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fusion_place は、株式会社フュージョンズの商標です。 

 

Oracle, Java は、米国 Oracle Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商

標です。 Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国

およびその他の国における登録商標です。その他のブランド名および製品名は、各社の商標また

は登録商標です。 

 

この文書の著作権は株式会社フュージョンズおよびその供給者に帰属します。著作権者が発行し

た文書による許可がない限り、個人的な使用目的以外でこの文書の一部または全部をいかなる形

式または方法でも（転写、記録、情報検索システムへの利用などの電子的または機械的な方法を

含む）複製または転載することを禁じます。 

 

警告: この文書に含まれる情報はすべて、予告なしに変更されることがあります。株式会社フュ

ージョンズは、この文書の誤りに対して責任を負いません。また、この文書の提供、実行または

使用に関して生じた損害に対しても責任を負いません。 

 

株式会社フュージョンズ 

（本店所在地：東京都港区） 
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はじめに－当マニュアルの位置づけ 

fusion_place ソフトウェアには、standard （無償版）と premium （有償版）、２つのエ

ディションがありますが、インストール方法は両者共通です。このマニュアルで用いる画像は、

standard のものとなっています。 

 

fusion_place は、スタンドアロンベース（サーバの無い、パーソナルコンピュータ１台だ

けの構成）でも Webサーバベースでも運用できます。当マニュアルではスタンドアロンベース

でのインストール方法を解説します。 

ご注意 

 

会社などの組織が管理しているパーソナルコンピュータに fusion_place をインストール

する場合、管理者にご相談下さい。特に以下の点にご留意下さい： 

 

 fusion_place をインストールするパーソナルコンピュータには、適切なバージョンの

Java が必要です（参考資料をご覧ください）。当マニュアルではそのインストール手

順も含めてご説明しています。 

 fusion_place のインストール時には、管理者権限が必要です。 

 fusion_place のインストール時には、パーソナルコンピュータのレジストリの内容が

変更されます。 
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インストール手順 

1. Java のインストール又はアップデート 

（適切なバージョンの Java がパーソナルコンピュータにインストール済みである場合、以

下の手続きは不要です。） 

 

Java のインストール及び最新バージョンへのアップデートを簡単に行えるWebペ

ージを、Java の開発／提供元である Oracle 社が提供しています。Webブラウザで以

下のページにアクセスして下さい（以下の画面は Oracle社により随時変更される可能

性があります）。 

http://www.java.com/ja/ 

 

 

画面上の「無料 Java のダウンロード」ボタンをクリックして下さい。 

 

⇒ 「Windows版 Javaのダウンロード」ページに移動します（次ページ）。 

http://www.java.com/ja/
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上記ページで「同意して無料ダウンロードを開始」ボタンをクリックします。プロ

グラムを実行してよいか尋ねられることがありますが、許可して下さい。また、実行途

上においてセキュリティ警告が表示されることがあります。お読みの上、実行ボタンを

クリックして下さい。 

 

⇒ 「Javaセットアップ – ようこそ」というタイトルの画面が表示されます。画

面の例を以下に示します。 

 

以降、インストーラの画面の説明を読みながらボタンをクリックしていくと、イン

ストールが完了します。 
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2. fusion_place のインストール 

fusion_place をインストールします。 

 

1. フュージョンズ社のWebページ（http://www.fusions.co.jp）から、fusion_place 

インストーラの配布ファイルを入手して下さい。 

 

 配布ファイルは、無償版（fusion_place standard）、有償版（fusion_place 

premium）の試用用の２種類あります。ご興味のある方をダウンロードし

て下さい。  

 配布ファイルの名称は、以下の通りです： 

fusion_place standard :   fusion_place-standard-installer-n.n.zip 

fusion_place premium :   fusion_place-premium-installer-n.n.zip 

 

※ ファイル名中「n.n」はバージョン番号で置き換えてお読み下さい。  

 

2. 配布ファイルは zip 形式で圧縮されていますので、展開（解凍）して下さい。 

 

 ファイルが展開されると、フォルダが作成されます。そのフォルダの中に

インストーラファイルがあります。ファイル名は、配布ファイルの拡張子 

zip を exe に置換したものです。 

 

3. インストーラファイル（拡張子が exe のファイル）をダブルクリックして下さ

い。 

 

 「ユーザアカウント制御」画面が表示され、「次の不明な発行元からのプ

ログラムにこのコンピュータの変更を許可しますか？」と尋ねられること

があります。プログラム名欄に今ダブルクリックしたインストーラのファ

イル名が表示されていることを確認し、「はい」ボタンをクリックして下

さい。 
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 インストーラが起動され、言語選択画面が表示されます。 

