
ご使用上の注意
※ご購入後、御使用になられる前に必ずお読みください。



はじめに

このたびは”ぱそこんキッズキー”をご購入いただきまことにありがとうございます。

小学生が近年、パソコンに接する機会が急に増えてきている中、お子様にパソコンをさわらせることを不安
に思われている保護者の方も増えてきております。

この商品は、パソコンに挿すだけで、簡単に安心な子供用パソコンに変わります。

これからも”ぱそこんキッズキー”が、皆様のお役に立ち、且つお子様に楽しんでいただけるよう商品開発
を行ってまいります。

”ぱそこんキッズキー”を今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

←前へ 次へ→



セット内容

・本体×1

・台座×1

・USB延長ケーブル×1

・取扱説明書×1※保証書含む
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ご使用上の注意

■本商品はインターネット接続可能なパソコン専用です。

■本商品はウィンドウズXP、Vista専用です。他のOSでの動作はしません。

■ご購入後初めて本商品を挿すことでインストールが自動的にスタートします。
同意画面は出てきませんので､ご注意ください。
誤ってインストールしてしまった場合は、アンインストールの方法を参照の上、アンインストールをおこ
なってください。

■本商品は、以下の条件下で抜き挿しするとお客様のパソコンが一時的に動作しなくなる可能性がありま
す。十分ご注意ください。

1.本商品のインストール中
2.本商品の起動中（フラッシュムービー再生中も含む）
3.本商品の終了中
4.本商品以外のソフトの起動中または終了中

 

【USB機器の取り扱い】

■本商品の抜き挿しは保護者の方が必ずご確認していただき、一緒にご使用ください｡

■USBポートの位置によっては、直接、本商品が接続できない場合があります。
その場合は、付属のUSB延長ケーブルをお使いください｡

■USBの挿入向きを間違えるとご使用のパソコンが破損する恐れがありますので、
十分ご注意ください｡

【商品仕様について】

■インストール後は一度自動で再起動されるため､システムの起動に時間がかかる場合があります｡

■ウィンドウズXPをお使いの方は、インストール後にログオン画面が本商品専用画面になります｡

■本商品インストール後は起動、終了画面が通常のウィンドウズ画面に設定されます。

■本商品は、不定期のウェブ更新によりウェブへのリンク先、デザインなどが変わる仕様に
なっております。

■文字の入力方式の初期設定はローマ字入力となっております｡かな入力にするには
設定を変更して下さい｡

【あんしん設計と制限事項の設定について】

■あんしん設計上子供用ブラウザのウィンドウポップアップを禁止しておりますので、壁紙、ゲームなど一
部ご利用できない可能性があります。

■ソフトの使用許可､URLの使用許可・入力許可は保護者の自己責任のもとで設定してください｡

■著作権保護のコンテンツ(画像､動画､音楽データなど)をダウンロードした場合は､ 個人での使用に限り､
第三者に対して配布しないよう取扱いに十分ご注意ください｡
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動作環境

■対応機種　PC/AT　互換機　（DOS/V機）
■OS WINDOWS XP /Vista(64bit版は除く)
■CPU Pentium4 1GHz以上　またはそれに相当するCPU
■メモリ 256MB以上
■ブラウザ Internet Explorer 6.0 以上
■ディスプレイ解像度 SVGA(1024x600)以上
■フラッシュ再生環境　Adobe Flash Player 8以上

※記載されている各商品は一般に各社の商標または登録商標です。
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ぱそこんキッズキーの準備
インストール

■インストール手順

1.USBポートに｢ぱそこんキッズキー｣を挿し込みます｡

2.しばらくすると､ゲーム"どっちかなルーム"が始まり
ます｡
　扉を選んでいくゲームです。最後にどちらかのプレ
ゼントBOXを選択してください｡

3.ゲームが終了すると､「ぱそこんキッズキー」の準備
完了(インストール終了)です｡

4.準備が完了すると、左図のように「ぱそこんキッズ
キー」の画像が表示され自動的に再起動を始めます。
USBは挿したままでしばらくお待ちください｡

※ 再起動するまでに、ご使用のパソコンによっては3～5分かか
ることがあります｡

5.再起動が終わったら､自動的に現在使用しているパソ
コンが"キッズモード"で起動します。

!!インストール時のご注意!!
※ ｢ぱそこんキッズキー｣をUSBポートに挿し込む際､向きに十分ご注意ください｡ご使用のPCが破損する恐

れがあります｡

※ 自動起動の設定が不可になっているパソコンでは､ゲーム"どっちかなルーム"は始まりません｡
この場合は､マイコンピュータから､「ぱそこんキッズキー」のCD-ROMドライブを選択し、
"右クリック"にて､"開く"を選択します｡そこで､SETUP.EXEを実行してください。
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ぱそこんキッズキーの準備
名前登録

