
カスペルスキー モバイル セキュリティ
カスペルスキー タブレット セキュリティ
このたびは、カスペルスキー製品をご購入いただきありがとうございます。	
このインストールガイド（以下、「本ガイド」）にしたがい、アプリケーション
をインストールしてください。

ご注意：
・	カスペルスキー	モバイル	セキュリティとカスペルスキー	タブレット	セキュ
リティ（以下、「本製品」）は、インターネットからアプリケーションをダウ
ンロードしてインストールします。
・	本ガイド中に記載されている「ホームキー」「メニューキー」は、アンドロイ
ド端末の操作キーの一般的な名称です。ご利用の端末により、名称が若干異
なる場合があります。
・	本ガイドの操作手順は、Android	OS	2.3 と 3.2 での操作に基づいて記述さ
れています。ほかのOSの場合、操作方法が異なる場合があります。操作方法は、
ご利用のアンドロイド端末のヘルプおよびマニュアルをご参照ください。

インストール前の準備：
本製品をインストールするアンドロイド端末が、インターネットに接続できる
こと、日時設定が正しいことを確認してください。
設定方法は、ご利用のアンドロイド端末のヘルプおよびマニュアルをご参照く
ださい。

インストールガイド
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カスペルスキー	モバイル	セキュリティのインストール

1. インストールパッケージをダウンロードします。
① アンドロイド端末で、次のページにアクセスし、
インストールパッケージをダウンロードしま
す。

	 http://www.kasperskylabs.jp/kms9/
パッケージ（約 4MB弱）がダウンロードされ
ます。

② ステータスバーをドラッグして、インストール
パッケージ kmsecurity_9.*.*_ja.apk（* は 1
桁以上の英数字）のダウンロードが完了したこ
とを確認したら、ファイル名をタップします。
※	パッケージのファイル名は若干異なる場合があります。最新のファイル名はテクニカル
サポートサイトのシステム要件（本ガイドの10ページを参照）で確認できます。

2. アプリケーションをインストールします。
① ［このアプリケーションに許可する権限］を確認し、
［インストール］をタップします。

② 「アプリケーションをインストールしました」とい
うウィンドウが表示されたら、［開く］をタップし
ます。

「インストールはブロックされました」が表示されたら

Google	Play（旧 Android マーケット）以外
から入手したアプリをインストールできない設
定になっている場合があります。

端末の［設定］メニューの［アプリケーション］
から、次の操作を行います。
＊		設定メニューの開き方は、ご利用の端末のヘルプおよび
マニュアルをご参照ください。

1.	［提供元不明のアプリ］をタップしてチェッ
クをオンにします。

2.	注意メッセージが表示されます。［OK］をタップします。

3.	ダウンロードしたパッケージをもう一度開きます。
標準ブラウザーでダウンロードした場合、ブラウザーを起動してメニュー
から［ダウンロード履歴］を選択し、ダウンロードしたファイル一覧に
表示されている kmsecurity_9.*.*_ja.apk をタップします。
＊	インストールが終わったら、［提供元不明のアプリ］のチェックをオフに戻してください。
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3. 初期設定を行います。
これ以降、製品を使用する上で必要な設定を、ウィザー
ドに沿って行います。
① ［次へ］をタップします。
② 使用許諾契約書をよくお読みいただき、同意する
場合は［同意する］をタップします。

4. アクティベーションを実行します。
製品の全機能を使用するには、アクティベーションを実行する必要があります。
① ［アクティベーションコード］をタップします。
② 入力エリアをタップしてアクティベーションコー
ドを入力し、［アクティベート］をタップします。
アクティベーションコードは、本マニュアルの表
紙に記載されています。

③ アクティベーションが完了すると、ライセンス情
報が表示されます。［閉じる］をタップします。

5. デバイス管理者を有効にします。
紛失時などに端末を操作するには、デバイス管理者を
有効にする必要があります。
① ［次へ］をタップします。
② ［有効にする］または［開始］をタップします。

6. 暗証番号を設定します。
暗証番号を設定して、本製品の設定に不正アクセスされるのを防ぎます。

① 入力エリアをタップして、暗証番号を入力します。
② 確認のため、［新しい暗証番号の確認入力］の入力
エリアをタップして、もう一度暗証番号を入力し、
［保存］をタップします。
入力した暗証番号が弱い（十分に安全でない）場合、
その旨を知らせるメッセージが表示されます。
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7. ウェブ管理メニューのアカウント（マイカスペルスキーアカウント）
を設定します。

ウェブ管理メニューを使用するためのアカウントを設定します。アカウントを持っ
ていない場合は、新規に作成します。

① 入力エリアをタップして、メールアドレスを
入力し、［次へ］をタップします。
入力したメールアドレスに対応するアカウン
トがすでに登録されているかどうか照合され
ます。登録済みか新規登録かによって、次に
表示される画面の内容が異なります。

