の行為をして
はなりません。

（責任の範囲）
第５条 甲が本製品から生じる影響につきましては、甲の責任とさせていただきます。本製品及びマニュアル
の使用に起因して甲又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して乙は一切の責
任を負いません。

（一般条項）
第６条 本契約は、日本国法に準拠するものといたします。
２ 本契約に関連して発生した一切の紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とします。
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第１章 ＣＤ－ＲＯＭをセット第１章 ＣＤ－ＲＯＭをセット

ＣＤ－ＲＯＭをセットして、しばらくおまちください。
自動的にインストーラが起動します。

補足：しばらくたっても起動しない場合は、
CD-ROM 内の SetupAP1.exe を直接起動してください。

注意１：セットアップは、Windowsの管理者特権のあるユーザで行ってください。

注意２：他のソフトが起動しているとセットアップができない場合があります。
他のソフトは終了させてからセットアップを行ってください。

注意３；データは、Windowsにログインしている されます。ユーザ毎に作成
１つのＰＣを複数ユーザでお使いの場合は、
お使いのユーザ毎にインストールしてください。
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第２章 インストールの開始第２章 インストールの開始

①ＣＤ－ＲＯＭから起動の起動画面 ②使用許諾契約書の同意
しばらくすると左記画面が表示されます。 使用許諾契約書をお読みになり、
[次へ] をクリックしてください。 同意するをクリック後、 [次へ]

をクリックしてください。

③インストール先の選択 ④グループの選択
[次へ] をクリックしてください。 [次へ] をクリックしてください。

⑤準備完了 ⑥完了
以上で準備が終わりました。 そのまましばらくお待ちください。
[インストール]をクリックしてください。 終了すると、下記画面がでますので、

[完了]をクリックして完了してください。

⑦セットアップ中に出される可能性のあるエラー画面
・下記のような画面が表示される場合は、他のソフトが起動中のためセットアップが失敗
した場合です。
[中止(A)] をクリックしセットアップを中止し、その後セットップやり直してください。

補足：メッセージ

は環境によってことなります。
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第３章 ラビの構築第３章 ラビの構築

①セットアップが完了 ②シリアル番号の入力
下記画面表示されます。 このガイドの表紙の裏に記載のシリアル番号を
[次へ]クリックしてください。 入力し、[次へ] をクリックしてください。

③ネットランキング使用要否
ネットランキングへの参加要否を指定します。要否は保守メニューからいつでも変更する事
ができます。

④業種の設定
業種を指定します。業種は保守メニューから
いつでも変更する事ができます。
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⑤ようこそ画面
[メニューへ] をクリックしてください。

。

⑥パスワード入力

ID に USER パスワード PASS を入力してください。
補足：大文字、小文字は区別されませんので、どちらでも
可能です。ID、パスワード の設定は後述します。 P.６参照
[実行] をクリックしてください。メインメニューが表示され
ます。

第４章 新規評価出力回数第４章 新規評価出力回数

評価の新規出力（スコア化・グラフ表示・総合評価）は、500回まで可能です。
※１ 既に評価を行ったデータの再出力は何度でもできます。
※2 500回を超えるご利用につきましては、別途追加ライセンスのご購入が必要となります

500を超える場合は、下記のようなメッセージが出力されます。
新規評価数を制限回数以内に治めるか、追加ライセンスをお買い求め下さい。
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第５章 最新版へのバージョンアップ第５章 最新版へのバージョンアップ

下記操作をおこなって、システムを最新にしてください。
定期的に行って常にシステムを最新にしてください。

注意：Windowsの管理者特権のあるユーザで行ってください。

①最新版チェック画面の起動
起動直後の下記画面で「最新版チェック」をクリックしてください。

最新版がある場合は、下記の画面が表示されます。

ここで「新しいバージョンを入手する」をクリックするとウエーブ画面が表示されます。

上記画面で、最新版のダウンロードをクリックして、最新版をダウンロードしてください。
「ダウンロードしたファイルの使用方法は、ここをクリックしてください。」
をクリックして、表示される画面に従って、バージョンアップを行ってください。
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第６章 保守メニュー第６章 保守メニュー

