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AdLock は以下の環境で動作します。

Windows 7 以上
macOS Catalina 10.15  以上
Android 7 以上
iOS/iPadOS 11 以上

OS

上記のOSが快適に動作する環境、インターネット接続その他

他の広告ブロックソフトとの併用はできません。
AdLock for iOS、AdLock for Androidは、VPN接続を使用する他の
アプリとの併用はできません。AdLock for Android は、Android搭載
テレビ、Chromebook には対応していません。

注意事項

はじめにお読みください

動作環境

アクティベーションキーについて

免責事項
・本製品のダウンロード、インストールによって生じるいかなる損害について当社はその責を 
　負いません。
・パソコン・スマートフォンメーカーが定めている使用許諾契約の違反となる改造行為を行っ
　たデバイスを利用している場合、本製品のご利用、サポートをお断りする可能性があります
　。またそれによって受ける損害について、賠償する義務を一切負いません。
・本製品の利用により広告非表示（ブロック）した結果、受ける損害について、賠償する義務
　を一切負いません。
・広告運営者は広告非表示になることを回避するために広告配信技術仕様を変更する可能性が
　ありますが、本製品はその仕様変更に対応しない場合があります。
・今後将来にわたり、インターネット広告配信技術向上によって本製品が広告非表示（ブロッ
　ク）を行うことができることを保証いたしません。

AdLock は、インストール直後は試用版として動作します。
インストール後、ご購入先からお受け取りいただいた「ライセンスキー（9文字の半角英数字）」
を適用（アクティベーション）していただくと、製品版として動作するようになります。ライセン
スキーが不明な場合、ご購入先にお問い合わせください。

AdLock プログラム上で「アクティベーションキー（または、アクティベーションプロダクトキ
ー）」の入力が案内された場合、ライセンスキーを入力してください。

具体的なアクティベーション（ライセンスキーの適用）手順については、本ドキュメントの各OS
用プログラムのインストール方法をご覧ください。
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ユーザー登録

他の広告ブロックアプリとの併用
AdLock と他の広告ブロックアプリは併用できません。
AdLock と他の広告ブロックアプリを同一端末にインストールすると、一方を無効にしていたと
してもインターネット接続、Webブラウザやアプリの表示などに予期せぬ問題が発生する可能性
があります。

このため、他の広告ブロックアプリがすでにインストールされている場合、AdLock をインスト
ールする前に必ずアンインストールしてください。また、AdLock がインストールされている端
末に、他の広告ブロックアプリをインストールしないようお願いします。

AdLock と 他の広告ブロックアプリを同一端末にインストールした場合、両方のアプリをアンイ
ンストール後、再度AdLock をインストールしてください。

無期限版のライセンス有効期限
AdLockは、日本のユーザー様限定で無期限版を発売しておりますが、アプリ本体は全世界共通と
なっております。そのため現状は有効期限欄の表記に日本独自の無期限版という表記ができず、ご
利用可能な有効期限（ご登録日から10年間）を表示させる方法を取らせていただいております。

アクティベーション（ライセンスキーの登録）完了後もライセンスの有効期限欄には日付が表示さ
れますが、無期限でAdLockをご使用いただけますのでご安心ください。

インストールガイド中の内容について
本インストールガイドに含まれる画像や手順等は、今後のプログラ
ムアップデート等によって予告なく変更となる場合があります。最
新の手順等については、ヘルプセンターをご覧ください。

AdLock のテクニカルサポート、アップグレード等をご利用いただ
くには、以下のページよりユーザー登録をご実行ください。

ユーザー登録をご実行いただくことで、ライセンスキーの紛失時に
もご案内することができます。 その他アップデート情報、優待のご
案内もお受け取りいただけます。

https://jp.adlock.com/m/helpcenter

ヘルプセンター

https://jp.adlock.com/m/userreg

ユーザー登録
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ダウンロード方法

Android 8以降の場合

AdLock for Android インストール方法
AdLock for Android のインストール方法から初期設定までを説明します。

インストールファイルのダウンロードと実行
AdLockは、Google Play からはインストールすることができません。
インストールファイル（apkファイル）をダウンロードし「提供元不明のアプリ」としてインスト
ールしていただく必要がありますが、AdLock は安全なアプリですのでご安心ください。