 

 

4. 言語選択ダイアログで、"Japanese"を選択し、ＯＫボタンをクリックします。 

 

 「fusion_place ～ セットアップウィザードへようこそ」画面が表示され

ます。 

 

インストール先のパーソナルコンピュータについて特殊な条件がない場

合、以降は、インストーラの指示通りに操作するだけです。 
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5. 上記画面の注意書きを読み、良ければ「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 「ライセンス契約書」画面が表示されます。 

 

※ 契約書の内容は、standard と premium で異なります。 

 

6. fusion_place をインストールするには、ライセンス契約書にご同意頂く必要が

あります。契約書をお読み頂き、条件に同意するなら「同意する」ボタンをク

リックして下さい（同意しない場合、キャンセルボタンをクリックしてくださ

い。インストーラは終了します）。 
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 「インストール先を選んでください」画面が表示されます。 

 

 

7. インストール先フォルダをそのままにして、「次へ」ボタンをクリックします。  

 

 「Java実行環境」画面が表示されます。先ほどインストール又はアップ

デートした Javaのフォルダが表示されています。 

 

※ フォルダが表示されない場合、Java がインストールされていない可

能性があります。Java をインストールして下さい。 
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8. フォルダもそのまま変更せず、「次へ」ボタンをクリックします。  

 

 「基本設定」画面が表示されます。 

 

 

9. 「基本設定」画面の内容も通常は初期提案通りで構いません（※）。インスト

ールボタンをクリックして下さい。 

※ 変更する場合は、fusion_place ユーザマニュアル(Helpファイル)の

「fusion_place をセットアップする＞01.スタンドアロンで運用する場合

のセットアップ手続き＞fusion_placeをインストールする」のページをご参

照下さい。 

 

10. データベースを作成してよいか尋ねられるので「はい」をクリックして先に進

んで下さい。 

 「インストール」画面が表示され、インストールが始まります。 
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 インストールが終わると「fusion_place ～ セットアップウィザードは完

了しました」と書かれた画面が表示されます。 

 

 

11. 「今すぐ再起動する」「後で手動で再起動する」のいずれかにチェックして、

「完了」ボタンをクリックしてください。 

 

 これでインストールは終了です。「今すぐ再起動する」を選んだ場合は、す

ぐにパーソナルコンピュータが再起動され、再起動後には fusion_place が

使用可能になります。「後で手動で再起動する」を選んだ場合は、手動で再

起動した後に、fusion_placeが使用可能になります。 

 インストール直後においては、登録されているユーザアカウントは"admin"

のみです（パスワードも"admin"です）。起動確認後、必要に応じて他のユ

ーザアカウントを登録して下さい。他のユーザアカウントを登録した後には、

admin を削除あるいは使用停止してもかまいません。 
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インストール後の起動確認 

 

再起動後に、fusion_place の起動確認を行います。 

デスクトップに、「fusion_place メニューページ」 というアイコンが作成されている

はずです。このアイコンをダブルクリックしてください。 

 

 fusion_place のロゴマークのあるメニューページが表示されれば、

fusion_place は正しくインストールされています。 
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3. Excel-Link アドイン登録 

Excel-Linkは、fusion_place の Microsoft Excel連携ツールです。 

Excel-Link は、Excel のアドインファイルとして提供されます。Excel を起動すればアドイン

機能を使用できるようにアドインファイルを Excelに組み込むことを、「アドイン登録」と呼び

ます。 

ほとんどの場合、Excel-Link アドイン登録は、このマニュアルでご説明する自動化された手続

きで実行できます。 

 

例外として、例えば、パーソナルコンピュータに複数のバージョンの Excelがインストールされ

ている場合、自動手続きでは片方の Excel にしかアドイン登録されません。こうした場合には、

手動でアドイン登録することもできます。その場合の手続きは、ユーザマニュアルの

「fusion_place をセットアップする＞02.セットアップ手続き＞01.スタンドアロンで運用する

場合のセットアップ手続き」から、リンク「Excel-Linkアドインファイルを取得して設定する」

をクリックしてご参照ください。 
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Excel-Link アドインの組み込み手続き 

1. fusion_place メニューページで「マネージャ」アイコンをクリックして、

fusion_place マネージャを起動して下さい。 

 

 ログイン画面が表示されるので、ユーザアカウント・パスワードとも、admin と

入力してＯＫボタンをクリックして下さい。 

 

 次に「アプリケーション選択」画面が表示されます。「サンプルアプリケ

ーション①」をクリックして選択し、ＯＫボタンをクリックして下さい。 

 

