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ソフトウェア使用許諾契約書

本製品を開封する前に、ソフトウェア使用許諾契約書 ( 以下「本契約書」といいます。) をお読み

ください。

本契約書は、本製品のパソコン対応ソフト ( 以下「本ソフトウェア」といい、バージョンアップ版

も含みます。)に適用されます。

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約書に同意されたものとします。本契約書に

同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。

株式会社アイエイアイ ( 以下「甲」といいます ) は、本契約書と共に提供する本ソフトウェアを非

独占的に使用する譲渡不能な権利を下記条項に基づき許諾し、お客様 ( 以下「乙」といいます。)

も下記の条項に同意するものとします。

記

1. 契約期間

本契約は、乙が本ソフトウェアを開封した時から発効し、乙が甲に文書で申し入れるか、または第

3 項の規定により解除されるまで有効とします。

2. 使用許諾

甲が販売する CD-R 等の本ソフトウェアを記録した電子媒体を所有している場合、または、本ソフ

トウェアのユーザー登録を行っている場合は、本ソフトウェアを複数のコンピュータで使用するこ

とができるものとします。

乙は、自らまたは第三者を使って、本ソフトウェアの全部または一部の改変、リバースエンジニア

リング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことはできません。

乙が契約書のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、甲に生じた損害を賠償し

なければならないものとします。

3. 契約の解除

乙が本契約に定める規定に違反したとき、または、本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、

甲は何らの通知を要さずに直ちに本契約を解除することができます。

この場合、乙は契約が終了した日より 10 日以内に本ソフトウェア ( 複製したソフトウェアを含み

ます。)、専用接続ケーブルをすべて消去または廃棄するものとします。

4. 保証範囲

甲は、本ソフトウェアがいかなる動作環境においても全て正常に動作することを保証するものでは

ありません。

甲は、本ソフトウェアに関するすべての仕様について、予告なしに変更することがあります。また本

ソフトウェアを使用した結果被ったいかなる損害に関しても、一切の責任を負わないものとします。

乙ないし第三者が本ソフトウェアを使用することにより、乙ないし第三者が損害を受けた場合にお

いても、乙ないし第三者は甲に対してその損害の賠償を求めることはできないものとします。

本契約に基づき甲が負う責任は、本ソフトウェアの購入に際し乙が実際に支払った金額を上限とし

ます。
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ご　注　意

①	このソフトウェアの著作権は、株式会社 IAI( アイエイアイ )にあります。

②	このソフトウェア及びマニュアルは、本製品のソフトウェア使用許諾契約書の同意のもとで

使用することができます。

③	このソフトウェア及びマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いか

ねますのでご了承ください。

④	このマニュアルの表紙に記載の版数 (Ver. または Edition) と、ソフトウェアの版数 (Ver.) は

全く一致しておりませんのでご了承ください。

⑤	このマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

⑥	本ソフトウェアは、下表に示す Windows で動作します。従って、本ソフトウェアをご使用

になる人は、Windows の基本動作が出来ることが前提となります。 

( ただし、本ソフトウェアには Windows は付いていません )。

使用ポート 型式 動作可能 Windows

RS-232C
IA-101-X-MW-JS
IA-101-X-MW
IA-101-XA-MW

Windows 7※ 1、Windows 8、8.1※ 2、Windows 10※ 3

USB

IA-101-X-USBS
IA-101-X-USBMW
IA-101-TT-USB
IA-101-TTA-USB
IA-101-N( 注 1)

Windows 7※ 1、Windows 8、8.1※ 2、Windows 10※ 3

※ 1 バージョン V8.01.00.00 から対応しています。

※ 2 バージョン V12.01.00.00 から対応しています。

※ 3 バージョン V13.01.00.00 から対応しています。

注 1 ケーブルは付属しません。XSEL-RA/SA/RAX/SAX/RAXD/SAXD コントローラの USB コネクタに

接続する USB ケーブルは、お客様がご用意ください。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows NT、
Windows 2000、Windows Me、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、
Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Copyright 2001. Jun IAI Corporation.  All rights reserved.
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サポート機種一覧