各種設定を保守メニューから行う事ができます。
保守メニューは、メインメニュー右下のスパナをクリックして表示します。

第１節 保守：ＩＤ・パスワードの設定第１節 保守：ＩＤ・パスワードの設定

セットアップ直後は、下記となっています。随時変更してください。

id user パスワード pass
①起動
ＩＤ／パスワードの設定をクリック

②ユーザ の指定id

追加する場合は [F11:追加]をクリックしてください。

修正する場合は修正したい 番号をクリックして選択し、
[F12:実行] をクリックしてください。

③ユーザ の設定id

ID ８桁以内の英数字半角
パスワード ８桁以内の英数字半角（省略可能）

権限 チェックすると、メインメニューから保
守メニューを呼び出せます。
チェックしない場合は、メインメニュー
から保守メニューを呼び出せません。

上記各項目を入力して、[F12:更新] をクリックすると完
了です。
注意：ID パスワードをお忘れにならないようにしてくだ
さい。
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第２節 保守：ネットランキング使用要否第２節 保守：ネットランキング使用要否

①起動
ネットランキング使用要否設定をクリック

②要否設定

使用する場合はチェックをつけてください。使用しない場合はチェックを外してください。

第３節 保守：業種の変更第３節 保守：業種の変更

①起動
業種の変更をクリック

②設定

現在の設定部分がハイライトされています。

変更したい業種をクリックして選択後

[設定]をクリックして変更します。
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第４節 保守：回答削除第４節 保守：回答削除

①起動
回答削除をクリック

②表示
試験コードの一覧が表示されます。
データを削除したい試験番号をクリック
して選択肢、F12:次へをクリックして下さい。

回答の一覧が表示されます。
削除したい回答データの左側の□にチェックを
入れて、F12:実行をクリックすると回答が削除
されます。

ここで表示されるのは評価をまだ出力していない
データだけです。評価を出力したデータは削除でき
ません。

ヒント：列の見出し部分をクリックすると、その列の値で並べ替える事ができます。
例えば、古い試験日時のデータを消す場合は、列見出し「試験日時」の部分を
クリックし（クリック毎に日付の並べ方が、新しい順・古い順に変わります。）
並べ替えを行い、「□全チェック」をクリックしてチェックをいれ、その後
消したい日付部分をクリックして指定し、「↑指定行以降のチェックを外す」で、
残したい日付のチェックを外します。



- 9/11 -

第５節 保守：ユーザ登録第５節 保守：ユーザ登録

①起動
ユーザ登録をクリック

②表示
ウエーブ画面が表示されます。

各項目を入力して、「送信」をクリックしてください。
入力いただきましたメールアドレスに確認用にメールが届きます。

第６節 保守：操作マニュアルの表示第６節 保守：操作マニュアルの表示

①起動
操作マニュアルの表示をクリック

②表示

← 操作マニュアルがpdf形式で表示されます。
← 回答操作補助（受験時の受験者用）がpdf形式で表示されます。
← このセットアップマニュアルがpdf形式で表示されます。
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第７節 保守：標準データの日付確認第７節 保守：標準データの日付確認

①起動
標準データの日付確認をクリック

②表示

評価の計算に使用する標準データの日付を
確認できます。
画面下部の
標準データの最新を確認するのはここをクリック

をクリックすると、最新の日付をサーバのサイト
で知ることができます。
最新データがあればダウンロードしてください。

第８節 保守：回答データのバックアップ第８節 保守：回答データのバックアップ

①起動
回答データのバックアップをクリック

②表示

ＰＣの破損等にそなえ回答データのバックアップをおとりください。
作成するバックアップファイル名に適当なフォルダ及び名前を設定して F12:実行
をクリックするとバックアップが行えます。
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第９節 保守：回答データのリストア（復元）第９節 保守：回答データのリストア（復元）

①起動
回答データのリストアをクリック

②表示

取り込むファイル名に回答データのバックアップで作成したファイルを指定して F12:実行
をクリックすると回答データが復元します。

第１０節 保守：アイコンの作成第１０節 保守：アイコンの作成

アイコンは、セットアップ時に作成されますが、下記方法でも作成する事ができます。

①起動
作成したいアイコンをクリック

②アイコンの作成確認

[作成] をクリックするとディスクトップにアイコンが作成されます。