Android 8 以降では、ダウンロードに使用したアプリ毎に、個別で「提供元不明のアプリ」の実
行を許可する必要があります。

以下は Google Chrome を使用した場合の手順です。

「提供元不明のアプリ（apkファイル）」のダウンロードと実行手順は、AdLock 固有の操
作ではなく、Androidに関する一般的な手順となります。

Android のバージョンや端末によって若干手順や画面が異なる場合がありますので、apkフ
ァイルのダウンロードと実行が正常に完了しない場合、スマートフォンメーカー様等にお問
い合わせください。

QRコードからのダウンロードが正常に完了しない場合

AdLockをインストールしたいAndroid 端末上で以下のQRコードを
を読み込むか、ダウンロードURLにアクセスし、
インストールファイル（adlock.apk）をダウンロードしてください。

QRコードアプリから読み込んだページをWebブラウザ Google Chrome で開くか、Google 
Chrome のアドレスバーに上記のダウンロードURLを入力し、ダウンロード可能かお試しく
ださい。

https://jp.adlock.com/m/android

ダウンロードURL

インストール方法
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1. P22のQRコードから読み込んだページを Google Chrome で開く。または、Google Chrome のアドレスバーに
P22のダウンロードURLを入力する。

インストール画面が表示されない場合、ダウンロードしたインストールファイル（adlock.apk）を再度実行
してください。

2. 上記のメッセージが表示され
たら「OK」をタップする。
※ AdLockのインストールファ
イルは安全ですので、ご安心く
ださい。

3. ファイルのダウンロードが完了
したら「開く」をタップする。

4. 上記の画面が表示されたら
「設定」をタップする。

5. 「この提供元のアプリを許可」
右側のスイッチをタップする。

6. 「この提供元のアプリを許可」
が有効になったら、画面左上の
「←」または、Androidの戻る
ボタンをタップする。

画面左上の「←」または、
Androidの戻るボタンをタップ
すると、上記の AdLock のイン
ストール画面が表示されます。
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1. P10のQRコードから読み込んだページを Google Chrome で開く。または、Google Chrome のアドレ
スバーに上記のダウンロードURLを入力する。

2. 上記のメッセージが表示され
たら「OK」をタップする。
※ AdLockのインストールファ
イルは安全ですので、ご安心く
ださい。

3. ファイルのダウンロードが完了
したら「開く」をタップする。

4. 上記の画面が表示されたら
「設定」をタップする。

5. 「設定」アプリのセキュリティ画面
が表示されたら「提供元不明のアプ
リ」右側のスイッチをタップする。

6. 上記の画面が表示されたら
「OK」をタップする。

「OK」をタップすると「提供元
不明のアプリ」が有効になりま
す。

Android 7以前の場合
Android 7 以前の場合、システム全体で「提供元不明のアプリ」の実行を許可する必要がありま
す。以下は Google Chrome を使用した場合の手順です。
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7. インストールファイル
（adlock.apk）を再度実行する。
上記の AdLock のインストール
画面が表示されます。

1. 上記の画面が表示されたら
「インストール」をタップする。
インストールが完了するまで数
秒お待ちください。

2. インストールが完了し、上記の
画面が表示されたら「開く」をタ
ップする。

以上でインストールは完了です。
「開く」をタップすると AdLock 
が起動します。

インストール画面が表示されたら以下の手順でインストールを完了してください。



8

初回起動時の設定

広告ブロックを有効にする際、VPN接続の設定と証明書のイ
ンストールを行います。

証明書をインストールするには Androidの仕様上 Android
の「画面ロック」を有効にする必要があります。画面ロック
の手順については以下のページをご覧いただき、事前にご設
定ください。

Android 10 以前

1. AdLock初回起動時、上記の
画面が表示されたら「EULAと
プライバシーポリシーに同意し
ます」にチェックを入れ「始め
る」をタップする。

2. 上記の画面が表示されたら「
ON」をタップする。

3. 上記の画面が表示されたら画
面右下の「OK」をタップする。

4. PIN、パターン、パスワードな
どの入力画面が表示されたら、
Androidの画面ロック解除と同
じ方法で入力する。

AdLock 初回起動時にウィザード形式で広告ブロックの設定を行うことができます。

以下、ご使用中の Android OS のバージョン（10以前、または11以降）にあわせて、設定を実行
してください。

https://jp.adlock.com/m/android/lock

画面ロック手順
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Android 11 以降

5. 上記の画面が表示されたら画
面右下の「OK」をタップする。

6. 上記の画面が表示されたら
「OK」をタップする。

7. 上記の画面が表示されたら
「OK」をタップする。

以上で初回起動時の設定は完了
です。

1. AdLock初回起動時、上記の
画面が表示されたら「EULAと
プライバシーポリシーに同意し
ます」にチェックを入れ「始め
る」をタップする。

2. 上記の画面が表示されたら
「ON」をタップする。

3. 上記の画面が表示されたら画
面右下の「OK」をタップする。

4. PIN、パターン、パスワード
などの入力画面が表示されたら
、Androidの画面ロック解除と
同じ方法で入力する。
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5. 上記の画面が表示されたら画
面右下の「OK」をタップする。