② パスワードを入力します。
アカウントを登録済みの場合は、設定済みの
パスワードを入力します。
アカウントを新規に登録する場合は、確認用
のため再度入力します。

③ ウェブ管理メニューで操作する端末を識別す
るために、［ウェブ管理メニューでの端末の名
前］を入力します。

④ アカウントを新規に登録する場合は、画面に
表示される文字を入力します。
※アカウントを登録済みの場合は、表示され
ません。

⑤ アカウントを登録済みで、パスワードを忘れ
てしまった場合、パスワードを設定し直すこ
とができます。
［パスワードの復旧］をタップすると、標準ブ
ラウザーが起動し、パスワードを復旧するペー
ジが開きます。画面の指示に従ってパスワー
ドを設定し直してください。
※アカウントを新規で登録する場合には、表
示されません。



7

⑥ ［作成］または［入力］をタップします。
［ありがとうございます］画面が表示されたら、
設定は終了です。
［使用開始］をタップすると、カスペルスキー	
モバイル	セキュリティの画面が表示されま
す。

インストールの前に［提供元不明のアプリ］をオンにした場合
インストールが終わったら、［提供元不明のアプリ］をタップしてチェック
をオフに戻します。

7. ウェブ管理メニューのアカウント（マイカスペルスキーアカウント）
を設定します。

ウェブ管理メニューを使用するためのアカウントを設定します。アカウントを持っ
ていない場合は、新規に作成します。

① 入力エリアをタップして、メールアドレスを
入力し、［次へ］をタップします。
入力したメールアドレスに対応するアカウン
トがすでに登録されているかどうか照合され
ます。登録済みか新規登録かによって、次に
表示される画面の内容が異なります。

② パスワードを入力します。
アカウントを登録済みの場合は、設定済みの
パスワードを入力します。
アカウントを新規に登録する場合は、確認用
のため再度入力します。

③ ウェブ管理メニューで操作する端末を識別す
るために、［ウェブ管理メニューでの端末の名
前］を入力します。

④ アカウントを新規に登録する場合は、画面に
表示される文字を入力します。
※アカウントを登録済みの場合は、表示され
ません。

⑤ アカウントを登録済みで、パスワードを忘れ
てしまった場合、パスワードを設定し直すこ
とができます。
［パスワードの復旧］をタップすると、標準ブ
ラウザーが起動し、パスワードを復旧するペー
ジが開きます。画面の指示に従ってパスワー
ドを設定し直してください。
※アカウントを新規で登録する場合には、表
示されません。
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カスペルスキー	タブレット	セキュリティのインストール

1. インストールパッケージをダウンロードします。
① アンドロイド端末で、次のページにアクセス
し、インストールパッケージをダウンロード
します。

	 http://www.kasperskylabs.jp/kts/
パッケージ（約 4MB弱）がダウンロードさ
れます。

② インストールパッケージ ktsecurity_*.**.**_
ja.apk（* は 1桁以上の英数字）のダウンロー
ドが完了したことを確認したら、ファイル名
をタップします。
※	パッケージのファイル名は若干異なる場合があり
ます。最新のファイル名はテクニカルサポートサ
イトのシステム要件（本ガイドの10ページを参
照）で確認できます。

③ 「このアプリケーションをインストールします
か？」というウィンドウが表示されたら、次
ページの『2. アプリケーションをインストー
ルします』に進みます。

「インストールはブロックされました」が表示されたら

Google	Play（旧 Android マーケット）
以外から入手したアプリをインストールで
きない設定になっている場合があります。

端末の［設定］メニューの［アプリケーショ
ン］から、次の操作を行います。
＊		設定メニューの開き方は、ご利用の端末のヘルプおよびマニュアルをご参照ください。

1.	［提供元不明のアプリ］をタップして
チェックをオンにします。

2.	注意メッセージが表示されます。［OK］をタップします。

3.	ダウンロードしたパッケージをもう一度開きます。
標準ブラウザーでダウンロードした場合、ブラウザーを起動してメニュー
から［ダウンロード履歴］を選択し、ダウンロードしたファイル一覧に
表示されている ktsecurity_*.**.**_ja.apk をタップします。
＊	インストールが終わったら、［提供元不明のアプリ］のチェックをオフに戻してください。
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2. アプリケーションをインストールします。
① ［以下のアプリケーションを許可します］の内
容を確認し、［インストール］をタップします。

② 「アプリケーションをインストールしました」
というウィンドウが表示されたら、［開く］を
タップします。

3. 初期設定ウィザードを開始します。
これ以降、製品を使用する上で必要な設定を、ウィザードに沿って行います。

① ［使用許諾契約書を開く］をタップして使用許
諾契約書をよくお読みいただきます。同意す
る場合は［同意して続行］をタップします。

4. アクティベーションを実行します。
製品の全機能を使用するには、アクティベーションを実行する必要があります。

① ［製品版ライセンスのアクティベーション］を
タップします。

② 入力エリアをタップしてアクティベーション
コードを入力し、［アクティベート］をタップ
します。アクティベーションコードは、本マ
ニュアルの表紙に記載されています。

