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第１章 はじめに 

１-１ Sticky Password 7.0 デスクトップ版の特長 
このたびは「Sticky Password 7.0 デスクトップ版」をお買い上げい

ただきありがとうございます。Sticky Password は、簡単な操作で

Web サイトのログイン情報や、住所、氏名、電話番号などの情報を

記録し、次回以降に自動で入力できるソフトです。保存した情報は

暗号化されるため、ブラウザの保存機能よりも安全です。マスター

パスワードだけを覚えておけば、一度記録した情報を手軽に入力

することができます。また、3 台までの PC で使用でき、バックアップ

機能も備えているため、1 台の PC で記録した情報をバックアップし

て、他の 2 台の PC に取り込むことも可能です。複数台の PC をお

持ちの方にもお勧めです。 

 
１-２ 動作環境 

 

対応 OS： Windows XP(SP3 以上)/Vista/7/8 

※32 ビット/64 ビット、日本語版のみサポート 

※管理者権限が必要です。 

対応機種 上記 OS が正常に動作する PC 

(PC/AT 互換機) 

CPU 1GHz 以上のインテル互換 CPU 

メモリ： 512 MB 以上(Vista/7/8 の場合は 1GB 以上) 

ディスク容量： 100 MB 以上のハードディスク空き領域 

対応ブラウザ： Microsoft Internet Explorer、Google Chrome、

Mozilla Firefox など 
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１-３ 注意事項 
■本製品はデスクトップ版となり、クラウド版とは機能が異なりますので、

ご注意ください。 

■ブラウザを更新すると、保存したログイン情報が一時的に使えなく

なることがあります。その場合、弊社のホームページから、Sticky 

Passwordの最新版をダウンロードして更新を行ってください。 

■対応するブラウザ、その他の注意事項、最新の製品情報について

は、弊社のホームページをご覧ください。 

■Webサイトやアプリケーションのログイン情報を紛失した場合のサポ

ートはいたしかねますので、情報の管理には充分にご注意ください。

万が一、ログイン情報を紛失された場合は、サービスの提供元にお

問合せください。 

■マスターパスワードを消失してしまうと、すべての機能が使用できな

くなります。また、マスターパスワードを流出してしまうと、登録され

ているすべての情報にアクセスされる可能性があります。設定や管

理には、充分にご注意ください。 

■マスターパスワードを忘れた場合、リセットを行う必要があります。リ

セットを行うと、保存されていたログイン情報や個人情報などはすべ

て削除されます。マスターパスワードを忘れた場合、リセット以外の

対処方法はございませんので、慎重に管理してください。 

■ライセンスキーを入力せずに本製品をインストールした場合、30日

間限定の体験版になります。本製品を無期限でご利用いただくた

めには、ライセンスキーが必要です。 

■ログインページのURLやパスワードが変動的な場合や、ログインプ

ロセスが複数のページで行われるサイトなどには対応できません。 

■すべての環境で使用できることを保証するものではありません。ご

利用のサイトやブラウザ、アプリケーションによっては、本製品で対

応できないことがあります。 

■ご利用のブラウザによっては、ブラウザ側で設定を変更するなど、

個別の設定が必要になることがあります。 
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■ブラウザや他社製ソフトで保存した情報をインポートする場合、す

べての情報がインポートできることを保証するものではありません。

ご利用の環境によってはインポートできない可能性がありますので、

予めご了承ください。 

■Windows 8以降の環境では、本製品はデスクトップアプリとして動作

します。Modern UI のブラウザには非対応です。 

■エクスポート機能を使用すれば、登録した情報をバックアップファイ

ルとして保存できます。定期的に登録情報をバックアップしておくこ

とをお勧めします。 
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第２章 インストールと初期設定 
この章では、Sticky Passwordのインストールと、初期設定の手順をご

案内いたします。 

２-１ Sticky Passwordのインストール 

(1) 製品 CD をコンピュータに挿入すると自動再生が起動して以

下の画面が表示されます。表示されない場合は、製品 CD 内

にある「スタート.exe」を実行してください。 

 
 

(2) 以下の画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。 
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(3) ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は「はい」をクリ

ックします。 

 
 
(4) インストールに使用する言語の選択画面が表示されます。「日本

語」を選択して「OK」をクリックします。 
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(5) インストール画面が表示されたら[次へ]をクリックします。 