■キーに名前を登録する

1. マウスを使って名前の入力をしてください｡

2.入力後､「けってい」をクリックしてください｡

※名前は【ひらがな】のみ10文字まで入力可能です。
※アスキー文字、カタカナ英数字は入力不可です。
※名前の入力が完了しないと次の画面へ進めません。
※名前はあとで親モードから設定を変更することができます｡
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基本操作
マウス操作

■マウスを使う

｢ぱそこんキッズキー｣は､パソコンの楽しさをすぐに体感できるよう､通常のマウス操作よりかんたんな操作
でも十分お楽しみいただけるようになっています。

☆メイン画面のアイコンを操作する
(シングルクリック・左クリック)

マウスの先の左側のボタンを一回押します。

☆マイドキュメントの中にあるデータ
を操作する
(ダブルクリック・左クリック)

マウスの先の左側のボタンを二回押します｡



☆画像を保存･お気に入りページを登録
する
(シングルクリック・右クリック)

マウスの先の右側のボタンを一回押します。
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基本操作
文字入力

■かな入力/ローマ字入力方式の変更方法
(※初期設定時は､ローマ字入力になっています｡)

1.(ツールバーを表示させる場合）[しらべる][あそぶ][マイドキュメント][メッセージ][ファンリンク]いず
れかのアイコンをクリックします。

[入力方式]のアイコンをクリック(左記画面の場合、左から2番目のアイ
コン)します。

2.表示された項目の中で"プロパティ"を選択する。

3.[プロパティ]-[全般]-[入力設定]で”かな入力”を選択します｡

※IME以外の文字入力ツールをご使用の方はそれぞれの文字入力ツール取
扱説明書に従って設定してください｡

※入力方式の設定は、1台のパソコンに対して1つしか設定できません。

※「ぱそこんキッズキー」を2本以上お使いの場合は、ご注意ください。
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基本操作
起動方法

■キッズモードを起動させる
キッズモードを起動させるには、以下の3種類の方法がありま
す。

1.「ぱそこんキッズキー」をUSBポートに挿入した状
態で電源を入れる。
2.親モードで起動している時に、「ぱそこんキッズ
キー」をUSBポートへ挿入する。
3.ログオン画面の状態で、「ぱそこんキッズキー」
をUSBポートへ挿入する。
 

※上記画像は、ミッキーバージョンになります。
⇒くまのプーさんバージョンの画面を見る

※USBポートへの挿入のタイミングによっては起動しない場合があります｡その際は一度抜いてから再度挿入し
てください｡
※USBポートへの挿入時には､「ぱそこんキッズキー」の向きに十分ご注意ください｡機器が破損する恐れがあり
ます｡
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基本操作
終了方法

■キッズモードを終了させる
「ぱそこんキッズキー」をUSBポートから抜いてくだ
さい。
※おもちゃ箱モードではこの方法でのみ終了することができ
ます。

　
　

※上記画像は、ミッキーバージョンになります。
⇒くまのプーさんバージョンの画面を見る

■ログオン画面からの操作

※Vistaの場合、図のように「キーを挿入してください」と
「ぱそこんキッズキー」という名前のアカウントが
ログオン画面に作られますが使用することはできません。

☆親モードに切り替える場合
ログオン画面から保護者の方のアカウントで
ログオンします。
☆パソコンをシャットダウンする場合 
パソコンの電源をOFF（シャットダウン）するには
次の2つの方法があります。

【方法１】
1「ぱそこんキッズキー」を抜きます｡
2.ログオン画面に戻ります｡
※この時、電源はONのままです｡
3.ログオン画面でシャットダウンを選択します｡
4.確認画面でOKを選択します｡

【方法2】
1.「ぱそこんキッズキー」画面左下の
　スタートを左クリックします｡
2.一番下の[おわる]を選択します｡
3.確認画面で[はい]を選択します｡

※USBポートから抜くタイミングによってはログオフしない場合があります｡
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基本操作
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■キッズモードを終了させる
「ぱそこんキッズキー」をUSBポートから抜いてくだ
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※上記画像はくまのプーさんバージョンになります。
⇒ミッキーバージョンの画面を見る

■ログオン画面からの操作

☆親モードに切り替える場合
ログオン画面から、保護者の方のアカウントでログインしま
す。
☆パソコンをシャットダウンする場合 
パソコンの電源をOFF（シャットダウン）するには次の2つの方
法があります。

【方法１】
1「ぱそこんキッズキー」を抜きます｡
2.ログオン画面に戻ります｡
※この時、電源はONのままです｡
3.ログオン画面でシャットダウンを選択します｡
4.確認画面でOKを選択します｡

【方法2】
1.「ぱそこんキッズキー」画面左下のスタートを左ク
リック
2.一番下の[おわる]を選択します。
3.確認画面で[はい]を選択します。

※USBポートから抜くタイミングによってはログオフしない場合があります｡
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基本操作
ローマ字入力表