機種名

各種データファイル拡張子 サポート
開始

バージョン
プログラム

( 個別 )
プログラム

( 一括 ) ポジション パラメータ シンボル 座標系
グローバル
データ

バックアップ
データ

XSEL-J/K xpg xpa xpt xpm xsm ― xgd xbk V1.0.0.0

XSEL-JX/KX spg spa spt spm ssm scd sgd sbk V2.0.0.0

XSEL-P/Q x2pg x2pa x2pt x2pm x2sm ― x2gd x2bk V3.0.0.0
XSEL-P/Q
(メモリ容量増加対応 )
(ゲートウェイ機能付き )
拡張フォーマット

x2pg2 x2pa2 x2pt2 x2pm x2sm2 ― x2gd x2bk2 V7.2.0.0

TT tpg tpa tpt tpm tsm ― tgd tbk V4.0.0.0

TTA t2pg t2pa

t2pt
t2pt2

(ポジション

出力操作

機能有効 )

t2pm t2sm t2cd t2gd

t2bk
t2bk2

( ポジション

出力操作 
機能有効 )

V10.00.00.00

XSEL-PX/QX s2pg s2pa s2pt s2pm s2sm s2cd s2gd s2bk V5.0.0.0
XSEL-PX/QX
(メモリ容量増加対応 )
(ゲートウェイ機能付き )
拡張フォーマット

s2pg2 s2pa2 s2pt2 s2pm s2sm2 s2cd s2gd s2bk2 V7.2.0.0

XSEL-R/S x4pg x4pa x4pt x4pm x4sm ― x4gd x4bk V9.00.00.00

XSEL-RX/SX s4spg s4spa s4spt s4spm s4ssm s4scd s4sgd s4sbk V9.00.00.00

XSEL-RXD/SXD s4dpg s4dpa s4dpt s4dpm s4dsm s4dcd s4dgd s4dbk V9.00.00.00

XSEL-RA/SA x6pg x6pa x6pt x6pm x6sm ― x6gd x6bk V13.00.00.00

XSEL-RAX/SAX s6spg s6spa s6spt s6spm s6ssm s6scd s6sgd s6sbk V13.00.00.00
XSEL-

RAXD/SAXD s6dpg s6dpa s6dpt s6dpm s6dsm s6dcd s6dgd s6dbk V13.00.00.00

SSEL sspg sspa sspt sspm sssm ― ssgd ssbk V6.0.0.0
SSEL
( メモリ増加対応 ) sspg2 sspa2 sspt sspm sssm2 ― ssgd ssbk2 V7.00.06.00

ASEL aspg aspa aspt aspm assm ― asgd asbk V7.0.0.0

PSEL pspg pspa pspt pspm pssm ― psgd psbk V7.0.0.0

MSEL-PCX/PGX s5pg s5pa s5pt s5pm s5sm s5cd s5gd s5bk V11.00.00.00

MSEL-PC/PG m5pg m5pa m5pt m5pm m5sm m5cd m5gd m5bk V12.00.01.00
※ゲートウェイ機能付きの XSEL-P/Q、PX/QX、R/S、RX/SX、RXD/SXD
　　　　　RC 軸用ポジションデータの拡張子：rpt
( 注 ) SSEL、ASEL コントローラのバッテリレスアブソ対応バージョン ：V12.02.05.03 以降

 XSEL-P/Q コントローラのバッテリレスアブソ対応バージョン ：V12.02.06.00 以降

機種名 サポートバージョン 備考

IA スーパー SEL コントローラ 

E タイプ、G タイプ
V6.0.0.0（注 1）

V7.07.12.00（注 2）

V6.0.0.0、V7.07.12.00 
のインストール方法は、 
次ページを参照DS コントローラ

（注 1） 対応 OS Windows95、Windows98、WindowsNT、WindowsMe、Windows2000
（注 2） 対応 OS Windows98、WindowsMe、Windows2000、WindowsXP