 
 

(6) 使用許諾契約書の画面が表示されます。内容を確認の上、「ソ

フトウェア使用許諾契約書に同意します」にチェックを入れ、

「インストール」をクリックします。 

 

※ Sticky Password

の使用状況を送信

するかどうかは任意

です。送信したくない

場合は、チェックを外

してください。 
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(7) インストールが開始されます。 

 
 
(8) 以下の画面が表示されたら「完了」をクリックします。 
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２-２ 初回設定を実行する 

(1) Sticky Password の初回起動時には、以下のマスターパスワー

ドの作成画面が表示されます。マスターパスワードについての

説明を確認後、「下記の内容を読み、マスターパスワードの重

要性を理解しました」にチェックを入れ、マスターパスワードを

入力します。入力後、「作成」をクリックします。 

 
※ マスターパスワードを忘れた場合、リセットすることで再設定でき

ますが、リセットを行うとそれまでに登録した情報がすべて消去さ

れてしまいます。マスターパスワードを忘れた場合、対処方法は

リセットする以外にございませんので、マスターパスワードの管

理は慎重に行ってください。リセット手順は「４-６ マスターパスワ

ードのリセットについて」に記載しています。 

※ マスターパスワードが流出すると、パスワードを含むすべての個

人情報にアクセスされる恐れがあります。設定や管理には充分

にご注意ください。 
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(2) 使用するブラウザを選択し、「次へ」をクリックします。 

 
※ Internet Explorer のみをご利用の方は、この後(3)へ進んでくだ

さい。Mozilla Firefox、Google Chorome をご利用の場合は、こ

の後の該当する箇所を参照の上、操作を行ってください。 

 

Mozilla Firefox 、 Google 

Chorome がインストールさ

れていない環境では表示さ

れません。その他の Web ブ

ラウザについては、Web の

最新情報をご確認ください。 
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「Google Chrome」をご利用の場合、タスクトレイに以下のようなメ

ッセージが表示されます。 

 
しばらくすると、以下のような画面が表示されます。 

 
Google Chrome で本製品をご利用になる場合は、「追加」をクリッ

クします。これで Google Chrome で Sticky Password が使用可能

になります。 
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なお、「Mozilla Firefox」をご利用の場合、インストール後に

Firefox を起動すると、「アドオンのインストール」のタブが表示さ

れますので、以下のように「このインストールを許可する」にチェ

ックを入れ、「次へ」をクリックします。 

 
 

「Firefox を再起動」をクリックします。 

 
これで、Firefox で Sticky Password が使用可能になります。 
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(3) ライセンスキーを入力し、「OK」をクリックします。ライセンスキー

はパッケージ版では「お客様控え」、ダウンロード版はご購入時

のメールに記載されています。 

 
※ ここでライセンスキーを入力しなかった場合、30 日間限定の体験

版になります。 

 

(4) ライセンスキーが認証されると以下の画面が表示されます。

「OK」をクリックします。 
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以上で初回設定は終了です。これで Sticky Password が使用可

能な状態になります。使用方法については、「第３章」を参照して

ください。なお、Sticky Password 起動すると、チュートリア

ル画面が表示されます。チュートリアルを見る場合は「開

始」を、スキップする場合は画面右上の  をクリックし

ます。 

 
※ チュートリアルにある、オンライン同期の機能は使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降、この画面を表示させたく

ない場合はチェックをはずします。 
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第３章 Sticky Passwordを使用する 
本章では、Sticky Password の使用方法について説明いたします。 

３-１ Sticky Passwordの画面について 
(1) メイン画面について 

Sticky Password のデスクトップアイコンなどをクリックすると、メイン

画面が表示されます。 

 
 

 

 

 

 

① クイックアクセス 

よく使うアカウントやブックマークしたサイトなどが表示されます。 

 

② ウェブアカウント 

Web サイトのログイン情報を管理します。ログイン情報を保存した

Web サイトがここに表示されます。 

氏名や住所、電話番

号などの個人情報を

追加します。 

ウェブアカウント、また

はアプリアカウントを

追加できます。 

 

他人に知られたくない

情報をテキストとして

保存できます。 

 

Sticky Passwordで記録した

情報を、USB メモリなどに

保存して、他の PC で使用

できます。詳細は「３-６」を

参照してください。 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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③ アプリアカウント 