ローマ字入力をする時に便利な入力表を用意しました。

★ダウンロード★

・ローマ字入力表(Ａ４サイズ)　　　 ダウンロード

・ローマ字入力表(Ａ３サイズ)　　　 ダウンロード

印刷してご利用ください。
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メイン画面

※上記画像は、ミッキーバージョンになります。⇒くまのプーさんバージョンの画面を見る

１　『しらべる』
左クリックでブラウザが起動して子ども用検索サイト
｢Yahoo!きっず｣につながります｡
　｢Yahoo!きっず｣の検索およびカテゴリでは､スタッフがサイトの内容
を一つひとつ確認したうえで登録を行っています｡
詳しくは http://guide.kids.yahoo.co.jp/info/overview/index.html
をご覧下さい。

２　『あそぶ』
左クリックでブラウザが立ち上がり「Yahoo!きっずゲーム」につながり
ます｡
「Yahoo!きっずゲーム」はすべて無料でお楽しみいただけます。
詳しくは http://games.kids.yahoo.co.jp/  をご覧下さい。

http://guide.kids.yahoo.co.jp/info/overview/index.html
http://games.kids.yahoo.co.jp/


３　『マイドキュメント』

マイドキュメントには、初期設定で
・壁紙1（既定）・壁紙2・おもちゃ箱・どっちかなルーム
のデータが保存されています。

※ マイドキュメントには、映像･画像･音楽の様々なデータを
保存することができます。詳しくはこちらをご覧下さい。

４　『メッセージ』
保護者のアカウントとお子様のアカウントでメッセージのやり取りが出
来るボードです｡
メッセージの操作方法はこちらをご覧ください。

５　『ファンリンク』
シングルクリックをすると、楽しいサイトにつながります｡毎回かなら
ずクリックしたくなるようなコンテンツを計画中です。

※ ファンリンクでは､株式会社バンダイ､または他の会社の商品を紹介する場合が
あります。あらかじめご了承ください。

６　『スタートメニュー』
”スタート”ボタンを押すと、

・メイン画面上のリンク(しらべる・あそぶ・マイドキュメント・メッセージ)
・使用許可ソフトに設定されている”プログラム”リンク
・パソコンの電源をOFFにする"おわる”リンク

が表示されます。

※ 使用可能ソフトの登録がない場合は、”プログラム”リンクを選択しても何も
表示されません。

７　『音量設定・時刻/日付表示』
　※音量設定
　パソコンの音量を調整することができます｡
　くわしい使い方はこちらをご覧下さい。

　※時刻/日付表示
　現在の時刻､年月日を表示します｡

▲トップへ

Copyright © Yahoo Japan Corporation. All rights Reserved.
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操作方法
-ブラウザ-

■こども用ブラウザ(初期設定)の操作方法
☆もどる

現在閲覧しているページから1ページ戻ります｡

☆すすむ

現在閲覧しているページから1ページ進みます｡

☆おきにいり

「おきにいり」に追加したサイトが表示され､選択すると直接サイトへアクセスすることが出来ます｡
※設定画面の｢閲覧許可サイト｣で追加したサイトへのリンクもこの「おきにいり」に登録されます｡

☆いんさつ
設定画面でプリンターの使用を許可した場合はブラウザに表示されているページを印刷することが出来ます｡

※印刷用の画面は通常の画面と同様に表示されるため(左図)印刷の操作は保護者の方
が操作していただくことをおすすめします｡
！印刷時のご注意！

※ 親モードで起動している画面でプリンターが設定されていない場合､
プリンターの設定画面が表示されてしまいます｡
あらかじめ事前にプリンターとPCの接続をご確認いただけるとスムー
ズに機能をご利用できます｡

※ サイトによっては､正しく印刷できない場合があります｡その場合には
設定画面で｢標準ブラウザを使用する｣を許可して再度印刷操作をして
下さい。

☆☆ボタンが選択できない場合☆☆
設定がされていなかったり、閲覧履歴がない場合はボタンが選択できません｡

●閲覧履歴がない場合

●閲覧履歴がなく、プリンターの使用が許可されていない場合

※「おきにいり」は常に点灯する状態ですが、登録がない場合リストが表示されません。

■通常ブラウザ(初期設定時)で楽しめる機能
1.インターネットにつなげる



→｢しらべる｣をクリックすると｢Yahoo!きっず｣に接続されいろいろな検索をすることができます｡
※｢Yahoo!きっず｣について、詳しくは､「http://anshin.yahoo.co.jp/view/feature.html 」をご覧下さい｡

2.サイト上の画像を保存する
→保存したい画像の上で右クリックをする→｢マイドキュメントに入れる
｣を選択

※ お子様によっては、右クリックは難しい動作となります。はじめは保
護者の方とご一緒に何回か練習をしていただけることを推奨します。

※ インターネットから取得した画像・映像・音楽データについて、個人として楽し
むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できませんのでご注意くださ
い。また、他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭
外ネットワークに送信することや、他人の著作物を許可なく特定多数または不特
定多数からアクセスできる状態におくことは著作権法上禁止されています。