6. 上記の画面が表示されたら
「OK」をタップする。

7. 上記の画面が表示されたら
「OK」をタップする。

8. 「証明書をインストールする」
をタップする。

9. 上記の画面が表示されたら
「次へ」をタップする。

10. 「証明書を保存」をタップ
する。



11

11. 上記の画面が表示されたら
「許可」をタップする。許可を
タップすると保存先が表示され
ます。

12. 証明書（AdLock.crt）ファイ
ルの保存先を確認し、「保存」を
タップする。

13. 「セキュリティ設定を開く」
をタップする。「設定」アプリ
の「セキュリティ」画面が表示
されます。

14. 「暗号化と認証情報」をタ
ップする。

15. 「証明書のインストール」
をタップする。

16. 「CA証明書」をタップする。
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17. 「インストールする」をタ
ップする。

18. 手順12で保存した証明書
（AdLock.crt）ファイルを選択
する。

19. 上記のメッセージが表示さ
れたら設定完了。AdLock に戻
る。

以上で初回起動時の設定は完了
です。
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アクティベーション（ライセンスキーの適用）
インストール完了直後、AdLock は試用版として動作します。
以下の手順で、ご購入後にお受け取りいただいた「ライセンスキー」を適用してください。

1. AdLock を起動する。
アクティベーション手順

2. 画面左上のメニューアイコン
（3本線のアイコン）をタップ
する。

3. 「アクティベーション」をタ
ップする。

4. 「アクティベーション」画面
が表示されたら、ご購入後にお受
け取りいただいた「ライセンスキ
ー」を入力し「提出」ボタンをタ
ップする。
※ライセンスキーは半角英数字で入力
してください。
※画面上ではライセンスキー入力欄に
「-」（ハイフン）が表示されますが
、入力時には「-」なしの連続した9文
字の半角英数字をご入力ください。
※英字の大文字が入力できない場合、
小文字でも問題ありません。
※キーボードアプリでの入力ができな
い場合、ライセンスキーをコピーし、
入力欄に貼り付けてください。

右記画面が表示されたら、ア
クティベーション（ライセン
スキーの適用）は完了です。
「ホーム画面」をタップして
ください。
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AdLock Android版の YouTube 専用プレーヤーは以下の手順でご利用いただけます。

1. YouTube アプリで任意の動画を開く。
2. 「共有」をタップする。

3. 「AdLock Player」をタップする。

AdLock Player が起動し、動画が再生されます。

YouTubeを動画広告なしで楽しむ方法
AdLock に限らず、一般的な Android 向け広告ブロックアプリでは、YouTube アプリ上の広告
を非表示にすることができません。

このため、AdLock では、WebブラウザでYouTubeをご覧いただくか、 AdLock の YouTube 
専用プレーヤーを使用することで、広告なしでYouTube動画をご覧いただくことができます。
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AdLock for iOS インストール方法

インストール方法

アクティベーション（ライセンスキーの適用）

AdLock for iOS のインストール方法から初期設定までを説明します。
AdLock for iOS は、iPhone または iPad でご使用いただけます。（iPadOSにも対応）
以下では iPhone の画面を使用していますが、iPad でも同様の手順となります。

インストール完了直後、AdLock は試用版として動作します。
以下の手順で、ご購入後にお受け取りいただいた「ライセンスキー」を適用してください。

ライセンスキーの適用が完了すると、追加費用の発生なく全ての機能をご使用いただけるようにな
ります。

iOS（iPhone / iPad）版は、App Store からのインストールとなり
ます。

iPhone / iPad で以下のQRコードを読み込むか App Store URL に
アクセスし、表示された App Store の AdLock のページからイン
ストールを実行してください。

ご注意
AdLock インストール後の初回起動時、「7日間の無料トライアル（有料機能の試用）」の案
内が表示されます。AdLock マルチデバイスをご購入いただいている場合、この無料トライ
アルにお申し込みいただく必要はございません。その他の有料機能の案内があった場合もお
申し込みされないようお願いします。

