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はじめに（概要） 
この度は WISE-FTP をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

WISE-FTP は、AceBIT GmbH 社によって開発された、Windows 用 FTP クライアントソフトウェアです。 

WISE-FTP は、FTP、SFTP、FTPS、FTPES など、すべての FTP 向けのプロトコルをサポートしています。

また日本語インターフェース、タスクプランナーによる転送の自動化や同期機能、内部エディタ、圧縮転送

など FTP クライアントに必要な機能を備えています。 

 

本書では、WISE-FTP のインストールからインターフェースの日本語化までをご案内しております。 

 

ご注意 

1. 本書の内容は将来予告なしに変更する事があります。 

2. 本ソフトウェア、及び本書を運用いただき生じた結果につきましては、一切の責任を負いかねますこと

をご了承ください。 

 

著作権 

Copyright © TechnoBlest Inc. All Rights Reserved. 

Copyright © AceBIT GmbH 

このマニュアルの一部、または全てを許可なく複写する事はできません。 

 

商標 

Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名等は各社の登録

商標、または商標です。 

 

 

 

  



システム必要条件 
WISE-FTP は、環境での動作確認を行っております。 

 

 対応 OS：Windows XP/Vista/7/8/10 

 HDD 空き容量：インストール時 200MB 以上（ログの保存などにより HDD 容量を使用） 

 

日本語ファイル適用条件 
WISE-FTP の日本語ファイルは、WISE-FTP Build 10.0.1 以降で動作確認しています。 

 

ライセンスについて 
ライセンスには、同一バージョン内のサポート、およびアップグレード権が含まれます。メジャーアップグレ

ードは、有償となります。 

 

試用版について 
WISE-FTP は、試用版として 30 日間、全ての機能をご利用いただけます。 

試用期間終了後は、ご購入をいただきましたライセンスキー情報の投入、アクティベーションにより、その

まま正規版へ以降いただくことができます。 

 

サポート 
弊社による WISE-FTP のサポートは、ご購入をいただきましたお客様に限り、電子メールによるサポート

を承ることができます。 

サポートは、ご購入をいただきました同一バージョン内、または有償にてメジャーアップグレードをいただ

いているお客様が対象となります。 

お問い合わせは、support@technoblest.com までメールをお送りください。 

お送りをいただきます際は、お客様情報（ライセンス所有者）、ご購入日、登録電子メールアドレス、およ

びライセンス情報をお書き添えください。 

 

日本語ファイルについて 
日本語ファイルを適用いただくことにより、WISE-FTP で日本語インターフェースをご利用いただくことがで

きます。 

適用方法については、本書の内容をご参照ください。 

日本語ファイルの使用やリンクに関して発生した内容については、弊社では一切の責任を負いかねます

ことをご了承ください。 

日本語ファイルの内容に関する誤りなどがございます場合、弊社までメールにてご連絡をいただけますと

幸いです。 

  



WISE-FTP のインストール 

インストールの前に 
WISE-FTP のインストールプログラムは、テクノブレスト WISE-FTP サイト（https://www.wise-

ftp.jp/download-wise-ftp/ ）からダウンロードただくことができます。 

ダウンロードいただきましたインストールプログラムを Windows のデスクトップなど、操作しやすい場所に

置いてください。また、インストール行う環境が、WISE-FTP のシステム条件に適合しているかご確認くだ

さい。（インストールディレクトリを変更することはできません。） 

 

インストールの開始 
1. wiseftp10.exe を実行します。 

 

2. Select Setup Language ダイアログが表示されます。 

 

インスト-ルに使用する言語を選んでください。（日本語は選択いただけません。） 

English で進めていただくことをお勧めいたします。 

選択が完了したら「OK」ボタンをクリックします。 

 

3. License Agreement ダイアログが表示されます。 

 



同意いただける場合は「I accept the agreement」を選択して「Next」ボタンをクリックしてください。 

 

4. 「Installation Mode」ダイアログが表示されます。 

 

インストールを行うコンピューターの全てのユーザーに使用させるには、「Anyone who use this 

computer」を選択します。この Windows で現在ログインしているユーザーのみ使用する場合は、「Only 

for me(xxxxxxxxxxx)」を選択します。 

選択が完了したら「Next」をクリックします。 

 

5. Select Components ダイアログが表示されます。 

 