アプリケーションのログイン情報を管理します。ログイン情報を保存し

たアプリケーションがここに表示されます。 

 

④ ブックマーク 

ブックマークに追加した Web サイトの管理が行えます。 

 

⑤ 個人情報 

氏名や住所、電話番号などの個人情報の記録や管理が行えます。

記録した情報は Web サイトなどの会員登録の際に使用できます。 

 

⑥ セキュアメモ 

他人に知られたくない情報をテキストで安全に保存しておくことがで

きます。保存した情報の管理もここから行います。 
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(2) ロック画面について 

PC の起動時や、一定時間 PC を操作せずにいた場合、Sticky 

Password がロックされます。以下のようにマスターパスワードを入力

して「ロック解除」をクリックするとロックが解除されます。 

 
※ ロックされた状態では Sticky Password の機能を使用することがで

きません。 

また、タスクトレイのアイコンの表示でロックされているかどうか確認

できます。 

【ロック状態】 

 
タスクトレイアイコンが白とグレーで表示 

 

【ロックが解除された状態】 

 
タスクトレイアイコンがカラーで表示 

 

※ 自動でロックされるまでの時間は、「４-７」の(3)の画面で変更でき

ます。 

※ 手動でロックをかける場合は、Ctrl + Alt + L キーを同時に押すか、

タスクトレイの Sticky Password アイコンを右クリックし、「ロック」を

選択します。キーボード操作でのロックについては、「４-７」の(7)の

画面で、ロックに使用するキーを変更できます。 
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３-２ アプリやWebページのアカウント情報を保存する 
ここでは、Webサイトのログイン情報を保存する手順をご案内いたし

ます。以下は、既に該当のサイトから、ユーザ ID やパスワードなど

が発行されていることを前提にした手順です。 

 

(1) Sticky Password を起動し、マスターパスワードを入力して有効

にします。 

 
(2) ブラウザまたはアプリを起動し、ID とパスワードを記憶させたい

画面に移動します。以下は LB リモートバックアップのログイン

画面例です。 

 
 

バックアップ

やリストアな

どのログを確

認できます。 
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(3) ユーザ ID、パスワードなどを入力し、ログインします。 

 
 
(4) 新規アカウントの追加画面が表示されます。「新規アカウントを

追加」をクリックします。 

 
これでログイン情報が保存されます。次回以降、同じ画面を開く

とログイン情報が入力され、自動でログインできるようになります。

なお、上記の画面が自動で表示されない場合は、次ページを参

照の上、手動で追加を行ってください。 

アカウント名は任意の

名前に変更できます。 
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ログイン時にアカウントの追加画面が表示されない場合は、再度

ログイン画面に戻り、画面右上のアイコン、 をクリックし、「ウェブ

アカウント」→「アカウントを追加」をクリックします。(アプリのアカ

ウントを追加する場合は、 をクリックし、「アカウントを追加」をク

リックします。) 

 
新規アカウントの追加画面が表示されますので、ログイン ID やパス

ワードが入力されていることを確認し、アカウントを保存してくださ

い。 

 
※ ブラウザを更新すると、保存したログイン情報が一時的に使えなく

なることがあります。その場合、弊社のホームページから、Sticky 

Password の最新版をダウンロードして更新を行ってください。 
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３-３ 個人情報の追加、自動入力 
住所や氏名、電話番号などの個人情報を記録する手順をご案内

いたします。記録した情報は、オンラインショッピングなどの入力画

面で使用できます。ここでは例として、住所、氏名、電話番号などの

情報を保存します。 

 

※ この機能は、保存したすべての項目が自動入力できることを保証

するものではありません。手動での入力が必要になることもありま

すので、予めご了承ください。 

 

(1) デスクトップアイコンなどから、Sticky Password を起動し、「個人

情報」をクリックします。 
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(2) 「個人情報を追加」をクリックします。 

 
 
(3) 追加したい項目をクリックします。ここではまず、「個人詳細を追

加」をクリックします。 

 

保存する情報には、任意の名

前をつけることができます。 

ここをクリックします。 
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(4) 姓名や性別、誕生日などを入力します。入力したら、画面上部