3.おきにいりページを登録する
→登録したいページ上で右クリックをする→｢おきにいりにいれる｣を
選択

※ 「おきにいりボタン」を押して追加されているかご確認ください｡ボ
タンをおしてもページのリストが追加されない場合はもう一度操作を
して下さい。

！お子様によっては、右クリックは難しい動作となります。保護者の方
がお手伝いいただくか､設定画面から｢閲覧許可サイト｣に登録してあげて
ください｡
※全てフラッシュで作成されているサイトで「おきにいり」に追加できません｡

☆おきにいりの削除方法
お子様の画面から「おきにいり」内のリンクを削除することは出来ませ
ん｡一度、キッズモードを終了して、設定画面から削除してください｡

■ブラウザの制限事項
1.ウィンドウポップアップには対応していません｡ ･･･有害なダウンロードを未然にブロックします｡

ウィンドウポップアップを必要とするリンクをクリックすると図のよう
な画面が表示されます。

※ サイトによっては、ウィンドウポップアップを表示しないとコンテンツがお楽し
みいただけない可能性があります。インターネットサイトでは、ウィンドウポッ
プアップを表示させて画像やコンテンツをダウンロードする構造になっているも
のが多数あります。

※ 初期設定時のブラウザでは「あんしん設定」を優先させているため、こうした不
特定なデータの入手が可能になってしまうウィンドウポップアップの表示を非対
応にしています。

※ なおウィンドウポップアップの表示を利用する場合は、設定画面から標準ブラウ
ザの使用を許可してください。この場合、アクセス先の制限がなくなりますので
保護者の方の目の届く範囲でお楽しみいただくことを推奨します。

2.ホームのURLを変更することはできません｡･･･不適切なサイトへのアクセスをブロックします｡

■保護者の方の許可で利用できるブラウザ機能
※初期設定ではすべてOFFになっています｡
1.標準ブラウザを使用することができます｡
2. URL入力ができます｡
3. プリント機能がご利用できます｡
※各プリンターの使用方法の説明は、お持ちのプリンターの取扱説明書をご覧ください｡
※アクセス先の制限がなくなりますので､保護者の方の自己責任の下設定してください｡

■ブラウザについての諸注意

http://anshin.yahoo.co.jp/view/feature.html


※ ぱそこんキッズキーの初期設定時ブラウザの動作保証はInternet Explorer 6.0以上がインストールされて
いるパソコンになります。
それ以外のInternet Expolorerがインストールされているパソコンではブラウザの動作が不安定になる可能
性があります。
あらかじめ現在インストールされているバージョンや使用されているブラウザをご確認下さい。
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操作方法
-マイドキュメント-

■マイドキュメント内容
初期設定時にはマイドキュメントには以下のデータが保存されています。

･かべがみ1(既定)
初期設定時はこの壁紙になっています。
･かべがみ2
かべがみ1とは異なるデザインの壁紙です。
･おもちゃ箱
クリックするだけで楽しい20個のおもちゃアプリです。
･どっちかなルーム
インストールの時に楽しんでいただいたゲームアプリです。
※ これらのデータは削除することができますが､次回キッズモードで起動する

と再びマイドキュメント内に書き込まれます。あやまって､お子さまがデー
タを削除してしまっても再起動させるだけでデータが元どおりになります。

☆☆初期設定時に開くことのできるデータフォーマット☆☆

映像
:dvr-ms, asf, wm, wmv, wmd, avi, mpeg, mpg, m1v, mpe, wpl, wvx, wmx

音楽
:mid, rmi, midi, wma, wav, snd, au, aif, aifc, aiff, mp3, mp2, mpa, asx, wax, m3u

画像
:bmp, jpg, jpeg, jpe, jfif, gif, tiff, tif, png, ico

おもちゃ箱(フラッシュアプリ)
:swf

開くことのできないデータ（使用を許可されていないソフトのフォーマット形式で開くことの
できるデータ）

※使用可能ソフトに追加すると、そのアプリケーションのアイコンに変化します。

■マイドキュメント内のデータを開く

(開きたいデータにカーソルをあわせて)
「左ダブルクリック」または「右クリックで"ひらく"を選択」

※ 初期設定時対応データフォーマットとは異なる形式ではデータを開
くことが出来ません｡

※ 使用可能ソフトで開くことが可能なデータの場合は、設定画面から
使用可能ソフトを追加することでデータを開くことができます。



※ なお、すべてのソフトが動作することを保証しません。対応していないデータ
フォーマットをご利用になって、キッズモードの動作が不安定になった場合
は、直ちにそのデータの使用を中止してください。そのままご利用を継続され
てパソコン本体の動作に影響しても、サポート適用外となる場合がございま
す。
お取り扱いには十分ご注意下さい。

