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はじめに
Flying Logic Pro は、30 日間無償で試用できます。しかし、使い続けようと思
った場合には、日本の代理店がないことがネックになるかもしれません。本書
では、ライセンスキーの購入と設定方法をステップごとに解説します。

ライセンスキーの購入
1.

Flying Logic ホームページにアクセス
ブラウザで http://flyinglogic.com にアクセスする。

2.

ライセンスキー販売サイトへアクセス

FREE Download

画面上部の
Purchase（購入）リンクをクリックし、ライセンスキー販売サ
Version
2.0 Now Available!
Get the free 30-day trial, and
イト（http://store.kagi.com/）へアクセスする。
Our first paid upgrade includes a huge number of new features and

start experiencing freedom of
thought right now!

enhancements including our top request: Incremental Layout! The
document window has a completely new design including inspectors
that can be shown, hidden, and resized to suit your work style. Also:
custom symbols, colored groups, zoom the canvas up as well as
down, group hoisting, and too many more to list here! So check out
the list of new features, read about the new features in detail in the
Flying Logic User's Guide, and watch for articles, tips, and videos in
our blog.
Download Flying Logic Pro 2.0 now and start your free 30-day trial.
Existing Flying Logic owners! Act now and upgrade to Flying Logic
Pro 2.0 for only $69. If you purchased Flying Logic after July 18, 2011
your upgrade is free! Click here to visit our Upgrade Center.
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Features and Free
Reader
Compare our Pro and FREE Reader
editions. Click here.

Buy Now
Visit the Sciral Store.

Best in All Worlds
Flying Logic runs identically
on Mac OS X, Windows® or
Linux, and files can be freely
exchanged across platforms.

Sign Up For News
Receive occasional e-mails
about Flying Logic news and

3.

購入するライセンスを指定

表示されたページで、Flying Logic Professional 2 Registration のテキスト
フィールドにライセンス数を記入する。複数購入する必要がないなら、１
を指定する。
円以外の通貨で支払いたい場合は、画面上部に▲ JPY と表示されているプ
このページは安全です Learn More

ルダウンメニューで、希望する通貨を選択する。
指定が終わったら、「ショッピングカートに入れる」をクリックする。

4.

ショッピングカートを確認
あなたのショッピングカート

合計: ¥27,300

チェックアウトする
商品詳細

数量
flyinglogic pro 20 mjz

商品小計

1

¥27,300

¥27,300

小計

日本

¥27,300

税

• JPY

¥0

合計 (JPY)

¥27,300

クーポンやプロモーションコードを入力してください
これはプレゼント購入です
買い物を続ける

チェックアウトする

問題がなければ「チェックアウトする」をクリックする。
セキュリティー

個人情報

代金返却方針

ウェブサイトの日本語バージョン (Japanese) by webmaster@kagi.com. © 1994 – 2014, Kagi. All rights reserved. v6.9.0 config 1.0
Kagi, 1442-A Walnut Street PMB #392, Berkeley, CA 94709-1405, United States
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5.

支払情報を指定（1）

ここでは、クレジットカードを指定する。
その他の情報
E メールアドレスと住所を指定。色がついているテキストボックスすべて
クーポン/プロモーションコード
に、アルファベットで入力する。
「州/地域」には都道府県名を記入する。

戻る

会計に進む

記入が済んだら、画面下部の「会計に進む」をクリックする。
セキュリティー

個人情報

代金返却方針

ウェブサイトの日本語バージョン (Japanese) by webmaster@kagi.com. © 1994 – 2014, Kagi. All rights reserved. v6.9.0 config 1.0
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Kagi, 1442-A Walnut Street PMB #392, Berkeley, CA 94709-1405, United States

6.

支払情報を指定（2）

クレジットカードの情報を入力する。有効期限（月、年）とセキュリティ
コードも忘れずに指定する。

E メールアドレスと住所を確認し、問題がなければ画面下部の「ショッピ
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ングを終了」をクリックする。
7.

ライセンスキーを確認

「商品詳細」の Owner および Key を Flying Logic Pro の Registration で
使用する。同じ内容が、登録した E メールアドレスにも送付される。
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ライセンスキーの設定
1.

Flying Logic Pro を起動

2.

プルダウンメニューの Help から Registration…を選択
Mac 版の場合は、文書を開いていないと Help が出ないことに注意。

3.

登録画面を開く

Enter Registration をクリックする。
4.

ライセンスキーを入力

Owner と Registration Key を入力し、OK をクリックする。
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5.

ライセンスキーを確認

自分の名前と有効期限を確認する。Key Expires: Never で、キーは無期限
で有効になっている。
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（参考）Purchase Now を選択した場合
以下の画面が表示される。デフォルトの通貨は、USD（米国ドル）になってい
る。
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