のメールアイコン、 をクリックします。 

 
※ 表示されている項目の入力は、すべて任意です。保存したい項

目だけ入力してください。 

(5) 電話番号やメールアドレス、住所などを入力します。これ以外

にも会社名やクレジットカードの番号なども保存できます。一通

り、保存したい項目を入力したら、「追加」をクリックします。 
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(6) Web サイトを表示して入力を行います。以下はライフボートスト

アの画面例です。 

 
 

(7) 画面上部の Sticky Pasｓword のアイコン をクリックし、「個人

情報」→（保存した個人情報名）を選択します。 
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(8) 保存した情報が入力されます。なお、もし入力されなかった項

目があれば、手動で入力してください。 
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３-４ 登録した情報の修正 
ログイン情報の入力を間違えたまま登録してしまった場合や、Web

サイトやアプリケーションのパスワードを変更した場合などは、

Sticky Passwordに登録したログイン情報を修正する必要があります。

ここでは、ウェブアカウントの修正を例に、手順をご案内いたしま

す。 

 

(1) Sticky Password のメイン画面を起動し、「ウェブアカウント」をクリ

ックします。 
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(2) 修正したいアカウント情報を選択し、  をクリックします。表示さ

れたメニューで、「編集」をクリックします。 

 
 

(3) ログイン情報を修正し、「保存」をクリックします。 

 
これで操作は完了です。 
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３-５ 登録した情報の削除 
登録した情報が不要になった場合、以下の手順で削除できま

す。 

 

※ 削除した情報を元に戻すことはできません。本当に不要な情報

かどうか、確認した上で削除を行ってください。 

 

(1) Sticky Password のメイン画面を起動し、削除したい項目を選択し

ます。以下の画面例では、「個人情報」を選択しています。 
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(2) 削除する情報を選択し、  をクリックします。「削除」をクリッ

クします。 

 
 

(3) 確認メッセージが表示されます。削除したい情報であることを確

認し、「はい」をクリックします。 

 
これで選択した情報が削除されます。 
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３-６ Sticky Password ポータブル版を使用する 
Sticky Password で保存したログイン情報や個人情報などを、USB

メモリや SD カードなどに保存して、他の PC で使用することができ

ます。 

 
※ 既に Sticky Password がインストールされている PC では、ポータ

ブル版は使用しないでください。 

 
(1) USB 機器を PC に接続します。Sticky Password のメイン画面を起

動し、「ポータブル パスワード」をクリックします。 

 
 



 

33 

(2) 保存先を選択し、「作成」をクリックします。 

 
 

(3) 完了すると以下の画面が表示されます。「完了」をクリックします。 
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(4) Sticky Password がインストールされていない PC に USB 機器を接

続します。「コンピュータ」などから USB 機器を参照し、「Sticky 

Password.exe」をクリックします。 

 
 

(5) しばらくすると以下の画面が表示されます。「完了」をクリックしま

す。 

 

同じ PC でまたポータブル版を使用する場

合、チェックを入れておくと、デスクトップに

ショートカットが作成され、次回以降はそこ

からポータブル版を起動できます。 
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(6) マスターパスワードを入力し、Sticky Password を有効にします。 

 
これで Sticky Password が有効になり、予め登録しておいた Web

サイトへのログインなどが自動で行えるようになります。なお、

Firefox や Google Chrome をご利用の場合は、以下の手順も行う

必要があります。 

 

Sticky Password のメイン画面を起動し、「メニュー」→「設定」をクリ

ックします。 
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Mozila Firefox または Google Chrome のアドオンを追加します。

「インストール」をクリックします。 

 
このあとの手順は、初回設定と同じです。詳細は「２-２ 初回設定

を実行する」の(2)を参照してください。 

 

なお、ポータブル版の作成に使用した機器を取り外す場合は、ま

ずブラウザやアプリケーションをすべて終了します。終了したら、

タスクトレイのアイコンを右クリックし、Sticky Password ポータブル

版を終了します。 

 
ポータブル版を終了後、少し間を空けてから「ハードウェアの安

全な取り外し」などから機器を取り外し可能な状態にして取り外し

てください。 
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第４章 その他の操作 

４-１ Webサイトやアプリで自動入力ができなくなった場合 
製品の更新時や Sticky Password が使用できなくなった場合などは、

まず、ライフボートのホームページを参照し、更新版があるかどうか

ご確認ください。更新版を適用しても使用できない場合は、以下の

拡張機能の手動インストールをお試しください。 

※ 製品のインストール時に、ご利用のブラウザに合わせて拡張機能

がインストールされますが、突然使用できなくなった場合などに以

下の手順を行ってください。 

 