■マイドキュメント内のデータを削除する

(削除したいデータにカーソルをあわせて)
「クリックで選択」→「”けす”ボタンを押す」→「（確認画面）で”
はい”を選択」
または
「右クリックで”けす”を選択」→「（確認画面）で”はい”を選択」

※ 一度データを削除してしまうと、元にもどすことはできません。操作をされる
際は十分ご注意ください。

■保存した画像を壁紙に設定する

(壁紙に設定したい画像にカーソルをあわせて)
「右クリック」→「”かべがみにせってい”を選択」

※壁紙に設定できるのは画像ファイルのみです｡
設定できる画像形式は bmp, dib, JPG, JPEG, JPE, JFIF, GIF, TIF,
TIFF, PNGとなります｡

※ データの形式､大きさによっては壁紙にした場合､正しく表示されな
い場合があります｡

■おもちゃ箱を使って遊ぶ
おもちゃ箱には､20個のおもちゃアプリが入っています。
操作はかんたんです。
画像の上をクリックするだけでいろいろな変化がおこります。
ご家族そろってお楽しみください｡

おもちゃ箱の詳しい内容は機能紹介-おもちゃ箱- をご覧下さい。

■どっちかなルームを使って遊ぶ



”どっちかなルーム”は、ぱそこんキッズキーを初めて挿した時にス
タートしたゲームアプリです。
すこし、難易度が上がっています。パーフェクトクリアをめざしてお楽
しみ下さい。
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操作方法
-メッセージ-

■新しくメッセージを作成する
メイン画面の”メッセージ”アイコンをクリックすると”メッセージボードメイン”画面が開きます。

画面左上にある”かきこむ”を選択します。

すると、下図のように”メッセージボード”が表示されます。

”○○へ”(あて先)”○○より”(送り主)を記入します。

カーソルを緑の部分にあわせ、メッセージを書きこみます。

メッセージを書き終わったら、”かきこむ”ボタンをクリックして、書
き込みが完了します。

※あて先・送り主の部分は、全角10文字、半角19文字まで。
※メッセージ部分は全角1000文字まで。

■途中で書き込みをやめる場合
画面右上の”やめる”ボタンをクリックする。

書き込みが中止され、”メッセージボード”が消えます。

※ 一度”やめる”を選択すると、これまで書き込んだ内容はすべて消え
てしまいます。操作をされる際は十分ご注意下さい。

”かきこむ”ボタンを押すと”メッセージボードメイン”に書き込まれ
たメッセージが表示されます。

■メッセージボードメインの見方



メッセージボードは、左から

「開封・未開封」アイコン-「あて先」-「送った人（送り主）」-「作成
日時」
の順で表示されます。

※この順序を変更することはできません。

☆☆メッセージのやりとりについて☆☆
メッセージは「親モードのメッセージ」と「キッズモードのメッセージ」のやりとりになります。
複数キッズキーをもたれている場合、キッズアカウント同士でメッセージを書き込むこともできます。
※メッセージボードにアクセスしたユーザーはどのメッセージも閲覧･削除が行えます｡
※パソコンに登録しているユーザー全員がメッセージボードを見ることが出来ます｡

■メッセージの削除方法
メッセージボードに表示されているリストを選択して、右下にある”けす”ボタンをおすとメッセージが削除
されます。
※一度、メッセージを削除すると元にもどすことができません。操作の際は十分ご注意下さい。
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操作方法
-音量設定-

■音量を調整する
1.日付表示の左にあるスピーカーアイコンを左クリックします。
2.大･中･小･OFFの文字の上で設定したいものに左クリックします｡

音
量-OFF 音量-小 音量-中 音量-大

※ アイコン表示が設定したものになっているか確認して下さい
｡

※ パソコン本体の音量調節がある場合（ダイヤル式など）､そ
の音量が最大値になる場合があります｡
スピーカー表示が大でも音が小さい場合は､パソコン本体の
音量設定が小さくないか御確認ください｡
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操作方法
-時刻･日付の設定-

■時刻･日付の設定をする
※保護者のアカウントの時刻･日付表示を参照しています｡ 時刻･日付の設定は保護者のアカウントでログオン
後､ウィンドウズの操作にしたがって設定をしてください｡
※時刻･日付は保護者のアカウントから最大1秒遅れる可能性があります｡
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キッズモード設定方法
(保護者の方のアカウントでの設定)

■キッズモードを設定する
保護者のアカウントでパソコンを起動させます。
[スタート]-[すべてのプログラム]-[ぱそこんキッズキー]-[ぱそこんキッズキーの設定]で設定画面を開きま
す。