ご購入後にお受け取りいただいたライセンスキーを適用すると、有料機能を追加費用なくご
使用いただけます。

無料トライアルにお申し込みいただいた場合、試用期間終了後に料金が発生します。無料ト
ライアルまたはその他の有料機能について料金が発生すると、弊社ではキャンセルできませ
んのでご注意ください。

https://jp.adlock.com/m/ios

App Store URL
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アクティベーション手順

2. 画面右上の人型のアイコンを
タップする

3. 「サインイン」画面が表示され
たら、「メールアドレス」欄にご
購入後にお受け取りいただいたラ
イセンスキーを入力し、 「パスワ
ード」欄は空欄のまま、「完了」
をタップする。「完了」タップ後
、しばらくすると「ホーム」画面
が表示されます。

4. 「ホーム」画面下部の「設定」
をタップする。

5.「ライセンス」欄の日付を確認する。
アクティベーション（ライセンスキーの登録）が完了すると、「ライセンス」
欄右側にご購入いただいたライセンスキーの有効期限が表示されます。

1年版の場合、登録日から1年後の日付となります。
無期限版の場合、現在のプログラムの仕様上、登録日から10年後の日付が表
示されますが、無期限でご使用いただけますのでご安心ください。

1. AdLock for iOS を起動する

ライセンスキー入力

空欄のまま
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初期設定

AdLock for iOS は、Webブラウザ Safari 上の広告をブロックします。
AdLock for iOS インストール後、以下の手順で Safari の設定を変更してください。

Safari の設定が完了するまでは
、AdLock 画面上に「広告ブロ
ックは機能していません」と表
示されます。

インストール完了後、以下の設定をご実行ください。

「Web閲覧時の広告ブロック」を有効にする

1. iPhone / iPad の「設定」アプ
リを開き「Safari」をタップする。

2. 「Safari」画面の「拡張機能」
をタップする。

3. 拡張機能画面に表示されているAdLock の4項目を全て有効にする。 4. AdLock for iOS を開く。「Web閲
覧時の広告ブロック」が有効となり、
Safari上の広告が非表示となります。

iOS15 以降の方
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初期設定

AdLock for iOS は、Webブラウザ Safari 上の広告をブロックします。
AdLock for iOS インストール後、以下の手順で Safari の設定を変更してください。

Safari の設定が完了するまでは
、AdLock 画面上に「広告ブロ
ックは機能していません」と表
示されます。

インストール完了後、以下の設定をご実行ください。

「Web閲覧時の広告ブロック」を有効にする

1. iPhone / iPad の「設定」アプ
リを開き「Safari」をタップする。

2. 「Safari」画面の「コンテン
ツブロッカー」をタップする。
する。

3. コンテンツブロッカー画面に表示されているAdLock の4項目を全て有
効にする。

4. AdLock for iOS を開く。「Web閲
覧時の広告ブロック」が有効となり、
Safari上の広告が非表示となります。

iOS14 以前の方
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「システム全体保護」を有効にする
以下の手順で「システム全体保護」を有効にすると、アプリ上の広告も非表示となります。

※ 「システム全体保護」では、DNSリクエストを使用した広告のみをブロックします。アプリによっ
ては広告が表示される場合もありますのでご了承ください。

※ AdLock に限らず一般的な広告ブロックアプリでは YouTubeアプリ上の広告は非表示にすることが
できません。YouTubeについては 以下の「YouTubeを動画広告なしで楽しむ方法」をご覧ください。

2. 「システム全体保護」欄右側
のスイッチをタップする。

5. パスコード等の画面が表示されたらロックを解除する。ロックの会場が完了
すると「ホーム」画面が表示され「システム全体保護」が有効となります。

以上で初期設定は完了です。

3. 「VPNが作成されます」画面
が表示されたら「OK」をタップ
する。

4. 「AdLockがVPN構成の追加
を求めています」画面が表示さ
れたら「許可」をタップする。

1. AdLock for iOS を起動する
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YouTubeを動画広告なしで楽しむ方法
AdLock に限らず、一般的な iOS 向け広告ブロックアプリでは、YouTube アプリ上の広告を非表示にすること
ができません。

このため、AdLock では、Webブラウザ Safari でYouTubeをご覧いただくか、 AdLock の YouTube 専用プレ
ーヤーを使用することで、広告なしでYouTube動画をご覧いただくことができます。