(1) デスクトップアイコンなどから Sticky Password のメイン画面を起動し、

「メニュー」→「設定」をクリックします。 
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(2) 「対応ブラウザー」を選択し、拡張機能をインストールします。ご利

用のブラウザアイコンの右側にある「インストール」をクリックします。

この例では、Firefox の拡張機能を選択します。 

 
 

(3) 完了すると以下の画面が表示されます。 

 
これでインストールは完了です。ご利用のブラウザによっては、この

あと個別の操作が必要になることがあります。詳細は、「２-２ 初回

設定を実行する」の(2)を参照してください。 
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４-２ 保存した情報のエクスポート 
Sticky Passwordで保存したログイン情報やセキュアメモ、個人情報な

どは、ファイルとしてエクスポートすることができます。エクスポートした

ファイルを他の PC でインポートすれば、元の PC で記録した情報を

すぐに使えるので、複数台の PC で使うときなどに便利です。また、バ

ックアップとして保存しておくことも可能です。ここでは、Sticky 

Password で記録した情報をエクスポートする手順をご案内いたしま

す。 

 

※ 万が一の場合に備えて、定期的に記録した情報をバックアップし

ておくことをお勧めします。保存場所は外付け HDD や USB メモリ

など、外部のメディアを使用することをお勧めします。 

 

(1) メイン画面を起動し、「メニュー」→「エクスポート」を選択しま

す。 

 
 



 

40 

(2) 「すべてエクスポート」を選択します。 

 
 

(3) 「Sticky Password 7 データベース(*.spdb)」を選択して「次へ」

をクリックします。 

 
 

検索ボタンをクリッ

クすると、バックア

ップデータの名前

から検索してリスト

アできます。 

リストアするデータにチェック

を入れます。一括でチェック

を入れる場合は「全選択」

を、外す場合は「全解除」を

クリックします。 



 

41 

(4) パスワードを入力します。ここで入力したパスワードは、このデ

ータをインポートする際に必要になりますので、忘れないように

してください。パスワードを入力したら「次へ」をクリックします。 

 
 

(5) 「ファイルに保存」をクリックします。 
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(6) 保存場所を選択し、ファイル名を入力したら「保存」をクリックし

ます。 

 
※ 保存場所は外付け HDD や USB メモリなど、外部のメディアを使

用することをお勧めします。 
 

(7) 完了すると、以下の画面が表示されます。「閉じる」をクリックし

て画面を閉じます。 

 
以上で操作は完了です。指定した場所にファイルが保存されて

いるか、確認してください。 
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４-３ アカウント情報のインポート 
前項でエクスポートしたアカウント情報を、インポートする手順をご案

内します。複数台の PC で使用する場合、1 台目の PC で記録したア

カウント情報をエクスポートして、2 台目の PC でインポートすれば、2

台目の PC ですぐに記録した情報を使用できます。 

 

(1) まず、インポートしたファイルが保存されたメディアをPCに接続

します。メイン画面を起動し、「メニュー」→「インポート」を選択

します。 
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(2) 「Sticky Password エクスポート済みデータ」をクリックします。 

 
 

(3) 予めエクスポートしたファイルを選択し、「開く」をクリックします。 
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(4) エクスポートの際に設定したマスターパスワードを入力して「次

へ」をクリックします。 

 
 

(5) インポートが行われ、結果が表示されます。「閉じる」をクリック

します。 

 
以上で操作は終了です。 
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４-４ パスワードの自動生成について 
パスワードを自動生成するには、パスワードジェネレータの機能を

使用します。Web アカウントなどを新規登録する際や、既存のアカ

ウントのパスワードを変更する際、パスワードジェネレータでパスワ

ードを作成できます。以下はライフボートストアの新規登録の画面

です。 

 
 

パスワードジェネレータの画面が表示されます。 

 

パスワードの入力欄にカーソルを

移動すると、ポップアップが表示

されるので、「パスワードを生成」

をクリックします。 
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この画面でパスワードを生成することができます。 

 
 

 

 

 

※ 生成したパスワードは、紛失しないよう管理には充分にご注意くだ

さい。 

 

 

