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はじめに
本書では、購入キーを使用してライセンスファイルを入
手し、NSR-500 シリーズにインストールする方法につい
て説明します。
NSR-500 シリーズにライセンスファイルをインストールす
ると、登録可能なカメラ台数を 24 台まで拡張できます。

インストールの流れ
Step 1

購入キーを確認する

↓
Step 2

ライセンスファイルを入手する

↓
Step 3

ライセンスファイルをインストールする

メモ
ライセンスファイルの入手には、インストールする
NSR-500 シリーズのシリアル番号（S/N）が必要です。シ
リアル番号（S/N）は、以下のように NSR-500 シリーズ
本体の梱包箱および本体前面と後面に貼付のシールに記
載されています。また、ソフトウェアの「ログオン」画
面から、［情報］を選択したときに表示される「情報」画
面の［シリアル番号］という項目の行で確認することが
できます。
梱包箱）

本体前面）

本体後面）
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はじめに / インストールの流れ

Step 1
認する

購入キーを確

Step 2 ライセンス
ファイルを入手する

「ライセンス購入キー通知書」をお手元に用意してください。
購入キーは、「ライセンス購入キー通知書」に記載されて

Web ブラウザーからソニーのライセンスファイルダウン
ロードサイト：eCSite にアクセスし、ライセンスファイ

います。

ルを入手します。

ご注意

1

インストールするNSR-500シリーズ本体のシリアル番
号（S/N）をメモに控える。

「ライセンス購入キー通知書」の名称やデザインは予告な
く変更することがありますが、ご了承ください。

ライセンスファイルの申請操作の途中で、NSR-500
シリーズのシリアル番号（S/N）の入力を求められ
ます。
◆ シリアル番号の確認方法は「インストールの流れ」（2
ページ）をご覧ください。
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コンピューターで Web ブラウザーを起動する。

3

Web ブラウザーの「アドレス」欄に、以下の URL を
入力する。
https://www.ecspert.sony.biz/
eCSite ログイン画面が表示されます。

4

ユーザ ID とパスワードを入力し、
［ログイン］をク
リックする。
eCSite リニューアル後に初めてログインする場合は、
ユーザ登録が必要です。
◆ 詳しくは「ユーザ登録の方法」（4 ページ）をご覧くだ
さい。

ユーザ ID は eCSite のユーザ登録完了メールに記載
されています。パスワードは eCSite のユーザ登録の
際に設定したパスワードを入力します。

5

Access Code を入力し、［ログイン］をクリックする。
Access Code は eCSite のユーザ登録完了メールに記
載されています。

Step 1

購入キーを確認する / Step 2

ライセンスファイルを入手する
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ンコードまたは購入キーを半角英数字で入力し、
［追加］をクリックする。
4 Step 4：［ライセンスファイルダウンロード］を
クリックする。
ファイル名：シリアル番号 ̲ カメラ数 .lic
例：1300001̲20.lic
ホーム画面が表示されます。

6

画面左側の［RealShot Manager Tool］をクリックす
る。

ダウンロード終了後はサインアウトしてください。

ユーザ登録の方法

1
2

ログイン画面右下の［ユーザ登録］をクリックする。
ユーザ登録画面が表示されたら、e-mail アドレスとパ
スワードを入力して、
［登録］をクリックする。
パスワードは数字（0 〜 9）、アルファベットの小文

7

字（a 〜 z）、大文字（A 〜 Z）をそれぞれ 1 文字以
上含む 8 文字以上 16 文字以下で入力してください。
ライセンスファイルをダウンロードする。

3

ユーザ登録完了メールを受信したら、記載されてい
る URL にアクセスする。
メール受信後 24 時間以内にアクセスしてください。
ユーザ登録完了画面が表示されたら、画面左上の青
文字の［Login］をクリックすると、ログイン画面が
表示されます。

ご注意
ユーザ登録完了メールに記載されているユーザ ID と
Access Code はログイン時に必要です。
1 Step 1：V をクリックして、プルダウンリストか
ら台帳 ID を選ぶ。
2 Step 2：
［プロダクト名］から NSR-500 シリーズを
選び、NSR シリーズ本体のシリアル番号（7 桁）
を半角英数字で入力してから［追加］をクリック
する。
3 Step 3：
「ライセンス購入キー通知書」にシリア
ル番号（7 桁）とオーソリゼーションコード（3 桁
-3 桁 -3 桁）が記載されている場合は［シリアル番
号 / オーソリゼーションコード］を、購入キー
（12 桁）のみが記載されている場合は［購入キー］
を選んでから、シリアル番号とオーソリゼーショ
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Step 2

ライセンスファイルを入手する

3

内容を確認し、
［OK］をクリックする。

Step 3 ライセンス
ファイルをインストール
する
NSR-500 シリーズ本体の［管理メニュー］画面から、ラ
イセンスファイルをインストールします。
ご注意
確認メッセージが表示されます。

ライセンスファイルのインストール後、自動的に本体が
再起動します。再起動しても運用に支障をきたさないと
きに、インストールを行ってください。

1

4

メッセージの内容を確認し、
［OK］をクリックする。
メッセージが表示されたら、USB フラッシュメモ

ライセンスファイルをコピーした USB フラッシュメ
モリーを、本体の USB 端子に接続する。

リーを抜いてください。

ご注意
• 絶対にライセンスファイルのファイル名、拡張子
を変更しないでください。
• ライセンスファイルは、フォルダーを作成せずに、
そのまま USB フラッシュメモリーにコピーしてく
ださい。
• USB フラッシュメモリーには、ライセンスファイ
ル以外のファイルは入れないでください。
ライセンスがインストールされ、本体が再起動します。
メモ
• USB フラッシュメモリーは、FAT32 フォーマット
のみ対応しています。
• 接続する USB 端子は任意です。
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ライセンスのカメラ台数は、再起動後に有効になり
ます。
ライセンスが正しくインストールされたかどうかは、
再起動後のログオン画面の［情報］から確認できます。

［管理メニュー］画面で、［ライセンスインストール］
をクリックする。

「ライセンスインストール」画面が表示されます。

カメラ台数が増えていない場合は、Sony Global
eCSpert Center（メールアドレス：
info@eCSpert.sony.biz）までお問い合わせください。

Step 3

ライセンスファイルをインストールする
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商標について
"IPELA" および

は、ソニー株式会社の

商標です。
その他、本書に記載されているシステム名、製品名、会
社名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。
なお、本文中では、®、™ マークは明記していません。