 

2. マネージャが起動します。メニューから「オプション＞Excel-Link組み込み」

を選択して実行して下さい。 
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 アイコンが処理待ち状態に変わり、しばらくすると、下図のようなメッセ

ージが表示されます。 
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3. 上記のメッセージが表示された場合、Excel が起動されているはずです。画面

を Excel に切り替えて、インストーラ配布ファイル（zip）に含まれている

「SAMPLE1.xls」というファイルを開いて下さい。 

また、メニューに「fusions」という項目があるのでそれを選択して下さい。 

 

4. リボン上の一番左のアイコン「データ取得」（上図赤枠）をクリックして下さ

い。ログインを求める画面が表示されるので、ユーザ名、パスワードとも「admin」

と入力し、OK ボタンをクリックして下さい。なお画面の見かけはWindowsの

バージョンなどにより異なります。
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5. 「データ取得処理が完了しました。」というメッセージが表示され、Excelシー

トの各セルに金額が表示されれば成功です。 

 

 

 

インストールできたら 

インストールできたら、fusion_place の基本的な使い方を学びましょう。 

インストーラ配布ファイルをダウンロードしたページから「はやめぐり for 

fusion_place」チュートリアルもダウンロードして頂けます。同チュートリアルは、

fusion_place の基本を自習形式で学べるよう工夫された教材です。一通り実行して頂

けば、fusion_placeを皆さまの業務に具体的にどのように適用できるのかイメージが湧

いてくると思います。また、同チュートリアルだけでは説明しきれない fusion_place

の高度な機能を、ユーザマニュアルを読みながら活用していくための準備ができたこと

になります。 

fusion_place の世界にようこそ。 
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【参考資料】fusion_placeの動作環境（スタンドアロン運用時） 

オペレーティングシステム 

(※1) 

32-bit および 64-bitの 

右記 Windows 

(Itanium対応Windows を除く) 

 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1  

Windows Server 2003, 2008, 2012 

(それぞれ R2 含む) 

Windows Small Business Server 

2011 Essentials 

Java (Java実行環境) 

(※1) 

32-bit Java 

 

JRE 6 (Update 3 以降) , JRE 7 

JDK 6 (Update 3 以降) , JDK 7 

64-bit Java JRE 6 (Update 12 以降) , JRE 7 

JDK 6 (Update 12 以降) , JDK 7 

Web ブラウザ 

(※1) 

Internet Explorer IE 6 SP1 (Windows XP のみ) 

IE 7(XP, Vista, Server 2003,2008) 

IE 8 (Java 6 Update 14 以降) 

IE 9 (Java 6 Update 25 以降) 

IE 10, 11 (Java 7のみ) 

Microsoft Excel - Excel 2002, 2003, 2007,2010,2013 

ディスク容量 空き領域 約 500Mバイト必要 

元帳データ件数が 20万件程度(※2)を超える場合は、ユーザマニュアル中

の「メモリ・ディスク容量見積りガイドライン」をご参照ください。 

物理メモリ容量 1 Gバイト以上を推奨 

元帳データ件数が 20万件程度(※2)を超える場合は、ユーザマニュアル中

の「メモリ・ディスク容量見積りガイドライン」をご参照ください。 

※1  Javaのバージョンによって、サポートされるオペレーティングシステムとWebブラウザのバージョンに違いが

あります。詳細は Oracle 社の Webページをご覧ください（下記 URL等）。 

  Java 6: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/system-configurations-135212.html 

  Java 7: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html 

Oracle 社がサポートしている環境であっても上記一覧表にないものは、動作確認対象外とさせて頂きます

のでご留意お願い致します。なお、オペレーティングシステムや Java にはそれぞれ、システム環境に関する

固有の制約があります（例えば、32-bit の Java では、扱えるメモリ量の上限が 1.2～1.5GB程度となりま

す）。これらの制約は、文書に記述されているか否かに係らず、 fusion_place の利用時にも課せられます

のでご注意下さい。 

※2 件数カウント方法の詳細はユーザマニュアルの「システム運用管理の手引き＞01.動作環境」をご覧下さい。 

【重要】 Oracle社のサポート期限が終了済のバージョンの Java  あるいは Microsoft 社のサポート期限が終了

済のバージョンの Windows, Web ブラウザ,Excel とともに当製品を使用することは、セキュリティリスクを伴いま

す。当社はこのようなセキュリティリスクの低減を保証するものでは無いことをご理解の上、ご使用ください。 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/system-configurations-135212.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html
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