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計装ネットワークモジュール NX
スマートローダパッケージ 形SLP-SVG　

アップデータによるインストール

スマートローダパッケージ 形SLP-SVGをご購入いただき、
まことにありがとうございます。
ご注文・ご使用に際しては、下記URL より「ご注文・ご使用
に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。
https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
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形SLP-SVGのアップデータによるインストールは、次の手
順で行ってください。

① ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。 
≫［update_slpsvg.msi］ファイルが解凍されます。

② ［update_slpsvg.msi］をダブルクリックしてください。

≫セットアップ画面が表示されます。インストーラの
指示に従い［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。

③  インストールの途中で「使用許諾契約書」画面が表示
されます。契約書の内容を確認のうえ、条項に同意
いただける場合は［使用許諾契約書同意します（A）］を
チェックし［次へ（N）］ボタンをクリックしてください。 
もし、同意いただけない場合には［キャンセル］ボタン
をクリックしてください。インストールを中断します。

④ 必要であればインストールフォルダの変更してくだ
さい。

⑤ インストールの準備が完了しました。［インストール
（I）］ボタンをクリックしてください。

⑥ ここで、［ユーザアカウント制御］画面が表示されます。
［はい］ボタンをクリックしてください。

≫インストールが開始されます。
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〔ご注意〕  この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合も
 ありますのでご了承ください。 （28）
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⑦ インストールが完了したら［完了（F）］ボタンをクリック
してウィンドウを閉じてください。

 参 考
• SLP-SVGがインストールされていない環境でアップデー
タによるインストールを実行することはできません。
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Installation of Model SLP-SVG  
Smart Loader Package  

for Network Instrumentation Modules 
Using the Updater

Thank you for purchasing the SLP-SVG Smart Loader Package.
Please read the “Terms and Conditions” from the following URL 
before ordering or use:
https://www.azbil.com/products/factory/order.html

© 2018 Azbil Corporation. All Rights Reserved.

To install the SLP-SVG software using the updater, use the following 
procedure.

(1) Unzip the downloaded compressed file. 
>> The update_slpsvg.msi file is unzipped.

(2) Double-click the update_slpsvg.msi file.

>> The setup wizard opens. Click the [Next] button.

(3) During the installation process, the End-User License 
Agreement window will be displayed. Check the terms of the 
agreement. If you accept the software license agreement and 
wish to install the software, check the [I accept the terms 
in the License Agreement] check box and click the [Next] 
button.  
If you do not accept the agreement, click the [Cancel] button 
to cancel installation.

(4) If necessary, change the destination folder.

(5) You are now ready to install the software. Click the [Install] 
button.

(6) The [User Account Control] window will be displayed. Click 
the [Yes] button.

>> Installation begins.
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(7) When installation is complete, click the [Finish] button to close 
the window.

 Note
• Unless the Smart Loader Package (model SLP-SVG) is already 

installed on the computer, the software cannot be installed using 
the updater.


