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本ソフトでダウンロードするために必要なファイル

データはLZH形式で圧縮されていますので[UNLHA32.DLL]が必要です。

LHAは吉崎栄泰様作、UNLHA32.DLLはＭｉｃｃｏ様作です。

インターネット上では、「統合アーカイバ・プロジェクト」のホームページに

あります。

http://www.csdinc.co.jp/archiver/index.html

[UNLHA32.DLL]http://www.csdinc.co.jp/archiver/lib/unlha32.html
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先物５０００ソフトマニュアル

先物５０００ソフトのインストール方法

先物５０００ソフトのＣＤを入れてください。※OSはVistaを使用しています。

下記の画面となります。

「先物５０００インストール」をダブルクリックします。

このようにならない場合は、

左下のWindowsマークをクリック、コンピュータをクリックします。

以下の画面となります。
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先物５０００ソフトマニュアル
「ＤＶＤ・・・」をダブルクリックします。

以下の画面となります。

「先物５０００インストール」をダブルクリックします。
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「ｓｅｔｕｐ」をダブルクリックします。

以下の画面となります。※ならない場合は飛ばしてください。XPはなりません。

「許可」をクリックします。

ユーザーアカウント制御

認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求して

います。

許可（Ａ）←ここをクリックします。

このプログラムを信用します。発行元が分かっているか、このプロ

グラムを以前使用したことがあります。

先物５０００ソフトマニュアル
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先物５０００ソフトマニュアル
以下の画面となります。

先物５０００ソフトをインストールする場合はＯＫをクリックします。

ここをクリックするとインストールを開始します。

インストールしています。
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先物５０００ソフトマニュアル
プログラムのインストールが終了しました。

「ＯＫ」をクリックします。

※インストールの最中に、

以下のような画面が表示されたら、その都度「はい」をクリックして下さい。

何回か表示される場合があります。

次に重要な部品であるＷＩＢＵＫＥＹ（青緑色の部品）のドライバをインストー

ルします。

パソコンについているＷＩＢＵＫＥＹ（青緑色の重要な部品）をはずしてくださ

い。
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先物５０００ソフトマニュアル
ＷＩＢＵＫＥＹは以下の作業（ＷＩＢＵＫＥＹのインストール方法）をすすめ、

作業完了後に装着して下さい。

ＷＩＢＵＫＥＹは以前ＪＰソフトをお買い上げになった時に同封されてくる重要

な部品です。この部品をパソコンに取り付けないとソフトが動きません。とても

重要な部品ですのでなくさないようご注意下さい。もし紛失された場合はソフト

をもう１式お買い上げ頂くことがございます。ソフト１つに部品１つです。では、

以下の作業をすすめて下さい。

ＷＩＢＵＫＥＹのインストール方法

WkRuntimeをダブルクリックします。

以下の画面となります。

「続行」をクリックします。

ユーザーアカウント制御

プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です。

続行（Ｃ）←ここをクリックします。
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先物５０００ソフトマニュアル
以下の画面となります。

「次へ」をクリックして下さい。

「次へ」をクリックして下さい。

「次へ」をクリックして下さい。
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先物５０００ソフトマニュアル

「はい」をクリックして下さい。

「次へ」をクリックして下さい。

「次へ」をクリックして下さい。
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先物５０００ソフトマニュアル

「次へ」をクリックして下さい。

以下の画面となります。

ここのチェックをはずしてください。
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先物５０００ソフトマニュアル

「終了」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

「Ｘ」をクリックし、画面を閉じます。



- 11 -

先物５０００ソフトマニュアル
※このときパソコンの再起動を促す場合があります。その場合、再起動してくだ

さい。

この作業でＷＩＢＵＫＥＹドライバプログラムはインストールされました。

お手持ちの部品（ＷＩＢＵＫＥＹ）をパソコンに取り付けて下さい。

部品を取り付けると以下の画面が表示される場合があります。（Windows XPな

ど）表示されない場合は、先へお進み下さい。

ここを選択し「次へ」をクリックします。

ここを選択し「次へ」をクリックします。
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先物５０００ソフトマニュアル

以下の画面が表示されます。

「完了」をクリックしてください。

以上の作業でＣＤ－ＲＯＭを使用するインストール作業は終了です。

ＣＤ－ＲＯＭは使用しませんので抜いて下さい。

次は先物５０００ソフトを起動してみましょう。

「先物５０００」を起動してください。

（左下のWindowsマークから全てのプログラムに登録されています。）

「全てのプログラム」をクリックすると下のように「先物５０００」があります。
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先物５０００ソフトマニュアル
以下のような画面が表示されます。これがメインメニューです。

データの受信方法
メインメニューから「データ受信」をクリックします。

アンチウイルスソフトによっては、以下のメッセージが表示されます。

必ず「許可」をクリックしてください。
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先物５０００ソフトマニュアル
「ＯＫ」をクリックします。

