
e-Tax、または eLTAXをご利用になるには、うら
面の「2 e-Tax、eLTAXを使うには」に進んでくだ
さい

 2

電子マネーや交通乗車券などをご利用になるには、
うら面の「3 FeliCa関連ソフトウェアを使うには」に
進んでください

 3

最新の情報やお得な特典、便利なサポート情報を受け
取るには、うら面の「4 製品ご登録のオススメ」に進ん
でください

 4

以上でセットアップは完了です。

● 0 セットアップの前に（初めにお読みください。）
● 1 本製品のセットアップ

ご注意 必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってくだ
さい。

● e-Tax、または eLTAXをご利用になるには , 2に進んでください
●電子マネーなどをご利用になるには , 3に進んでください
●ソニーならではのうれしい特典・サポートを受けるには , 4に進んでくだ
さい

●こんなときには（「1 本製品のセットアップ」に連動しています。必要に応
じてお読みください。）

うら面

おもて面

1  本製品のセットアップ
使用許諾契約画面が表示されたら、［使用許
諾契約の全条項に同意します］を選択して
から［次へ］をクリックしてください。
以下の表示が出たら、インストールは完了です。

ご注意

・コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら
, �画面の指示に従いコンピューターを再起動してください。

・次の画面が表示されたら

,［はい、今回のみ接続します］→［次へ］の順にクリッ
クしてください。

・インストールは開始したが、完了しない場合には
,インストール画面が他のウィンドウの背面に隠れてい
ることがあります。タスクバー上で点滅しているプロ
グラムをクリックして、操作を続行してください。

使用するサービスに応じたカードをセット
します。

ご注意

e-Tax、または eLTAXをご利用になる場合はマイナンバーカー
ドまたは住民基本台帳カードを、その他の場合は電子マネーや
交通乗車券などの FeliCaカード、またはおサイフケータイを
セットしてください。

NFCポートの自己診断を行います。

●  Windows 10の場合
スタート画面を表示し、［すべてのアプリ］をクリックし
て、アプリ一覧から「NFCポート自己診断」のアイコン
をクリックしてください。

●  Windows 8.1の場合
スタート画面を表示し、画面左下の↓をクリックして、
アプリ一覧から「NFCポート自己診断」のアイコンをク
リックしてください。

●  Windows 7の場合
［スタート］ボタン－［すべてのプログラム］－［NFCポー
ト］－［NFCポート自己診断］の順にクリックしてください。

3

4

5

付属の接続ケーブルを本製品に接続後、スタ
ンドに置き、コンピューターに接続します。

ご注意
スタンドを使用しないと、マイナンバーカードなどを正常に
読み取れない場合があります。

1 2

3

ソフトウェアをインストールします。

● Windows 10の場合
タスクバーのアイコンをクリックします。

表示された以下のメッセージをクリックすると、イントー
ルが開始します。

以下のメッセージが表示された場合は、［インストール］
ボタンをクリックするとインストールが開始します。

●  Windows 8.1の場合
デスクトップ画面を表示してください。デスクトップ画
面の下部タスクバーにアイコンが表示されます。

アイコンの表示が消えた後、タスクバーののアイコン
をクリックするとのメッセージが表示されます。を
クリックするとインストールが開始します。





のアイコンが表示されない場合は、数分待つと表示され
ます。

●  Windows 7の場合
インストールが自動的に開始し、以下のメッセージが表
示されます。お使いのコンピューターによっては、イン
ストール完了まで 30分以上かかることがあります。

自動的にインストールが開始しない場合は、うら面の「こ
んなときには」を参照してください。

1

2

本書の内容

0　セットアップの前に
コンピューターを起動してください。
お使いのコンピューターをインターネットに接続してください。
管理者権限（Administrators）を持つアカウントでログオンしてください。
起動中の他のソフトウェアはすべて終了させてください。

画面の指示に従って自己診断を行います。
［外付けタイプ］－［RC-S380/P］にチェックが入って
いることを確認して［次へ］をクリックしてください。

画面内の「リーダー╱ライターとの通信」
「カードとの通信」欄を確認します。
「○」と表示される

カードの読み取りに成功しました。動作確認は完
了です。
ヒント
本書うら面のセットアップに使用するソフトウェア
は、上記画面内のリンクから入手できます。
「×」と表示される

問題が発生しています。画面の指示に従ってくだ
さい。

ご注意

・［外付けタイプ］－［不明なデバイス］と表示されたら

,うら面の「こんなときには」をご覧ください。

・［内蔵タイプ］が表示されていたら
,  本製品はコンピューターに内蔵された NFCポートと
同時に使用することはできません。本製品を使用する
際は、［内蔵タイプ］からチェックを外し［外付けタ
イプ］－［RC-S380/P］だけにチェックが入っている
ことを確認して［次へ］をクリックしてください。