■ユーザー設定
パソコンに登録している方が全員キッズモードの設定をすることが出来ます。

1.設定
キッズモードの設定が行えます。

2.メッセージ
キッズモードの“メッセージ”と同じアプリケーションが使用できま
す。 メッセージの閲覧､書き込み､削除が行えます。

3.削除
お子様の登録削除が行えます。
※ ユーザーを削除してもマイドキュメントのデータは削除されません。

削除した後に再度ご使用される際､ユーザーの名前入力をする設定画面からスター
トします。

■ユーザー設定（詳細） 詳細な設定を行うことができます。

1.お子様のお名前

お子様の名前の変更､確認が出来ます。名前の変更をしてもお子様の保存データは消去されません。



2..お子様の誕生日

お子様の誕生日の設定が出来ます。誕生日にはお子様に特別なメッセージが表示され､BGMが流れます。

3..1日の利用時間の設定

1日のパソコンの利用時間の設定が出来ます。0時間1分～23時間59分までの設定と、制限しないの設定が可能で
す。
※初期設定時の設定では1時間になっています。
※ お子様の画面では10分前に注意メッセージが表示されます。時間オーバー時には操作がロックされます。そ

の場合は､キーを抜いてログオフ画面からでないとシャットダウンすることができません。

※1日の利用時間は毎日午前0時でリセットされます。
▲トップへ

4.おもちゃ箱モード

パソコンがはじめての小さなお子様用のモードです。
選択すると常におもちゃ箱モードで起動し､おもちゃ箱モード以外は起動しません。
→おもちゃ箱モードについての詳細

※ おもちゃ箱モードからは､パソコンをシャットダウンできません。「ぱそこんキッズキー」を抜いてログオ
フし､ログオン画面からシャットダウンしてください。

5.プリンター使用の許可

お子様がプリンターを使用する際に設定してください。

※初期設定時ではOFFに設定されています。

※各プリンターの使用方法はお持ちのプリンターの取扱説明書をご覧ください。

6.URL入力の許可

子供用ブラウザにURLの入力が出来るようになります。

※初期設定時ではOFFに設定されています。
！アクセス先の制限がなくなりますので､保護者の方の自己責任の下設定してください！

※ あんしん設計のためURL入力ができてもポップアップは禁止しております。
※ サイトによっては壁紙､ゲームなどが利用できない可能性があります。その場合は標準ブラウザの使用を許

可し保護者の方の目の届く範囲でお楽しみください。

▲トップへ

7.標準ブラウザ使用の許可

通常の保護者の方が使用しているブラウザが使用出来るようになります。

※初期設定時ではOFFに設定されています。
！アクセス先の制限がなくなりますので､保護者の方の自己責任の下設定してください！

8.使用可能ソフト設定



保護者の方が許可したソフトをお子様が使用することが出来ます。

※初期設定時では何も登録されていません。
(設定方法)
1 追加のボタンをクリック

2 プログラムフォルダの中から､使用を許可するソフトのショートカット
を選択

3 開くをクリックして完了
！許可するソフトによってはインターネットでのアクセス先の制限､パソコン内の制
限が無くなります。保護者の方の自己責任の下設定してください！
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キッズモード設定方法
(保護者の方のアカウントでの設定)

9.閲覧可能サイト設定(子供用ブラウザ使用時のみ動作します)

保護者の方が許可したウェブサイトにお子様がアクセスすることが出来ます。

※初期設定時では何も登録されていません。

(設定方法)
1.閲覧可能にしたいサイトを親モードでお気に入り登録します。
2.追加のボタンをクリックします。
3.プログラムフォルダの中から､使用を許可するお気に入りを選択しま
す。
4.開くをクリックします。

※ URLを直接入力することは出来ません。
※ 閲覧可能サイトの登録の前に必ず、親モードのブラウザでおきにいり

登録を行ってください。
！許可するソフトによってはインターネットでのアクセス先の制限が無くなります。
保護者の方の自己責任の下設定してください！

10.ログ確認

お子様のインターネットアクセスのログを確認することが出来ます。

※ ログは一部分を削除することはできません。削除する場合には必ず全
て削除されます。

※ このログは「インターネットアクセスのログ」のみになっており､操
作ログは保存されておりません。

インターネットアクセスのログって何？
インターネットアクセスのログというのは､ブラウザでアクセスしたサイ
トのURL(アドレス)です。
お子様がどのサイトを閲覧していたのか､このログから簡単に確認するこ
とができます。

ログからアクセス先を確認する方法
ログ画面には､アクセスした(西暦)(月)(日)(時間)とhttp～(アドレス)の
順で記録されています。
確認される際は､このhttp以降をコピーしてご利用のブラウザのアドレス
バーにペーストして下さい。
※一部アドレスによってはアクセスができない場合がございます。その
際はできるだけ短いアドレスを選ぶと確認しやすくなります。