③ アクティベーションが完了するとライセンス
情報が表示されます。［OK］をタップします。
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5. デバイス管理者を有効にします。
ウェブ管理メニューを使って紛失時などに端末を操作するには、デバイス管理者を
有効にする必要があります。

① ［次へ］をタップします。

② ［有効にする］または［開始］をタップします。

6. 暗証番号を設定します。
暗証番号を設定して、本製品の設定が不正に変更されるのを防ぎます。

① ［暗証番号の作成］の入力エリアをタップして、
暗証番号を入力します。

② 確認のため、［暗証番号の確認入力］の入力エ
リアをタップして、もう一度暗証番号を入力
し、［保存］をタップします。
入力した暗証番号が弱い（十分に安全でない）
場合、その旨を知らせるメッセージが表示さ
れます。

7. ウェブ管理メニューのアカウント（マイカスペルスキーアカウント）
を設定します。

ウェブ管理メニューを使用するためのアカウントを設定します。アカウントを持っ
ていない場合は、新規に作成します。

① 入力エリアをタップして、メールアドレスを
入力します。

② ［次へ］をタップします。
入力したメールアドレスに対応するアカウン
トがすでに登録されているかどうか照合され
ます。登録済みか新規登録かによって、次に
表示される画面の内容が異なります。
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③ パスワードを入力します。
アカウントを登録済みの場合は、設定済みの
パスワードを入力します。
アカウントを新規に登録する場合は、確認用
のため再度入力します。

④ ウェブ管理メニューで操作する端末を識別す
るために、［端末名］を入力します。

⑤ アカウントを新規に登録する場合は、画面に
表示される文字を入力します。
※アカウントを登録済みの場合は、表示され
ません。

⑥ アカウントを登録済みで、パスワードを忘れ
てしまった場合、パスワードを設定し直すこ
とができます。
［パスワードの復旧］をタップすると、標準ブ
ラウザーが起動し、パスワードを復旧するペー
ジが開きます。画面の指示に従ってパスワー
ドを設定し直してください。
※アカウントを新規で登録する場合には、表
示されません。

⑦ ［作成］または［入力］をタップします。
［ありがとうございます］画面が表示されたら、
設定は終了です。
［開く］をタップすると、カスペルスキー	タ
ブレット	セキュリティの画面が表示されま
す。

インストールの前に［提供元不明のアプリ］をオンにした場合

インストールが終わったら、［提供元不明
のアプリ］をタップしてチェックをオフに
戻します。
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ユーザー登録・ヒント・サポート

ユーザー登録
ユーザー登録をすることで、新製品のご案内やアップグレードに関する最新の情報、
およびサポート情報などお受けいただけます。

ユーザー登録するには、アンドロイド端末でユーザー登録
ページにアクセスしてください。

https://kasperskylabs.jp/users/

使い方のヒント
各機能のボタンをタップすると、機能の簡単な使い方のヒ
ントが自動的に表示されます。

また、アンドロイド端末のメニューキーを押すと、現在開
いている画面についての詳しいヘルプを表示できます。

テクニカルサポートサイト
カスペルスキーのテクニカルサポートサイトでは、製品の詳しい使い方やよくある
ご質問をご覧いただけます。ぜひご利用ください。また、最新のシステム要件も、
テクニカルサポートサイトでご確認いただけます。

	●カスペルスキー	モバイル	セキュリティ
http://support.kaspersky.co.jp/mobile/kmsand/

	●カスペルスキー	タブレット	セキュリティ
http://support.kaspersky.co.jp/mobile/ktsand/
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困ったときは

お問い合わせ窓口
製品についてわからないことがあるときは、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

次の 2つの方法があります。

■	マイカスペルスキーアカウント

Webでのお問い合わせは、下記のマイカスペルスキーアカウントをご利用くださ
い。

https://my.kaspersky.com/jp/
マイカスペルスキーアカウントでは、以下のサービスをご利用いただけます。

	• お客様データの管理
	• アクティベーションコードの管理
	• お問い合わせの管理（サポートセンターへのお問い合わせ）

■	テクニカルサポートセンター

製品のインストール・操作方法・トラブル・製品のバージョンアップ・アクティベー
ションについて、そのほか技術的なお問い合わせについて、お電話にてお受けして
おります。

	電話番号：0570-006269	
（別途通話料がかかります）

営業時間：9:30 ～ 18:00（年中無休）
※ナビダイヤル非対応の電話をご使用の場合は、	
　03-6745-0304	をご利用ください。
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