インストールするコンポーネントを選択します。 

Task Planner は、スケジュールによるファイル転送を行う機能となります。 

選択が完了したら「Next」をクリックします。 

 

6. 「Select Additional Task」ダイアログが表示されます。 

 

デスクトップにショートカットを作成する場合は、「Create desktop shortcut」をチェックします。 

クイック起動ショートカットを作成する場合は、「Create a Quick Launch shortcut」をチェックします。 

選択が完了したら「Next」をクリックします。 

 



7. 「Ready to Install」ダイアログが表示されます。 

 

インストールの準備が完了しました。 

修正する場合は、「Back」ボタンで修正する箇所まで戻ってください。 

「Install」ボタンをクリックするとインストールが開始されます。 

 

8. インストールが開始されます。 

 



9. インストールが完了します。 

 

「Lanch WISE-FTP 10」をチェックすると「Finish」ボタンのクリックにより WISE-FTP が開始します。 

 

以上でインストールは完了です。 

  



試用版の利用 
インストール完了後、ライセンス登録を行わない状態で、WISE-FTP を起動すると以下のダイアログが表

示されます。 

 
左端の「Continue evaluation」をクリックすると試用版としてご利用いただくことができます。 

※試用期間中は、WISE-FTP の起動時には、この確認ダイアログが表示されます。 

残りの試用期間は、左上の「xx days of use remaining」表示されます。（この画像では、残り 6 日間となり

ます。） 

また、試用期間の残日数は、WISE-FTP のヘルプメニュー、「WISE-FTP について」からも確認いただくこ

とができます。 

  



日本語インターフェース適用方法 
WISE-FTP を閉じた状態で操作を行ってください。 

 

1. テクノブレスト WISE-FTP Web サイトから日本語ファイルをダウンロードしてください。 

URL： https://www.wise-ftp.jp/download-wise-ftp/ 

 

2. ダウンロードした「WISE-FTP_JP.zip」ファイルを展開します。 

 

3. 展開後に作成される「WiseFtp10.sib」を WISE-FTP のインストールディレクトリ（Windows 10 では、

C:\Program Files (x86)\AceBIT\WISE-FTP 10 ）内に移動、またはコピーします。 

 

4. WISE-FTP を起動します。 

 

5. Options メニューから Preference を選択します。 

 
 

6. General タブ内の Appearance、User interface Language から「Japanese」を選択します。 

 

7. Preference ダイアログで「OK」ボタンをクリックします。 

日本語インターフェースに切り替わります。 

日本語インターフェースへ切り替わらない場合、一度 WISE-FTP を終了して再度 WISE-FTP を起動

してください。 

 

以上で、日本語インターフェースへの切り替えは完了となります。 

  



お問い合わせに関して 
WISE-FTP の技術サポートは、ご購入をいただきました WISE-FTP の同一バージョン内で提供されます。 

対象のお客様は、WISE-FTP サポートページの条件によりサポートをご提供させていただきます。 

その他、WISE-FTP の技術的な内容、最新版情報などに関しても、弊社 WISE-FTP Web サイトをご参照く

ださい。 

URL： https://www.wise-ftp.jp/support/ 

  

販売代理店よりご購入いただいております場合、サポートに関しましてはご購入いただきました販売代理

店にご確認下さい。 

 

お問い合わせ先： 

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 3-15-16-503 

テクノブレスト株式会社製品販売部 

TEL： 042-705-1890 

電子メール：support@technoblest.com （技術サポート） 

電子メール：sales@technoblest.com （営業関係のご質問） 

お問い合わせ受付時間：月曜日～金曜日 9:00 ～12:00、13:00 ～17:00 

（祝祭日など弊社の非営業日を除きます） 

 

WISE-FTP に関する最新情報は下記サイトに掲載されておりますのでご覧ください。 

WISE-FTP ホーム・ページ： 

https://www.wise-ftp.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 年 7 月作成 

テクノブレスト株式会社 

 

 
※本書の内容は全ての動作を保証するものではありません。また、本書を使用して発生いたしました問題に関しましては、弊社は一切の責任を負いません。

内容は予告なしに変更される場合がございます。本書の内容を変更、転載する事はできません。テクノブレスト株式会社の許諾なく、本ガイドに含まれる情報

を使用または第三者に開示しないものとします。ガイドをご覧いただきますお客様はこの内容に同意いただいたものとなります。著作権はテクノブレスト株式

会社にあります。 