6

7

うら面につづく

まずは、箱の中身を確認しましょう

セットアップガイドセットアップガイド
か ん た ん

4-447-794-06 (1)

ソニーウェブサイトでは動画でセット
アップ手順をご覧いただけます。
sony.co.jp/pasori/
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公的個人認証サービスのウェブサイトから
利用者クライアントソフト (Windows用 )
をダウンロードし、インストールします。

https://www.jpki.go.jp/

公的個人認証サービスポータルサイト

1

Windowsの［スタート］ボタン－［すべ
てのプログラム］－［公的個人認証サービス］
－［ユーティリティ］－［ICカードリーダ
ライタ設定］の順にクリックします。

2

画面の「PC/SC対応」を選択してから、「Sony 
FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0」を設定します。3

以上でセットアップは完了です。e-Tax、
またはeLTAXの手続きにお進みください。

ご注意
NFCポート自己診断ですべて「○」と表示されたのに、
利用時にエラーが発生する場合は、以下のサイト内の
窓口にお問い合わせください。

e-Tax、または eLTAXのウェブサイトで、各
利用手順を確認し、セットアップを行います。

http://www.e-tax.nta.go.jp/
e-Tax 国税電子申告・納税システム

http://www.eltax.jp/
eLTAX 地方税ポータルシステム

4

2   e-Tax、または eLTAX
を使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行っ
てください。

こんなときには　インストールが自動的に始まらない場合

ソニーウェブサイトの「Sony Japan 
FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスし
ます。
ヒント
インターネットで次のように検索すると「Sony 
Japan FeliCa 個人のお客様」ページを検索できます。

sony.co.jp/pasori/

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

NFCポートソフトウェアをダウンロードし
ます。





2

1

ダウンロードしたNFCポートソフトウェア
のアイコンをダブルクリックします。
ご注意

次の画面が表示されたら

,［続行］（または［はい］）ボタンをクリックしてください。

3

画面の指示に従い、ソフトウェアをインス
トールします。4

ご注意

コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら
,画面の指示に従ってコンピューターを再起動してくだ
さい。

以上で手動インストールは完了です。
おもて面の手順4以降を実施し、本製品の動作
確認を行ってください。

ソニーウェブサイトでは動画でセットアップ手順をご覧いた
だけます。

3   FeliCa関連のソフトウェア
やサービスを使うには

ご注意
必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行っ
てください。

利用したい FeliCa関連ソフトウェアをダウンロー
ドします。

JPKI利用者ソフトでのエラー 
,公的個人認証サービスポータルサイト

確定申告書作成コーナーまたは e-Taxソフトでのエラー
, e-Tax ウェブサイト





ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 
個人のお客様」ページにアクセスします。

ヒント
インターネットで右のように検
索すると「Sony Japan FeliCa 
個人のお客様」ページを検索で
きます。

sony.co.jp/pasori/

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

目的に応じて必要なソフトウェアやサー
ビスを利用します。

以下のサービスはソフトウェアのダウンロードとインストー
ルが必要です。

1

2

Suica、PASMO、
ICOCAなどの
IC交通乗車券

交通乗車券の残高、
乗車履歴、利用履歴を
確認したい

SFCard Viewer 2

ご利用カード名 用途 ソフトウェア名

以下のサービスは、各サービスのwebサイトで利用できます。

楽天Edy

Suica

WAON

・ 楽天Edyのチャージ
・ Edy ギフトの受け取
り

・ 残高や利用履歴を確
認したい

・ 交通乗車券の残高、
乗車履歴、利用履歴
を確認したい

・ チャージしたい
電子マネーの残高、利
用履歴を確認したい

Edy Viewer
（楽天Edy（株）提供）

Suicaインターネッ
トサービス（東日本
旅客鉄道（株）提供）

WAONネットス
テーション（イオン
（株）提供）

ご利用カード名 用途 サービス名

4   製品ご登録のオススメ
ソニーは、製品登録をされた方に、最新の情報やお得な特典、
便利なサポート情報をご提供しています。ぜひ、ご登録ください。
※ご登録には、お客様の Eメールアドレスの入力が必要です。

ソニーウェブサイトの「Sony製品のサ
ポート登録」ページにアクセスします。

https://pd.reg.sony.jp/pd/search

「Sony製品のサポート登録」ページ

「RC-S380」と検索し、画面上の案内に
従って、手続きを進めてください。

1

2