パスワードを

生成します。 

生成したパスワー

ドを表示します。 

画面上のパスワード入力

欄に生成したパスワード

を入力します。 
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４-５ セキュアメモについて 
セキュアメモとは、テキストで入力した情報を保存する機能です。ソ

フトウェアのライセンスキーやパスポート番号など、他人に知られた

くない情報を、安全に保存できます。使用方法は以下の通りです。 

 

(1) Sticky Passwordのメイン画面を起動し、「セキュアメモ」を選択しま

す。 
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(2) メモを追加したい項目を選択します。以下の例ではライセンスを

選択しています。選択後、「メモを追加」をクリックします。 

 
 

(3) メモしておきたい内容を入力し、「追加」をクリックします。 
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(4) セキュアメモの画面に戻ります。これでセキュアメモとして保存し

た内容を表示したり、コピー&ペーストで入力することが可能にな

ります。 

 
 
 

保存したメモを

表示します。 

をクリックすると以下の

メニューが表示され、コピ

ーや印刷などが行えます。 
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４-６ マスターパスワードのリセットについて 
マスターパスワードを忘れた場合、以下の手順でパスワードをリセ

ットすることができます。 

※ マスターパスワードを忘れた場合、リセットすることで再設定でき

ますが、リセットを行うとそれまでに登録した情報がすべて消去さ

れてしまいます。マスターパスワードを忘れた場合の対処方法は

リセットする以外にございませんので、マスターパスワードの管

理は慎重に行ってください。 
 

(1) マスターパスワードの入力を間違えると、以下の画面が表示さ

れます。「パスワードを忘れた場合は？」の文字をクリックしま

す。 
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(2) 「パスワード データベースをリセット」をクリックします。 

 
 

(3) 新しいマスターパスワードを入力し、「OK」をクリックします。 

 
以上で操作は完了です。これで新しく設定したマスターパスワード

で Sticky Password が使用可能になります。 
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４-７ 設定画面について 
メイン画面を起動し、「メニュー」→「設定」を起動すると、Sticky 

Password の設定画面が起動します。ここでは、Sticky Password の動

作に関連する設定を変更できます。 

 

(1) 全般設定 

使用する言語や、更新プログラムの確認など、Sticky Password の

動作全般に関わる設定を変更できます。 
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(2) 対応ブラウザー 

対応ブラウザで、Sticky Password を使用するための拡張機能をイ

ンストールできます。 

 
 

(3) セキュリティ 

自動ロックするまでの時間設定やマスターパスワードの変更など

が行えます。 
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(4) 無視するウェブサイト 

無視するウェブサイトを登録します。ここに登録したサイトのログイ

ン情報は記録されず、自動ログインも行われなくなります。 

 
 

(5) 信頼済みウェブサイト 

信頼できる Web サイトの URL を追加できます。 
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(6) 無視するアプリ 

無視するアプリを登録できます。ここに登録したアプリのログイン

情報は記録されず、自動ログインも行われません。 

 
 

(7) ホットキー 

Sticky Password のロックやパスワード入力など、特定の機能を実

行するためのキーボード操作を登録できます。 
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(8) セキュアメモ 

セキュアメモのテンプレートの追加、編集、削除が行えます。 

 
 

(9) データベース 

Sticky Password のデータベースの保存場所、バックアップファイ

ルに関する設定を変更できます。 
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(10) その他 

通知メッセージや確認ダイアログなどに関する設定が行えます。 
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４-８ アンインストール手順 
 

(1) スタート→コントロールパネル→プログラム→プログラムのアン

インストールをクリックします。プログラムと機能の画面で、

「Sticky Password」を選択し、アンインストールをクリックします。 
 

(2) アンインストールの画面が表示されたら、「はい」をクリックしま

す。 

 
 

(3) Google Chromeのアドオンがインストールされている場合、以下

のように Google Chrome が起動することがあります。その場合

は Google Chrome の画面を閉じてください。 
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(4) 設定情報を削除するかどうかの確認画面が表示されます。削

除する場合は「はい」をクリックします。 

 
 

(5) 以下の画面が表示されたら「OK」をクリックします。 

 
 

なお、環境によっては、以下のように再起動を求められることもあ

ります。 

 
この場合は、「はい」をクリックして PC を再起動してください。 

以上でアンインストールは完了です。 
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