
プロッチエディタv2.0のインストール方法

プロッチエディタ（Protch Editor）/コロンエディタ（Colon Editor）はご使用するパソコンへのインストール作
業が必要となります。本説明書は、インストール手順を示したものです。以下の手順に従い作業を進めてくだ
さい。本インストールを行うとプロッチとプロッチ・コロンを使用することができるようになります。



3. プロッチエディタのインストーラー(ProtchEditorSetup.exe)を起動
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4. セットアップに使用する言語を選択し「OK」をクリック

セットアップに使用する言語の選択 X ①以下の画面が起ちあがった場合は
「はい」を選択して〈ださい。

Ciill イ ‘ノスト ー ル中に利用する言語を選んでください： x
 

この不明な発行元からのアプリがデパイスに変更を

加スることを許cJしますか？
日本語

II OK II キャンセル

日本語を選択し「DK」をクリック。

ProtchEditorSetup.exe 

兌行冗：不明
ファイルの入手先：このJンビュータ ー 上のI\ー ドドライブ

を表示

はい
ー

いいえ

5. インスト ー ル準備完了の画面で「インスト ー ル」をクリックします
ProtchEditor Bundle Installerセットアッブ ー X 

を��、:I\ ProtmEdotor恥ndlo I匹lierをインストールする瀑紐でき g 
インスト ー ルを騒行するには「インスト ール」をク少力してください．

＝ キャ�Iし
コマンドプロンプトが一 瞬起ちあがります

（以前のエデイタをアンインスト ー ルしています）

①
以下、 作業手順が
分かれます！

初めてAruduinoをインスト ー ）しする人は6.7.8を参照

以前にAruduinoをインスト ー ルした人は9,10,11を参照







12. プロッチエディタ (Protch Editor) のインストー ルを始めます
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13. デスクトップヘのショ ー トカットの作成を決めます

インスト ー ル先を指定し「次へ」をクリック

母 Protch Editor /(ージョン2.0セットアップ

追加タスクの選IR
実行する追加タスクを遇択してく后ざい．

x 母 Colon Editorパージョン2.0セットアップ

追加タスクの選択
冥行する直加タスクを選択してください．

X 

区！ 区！
Protch Editorインスト ール時に実行する追加スクを選択して，「次へJをク，）カしてください．
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す
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Colon Ed両インスト ール時に実行する追加タスクを選択して 「次へJをク'}力してください．
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ショ ー トカットを作成する場合はチェック

14. Protch Editor をインストー ルし「完了」で終了

ショ ー トカットが不要な場合は空白

母Protch Ed;tor /(ージョン2.0セットアップ

インスト ール準偏完了
ご便用のコンピュータヘProにh Editorをインスト ールする凜漏ができました． 区！
インスト ールを綬行するには「インスト ール）を 設定の暉認や変更を行メこは「戻る」をク，）力してくださ
ぃ．

インスト ール先：
C:YProgram Files (x86)YProtchEditOf 

追加タスク 一覧：
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ーションを実行するにはインスト ールされたショ ートカットを邁択してください．

セサアヅを終了するにIが完了」をク'}力してください．

回Protch Edit°'を実行する］
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「完了」でインスト ー ルが完了します
（チェックを入れてお〈と、エデイタが起動します）
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15．コロンエディタ（Colon Editor）のインストールを始めます

16．

17．Colon Editorをインストールし「完了」で終了



プロッチエディタとコロンエディタ

プロッチエディタ（Protch Editor）はプロッチ専用です。
オレンジ色のアイコン。起動時にオレンジ色のネコが表示されます。

コロンエディタ（Colon Editor）はプロッチ・コロン専用です。
緑色のアイコン。起動時に緑色のネコが表示されます。