この作業で、最新のデータのまで全て入ります。

※先物データは、弊社が担当しております。通常、１６時頃にはアップします。

何らかの事由によりアップできないこともありますのでご了承下さい。

その際は、メインメニューから「メモ帳でデータ表示」をクリックし、手入力してご利

用下さい。

アップするデータの内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証

するものではありません。

※その他の受信出来ない主な理由

ご使用のパソコンにセキュリティーソフト（アンチウイルスソフト）がインス

トールされていると思います。このソフトによって毎日のデータが受信出来な

く、制限されている可能性があります。

アンチウイルスソフトのメニューから入り込んで、

[JP225FMenu.exe]というプログラムがインターネットに接続する事を「許可」

し てください。

または、それに似たような表現の箇所です。

この作業をすれば、データを受信してくると思われます。

詳しくは、各セキュリティーソフト（アンチウイルスソフト）の開発元へお問

い合わせ下さい。

アンチウイルスのソフトとは、例えば

ノートンインターネットセキュリティ

ウイルスバスター

マカフィー

カスペルスキーインターネットセキュリティ

などです。

これらは、パソコンご購入時にあらかじめインストールされている場合もあり

ます。
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先物５０００ソフトマニュアル
毎日の作業（日々データ受信の方法）

先物５０００ソフトを起動

「データ受信」をクリック

「許可」をクリック

「ＯＫ」をクリック

※インターネットに接続出来る環境でないと受信出来ません。

（ホームページが見られる状態）

※先物データは、弊社が担当しております。通常、１６時頃にはアップします。

何らかの事由によりアップできないこともありますのでご了承下さい。

その際は、メインメニューから「メモ帳でデータ表示」をクリックし、手入力してご利

用下さい。

アップするデータの内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証

するものではありません。

以下のエラーが表示される場合

パソコンにＷＩＢＵＫＥＹ（青緑色の部品）が付いていないか、壊れているか、ＷＩＢＵ

ＫＥＹのドライバーがインストールされていない、またはドライバープログラムが壊れた

などが考えられます。

ＷＩＢＵＫＥＹを別なＵＳＢへ接続しお試し下さい。

それでもダメな場合は、弊社までご連絡下さい。
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先物５０００ソフトマニュアル

プログラムとデータの削除方法

■プログラムの削除方法

左下のWindowsマークからコントロールパネルをクリックします。

「プログラムのアンインストール」をクリックします。

先物５０００をクリックし、「アンインストールと変更」をクリックします。
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先物５０００ソフトマニュアル

次に表示される画面で「続行」をクリックします。

「はい」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

※「共通のコンポーネント・・・・」などという画面が表示されたら、

「全て残す」を選択してください。

次にインストールしたフォルダである[Program Files\JP225F]を削除してくださ

い。

■データの削除方法
上記の手順で削除されます。
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先物５０００ソフトマニュアル

先物５０００ソフトの使い方

各メニューの説明

分析チャート

「ＪＰ法株価分析システム」の「分析チャート」と同じものです。データの保有期間は

５０００日が最大です。

使い方は、そちらのマニュアルをご覧下さい。

日足のみの表示です。週足、月足はありません。

ＪＰチャート

「ＪＰ法株価分析システム」ソフトの「ＪＰ分析メニュー」から「チャート」と同じも

のです。データの保有期間は５０００日が最大です。

使い方は、そちらのマニュアルをご覧下さい。

日足のみの表示です。週足、月足はありません。

ＷＯＲＫチャート

「ＪＰ法株価分析システム」ソフトの「ＷＯＲＫ分析メニュー」から「チャート」と同

じものです。データの保有期間は５０００日が最大です。

使い方は、そちらのマニュアルをご覧下さい。

日足のみの表示です。週足、月足はありません。

※分析チャート、ＪＰチャート、ＷＯＲＫチャートの使い方は「ＪＰ法株価分析システ

ム」のマニュアルをご覧下さい。最新のマニュアルはこちらです。

http://www.neuralnet.co.jp/user/manual/index.html
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先物５０００ソフトマニュアル
最新版ダウンロード

最新のプログラムを一括してダウンロードしてきます。

各チャートは、終了しておいてください。

クリックすると以下のようなメッセージが表示される場合があります。

必ず「許可」をクリックしてください。

「ＯＫ」をクリックしてください。

メモ帳でｘｘｘｘｘｘデータ表示

先物、２２５ミニ、ユーザーオリジナルのデータを表示します。

弊社からのデータが更新されない場合、こちらで手入力しご使用下さい。
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先物５０００ソフトマニュアル
例．先物のデータを表示

データ受信

毎日の先物データ、２２５ミニデータを受信します。

ジャンピング・ポイント投資法のホームページを表示

ニューラルネットシステム社のホームページを表示します。

http://www.neuralnet.co.jp

■バージョンアップ履歴

※詳細はホームページをご覧下さい。
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先物５０００ソフトマニュアル
特典 ＥＸＣＥＬシートについて

先物を１枚売買した場合、儲け続けることは可能なのでしょうか？

簡単な売買サインをＥＸＣＥＬシートに組み込みましたのでご覧下さい。

※ソフトユーザー様のみに公開しております。

ニューラルネットシステム株式会社
〒１０７－００５２

東京都港区赤坂６－６－４ 赤坂栄ビル２０４

ＴＥＬ ０３－５５４９－７２８０

ＦＡＸ ０３－５５４９－０８２８

http://www.neuralnet.co.jp/

support@neuralnet.co.jp

振込先

三菱東京ＵＦＪ銀行 大伝馬町支店「オオデンマチョウシテン」（店番０２７）

普通口座 Ｎｏ．１７１９００７

口座名 ニューラルネットシステム株式会社