11.固有番号確認
「ぱそこんキッズキー」の固有の番号を表示しています。
ユーザーサポートなどでお尋ねする場合がありますのでその際にご利用ください。



■保護者の方へのアンケート
ウィンドウズメニューの「すべてのプログラム」から確認できます。

「ぱそこんキッズキー」のアンケートウェブサイトに接続します。
どうぞ今後のよりよい商品開発の為にご協力ください。

■オンラインアップデート
ウィンドウズメニューの「すべてのプログラム」から確認できます。

プログラムアップデートを行うことが出来ます。

▲トップへ
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操作上のご注意
-ウィンドウの最小化-

使用可能ソフトのウィンドウを最小化すると画面上にバーとなって表示されます｡

※許可するソフトウェアの種類によっては､正常に動作しない場合があります。
※一度に多くのソフトウェアを起動させると、パソコンの仕様によっては動作が不安定になる場合が
あります｡
※ソフトウェアによっては最小化されてから表示されるまで数秒かかるものもあります｡
※最小化表示がされない場合は､背景をクリックすると表示される場合があります｡
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操作上のご注意
-データの保存方法-

■データを保存する
1.使用可能なそれぞれのソフトウェア毎のデータ保存方法に従って保存
画面を表示させてください｡

2.必ず保存画面左のマイドキュメントを左クリックした後､またはセーブ
するフォルダをマイドキュメントを選択して下さい｡

3.保存するファイルの名前を入力し､保存をクリック。

※ 保存を実行しても､データがマイドキュメントに保存されていない場
合､以下の点を再度ご確認ください｡

a. 保存先のフォルダがマイドキュメントになっているか｡
b. PCによっては保存画面に図のようにマイドキュメントを選択する操作

が必要な場合があります｡

こちらを先に選択されてから保存をしないと正しく保存されないことが
あります｡

※ ソフトウェアによるデータ保存方法は別途各ソフトウェアにあるマ
ニュアルを参照ください｡

☆☆ソフトウェアによるデータ保存時の注意点☆☆
マイドキュメント内ではフォルダを作成しないで下さい。
※保存時に新規フォルダを作成してデータを保存しても、マイドキュメントでは表示できません。

☆☆保存したデータのバックアップ方法☆☆
マイドキュメントに保存したデータは、親モードの設定画面から確認できます。

1.設定画面から「マイドキュメントの確認」を選択します。

2.マイドキュメントに保存したデータのウィンドウが開きます。

3.通常のファイル保存方法に従ってデータをバックアップしてくださ
い。
※この際、誤って削除しないよう、操作には十分ご注意してください。
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ぱそこんキッズキーのアンインストール

■[Windows XPの場合]
1.ウィンドウズの [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします｡

2.[プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックして開いてください｡

3.[アプリケーションの追加と削除] ダイアログボックスの[ぱそこんキッズキー]をクリックして選択し､[変
更/削除]ボタンをクリックします。

4.確認のダイアログボックスが表示されます｡削除してよければ [はい] をクリックします｡

！！「はい」を選択するとアンインストールが開始されます。やり直すことはできません！！操作の前は十分
ご確認ください。

5.作成や保存したデータ、ユーザーの設定情報やメッセージも削除するのか選択します。

「はい」を選ぶと、データがすべて削除されます。
「いいえ」を選ぶと、下記のデータや設定情報は削除されません。
※ ユーザーの設定情報（使用可能アプリ・閲覧可能サイト・キッズモードでの表示ブラウザ設定・各種制限設

定）・マイドキュメントに保存したデータ・メッセージ。
※ 誤って削除してしまったデータにつきましては保証することができません。データのバックアップなど十分

にご確認の上操作していただきますようご理解下さい。

■[Windows Vistaの場合]



1.ウィンドウズの [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします｡

2.[プログラム]-[プログラムと機能]をクリックします｡

3.表示されたリストから[ぱそこんキッズキー]を選択し､[アンインストールと変更]をクリックします｡

4.確認のダイアログボックスが表示されます｡削除してよければ [はい] をクリックします｡

！！「はい」を選択するとアンインストールが開始されます。やり直すことはできません！！操作の前は十分
ご確認ください。

5.作成や保存したデータ、ユーザーの設定情報やメッセージも削除するのか選択します。

「はい」を選ぶと、データがすべて削除されます。
「いいえ」を選ぶと、下記のデータや設定情報は削除されません。
※ ユーザーの設定情報（使用可能アプリ・閲覧可能サイト・キッズモードでの表示ブラウザ設定・各種制限設

定）・マイドキュメントに保存したデータ・メッセージ
※ 誤って削除してしまったデータにつきましては保証することができません。データのバックアップなど十分

にご確認の上操作いただきますようご理解下さい。
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機能紹介
-フィルタリングソフト[i-フィルター]-

■i-フィルターとは
有害サイトをブロックすることができるフィルタリングソフトです。

※｢iフィルター｣はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

■i-フィルターのインストール方法を確認する
1.ウィンドウズの [スタート] → [すべてのプログラム] をクリックします｡
2.[ぱそこんキッズキー] →[ i-フィルター] を選択します。
3.ブラウザが立ち上がり､デジタルアーツ株式会社のウェブページ上で「i-フィルターインストール手順」が表
示されます｡
iフィルターに関する詳細や機能につきましては、「 http://www.daj.jp/ 」からご確認いただけます。

←前へ　 　次へ→
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機能紹介
-おもちゃ箱-

■あそびかた
画面上にあらわれた画像を自由に左クリックして遊びます。

1 おほしさま
背景が星空になります｡
もう一度クリックすると元に戻ります｡
運がいいと流れ星を見ることが出来ます｡
さらに運がいいとUFOが見ることが出来ます｡

2 るーれっと
ルーレットが回ります｡
当たると画面で演出があります。

3 じゃんけんましーん
じゃんけんが出来ます｡
クリックする度にランダムで出す手が変わります｡

4 ペンキぬり
背景がクリックするたびにランダムで色が変わります｡
初期出荷時は緑色です｡

5 いまなんじ?
クリックすると時計の針がまわり現在時刻で
ストップします｡

6 どれみふぁミレド♪
クリック毎にドレミファソラシドシラソファミレド
の順に鳴り音符の色が変わります｡

7 にゃーにゃー
クリック時にニャーと鳴きます｡



8 はいぱービームほう
クリックでUFOを撃ちます｡

9 みずやり
クリックする度に､花が育ち最後に咲きます｡
咲いた後にクリックすると元に戻ります｡

10 あかり
クリックで画面が明るくなります｡
再度クリックで元に戻ります｡

11 おむすびぱっくん
クリックする度におむすびがなくなっていき
最後まで食べるとまた元に戻ります｡

12 あしあとぺったん
クリックで画面に足跡をぺたぺたつけます｡

13 らくがきしよ!
クリックを押したまま､マウスを動かすと
"画面説明"画面に落書きができます｡ペンの太さや色
を指定する ことも出来ます｡×マークで元に戻ります｡

14 おかたづけ
絵合わせゲームです｡クリックを押したまま､マウス
を動かして､形にあった場所に時間内に合わせます｡
全てあわせるか持ち時間オーバーで元に戻ります｡

15 わんわん
クリック時にワン!と吠えます｡

16 ろけっとゴー!
ロケットが星空の中を飛んでいきます｡
運がよければ､満天の星空の中を飛んでいきます｡

17 くるまゴー!



くるまが走り出します｡最後に元に戻ります｡

18 おてがみとどけ!
クリックを押したまま､マウスを動かして封筒を
壁に当たらないように郵便ポストへ届けるゲームです｡

19 にゃーのおうち
クリックするとネコがポインターについてきます｡
再度ネコのおうちをクリックすると元に戻ります｡

20 ポン!
クリックすると､クラッカーが鳴ります｡
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機能紹介
-一言メッセージ-

毎回「ぱそこんキッズキー｣を挿して起動させると画面上に一言メッセージが表示されます｡

※上記画像は、ミッキーバージョンになります。⇒くまのプーさんバージョンの画面を見る

メッセージはログオンの回数や頻度､日付､季節､不定期に更新されるデータなどにより変化します。
特別な日やイベントのある日などは楽しいBGMも流れます♪
※ ログオンの状況､日付によってはメッセージが同じ場合があります｡
※ メッセージは1回しか表示されません｡

もう一度メッセージを表示させる場合は､一旦終了して再起動させて下さい｡
※ 株式会社バンダイより商品の紹介をさせていただく場合があります｡

←前へ　 　次へ→



機能紹介
-一言メッセージ-

毎回「ぱそこんキッズキー｣を挿して起動させると画面上に一言メッセージが表示されます｡

※上記画像は、くまのプーさんバージョンになります。⇒ミッキーバージョンの画面を見る

メッセージはログオンの回数や頻度､日付､季節､不定期に更新されるデータなどにより変化します。
特別な日やイベントのある日などは楽しいBGMも流れます♪
※ ログオンの状況､日付によってはメッセージが同じ場合があります｡
※ メッセージは1回しか表示されません｡

もう一度メッセージを表示させる場合は､一旦終了して再起動させて下さい｡
※ 株式会社バンダイより商品の紹介をさせていただく場合があります｡
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パスワードの設定方法

■保護者の方のアカウントもパスワードを設定しましょう。

｢ぱそこんキッズキー｣をインストールすると、一台
のPCをそれぞれの登録（アカウント）によって使い
わける設定になります｡
お子様が「ぱそこんキッズキー｣を抜くとログオフ状
態になり､ログオン画面になります｡
これまでPCを共有されたことのない方には若干違和
感を感じられる場合があります｡

保護者の方のアカウントにパスワードが設定されて
いないと､お子様が保護者の方のアカウントでログオ
ン出来てしまう可能性があります｡
これを機会にぜひ保護者の方もアカウント機能を覚
えるつもりでご自分のアカウントにパスワードを設
定しましょう｡

©Disney
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard

本説明書に記載されている各商品は一般に各社の商標または登録商標です。
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