AdLock for iOS の YouTube 専用プレーヤーは以下の手順でご利用いただけます。

1. YouTube アプリで任意の動画を開く。
2. 「共有」をタップする。

3. 「AdLock」をタップする。

YouTube 専用プレーヤーが起動し、動画が再生されます。
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AdLock for Windows のインストール方法から初期設定までを説明します。

AdLock for Windows
インストール方法

インストールファイル入手方法
ご購入後にお受け取りいただいた zipファイル内の「1. Windows」フォルダに AdLock for 
Windows のインストールファイルが含まれています。

インストールファイル名は、AdLock_installer.exe の形式となります。

インストールファイルは以下のダウンロードURLからも入手可能です。

ダウンロードURL
https://jp.adlock.com/m/win

インストール方法
以下の手順でインストールを実行してください。

1. 上記のインストールファイルを実行する。
2. 以下の画面が表示されたら「次へ」をクリックする。
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3. 「エンドユーザー使用許諾契約」の内容を確認後、「ライセンス契約に同意します」
　 にチェックを入れ「次へ」をクリックする。

4. 「インストールパス」を確認し、「次へ」をクリックする。
　 「インストールパス」を変更したい場合、入力欄右側のボタンをクリックし、ご希望
　 のインストール先を選択してください。
　 「デスクトップアイコン」または「スタートメニューアイコン」を作成したくない場
　 合、チェックを外してください。
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5. インストールが完了するまで待つ。

6. 「完了」をクリックする。

以上でインストールは完了です。「完了」をクリックすると AdLock が起動します。
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アクティベーション（ライセンスキーの適用）

アクティベーション手順

インストール完了直後、AdLock は試用版として動作します。
以下の手順で、ご購入後にお受け取りいただいた「ライセンスキー」を適用してください。

1. AdLock for Windows を起動する。
2. 画面下部の「ライセンスキーを入力」をクリックする。

3. 入力欄に「ライセンスキー」を入力し「アクティベート」をクリックする。
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初期設定
インストール完了後、以下の設定をご実行ください。

「ホーム」画面
1. AdLock for Windows を起動する。
2. 「ホーム」画面の「広告ブロック」と「セキュリティ」を有効（スイッチが赤い状態）にする。

4. 以下の画面が表示されたら「OK」をクリックする。

以上でアクティベーション（ライセンスキーの適用）は完了です。

2325
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「設定」画面
1. AdLock for Windows を起動する。
2. 画面左側の「設定」をクリックする。
3. 表示された「設定」画面「メイン」タブで、以下のように設定する。
　・「HTTPS フィルタリングを有効にする」をオンにする。
　・「DNS フィルタリングを有効にする」を「Smart」にする。
　・「EV 証明書を使用してサイトフィルタリングを有効にする」をオンにする。

以上で AdLock for Windows のインストールと初期設定は完了です。
お好みの Webブラウザで、広告のないインターネットをお楽しみください。

1

2

3
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AdLock for macOS インストール方法
AdLock for macOS のインストール方法から初期設定までを説明します。

インストールファイル入手方法
ご購入後にお受け取りいただいた zipファイル内の「2. macOS」フォルダに AdLock for 
macOS のインストールファイルが含まれています。

インストールファイル名は、AdLock_Installer.dmg の形式となります。

インストールファイルは以下のダウンロードURLからも入手可能です。

ダウンロードURL
https://jp.adlock.com/m/mac

インストール方法
以下の手順でインストールを実行してください。

1. 上記のインストールファイルを実行する。
2. 以下の画面が表示されたら、画面中央のアイコンをダブルクリックする。
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3. 以下の画面が表示されたら「続ける」をクリックする。

4. 以下の画面が表示されたら「続ける」をクリックする。
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5. 「エンドユーザー使用許諾契約」の内容を確認後、「続ける」をクリックする。

6. 以下の画面が表示されたら「同意する」をクリックする。
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7.以下の画面が表示されたら「続ける」をクリックする。

8. 以下の画面が表示されたら「インストール」をクリックする。
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9. 以下の画面が表示された場合、管理者権限のあるユーザーの「ユーザー名」と
「パスワード」を入力し「ソフトウェアをインストール」をクリックする。

10. インストールが完了するまで待つ。
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11.「閉じる」をクリックする。

12. 以下の画面が表示されたら「残す」または「ゴミ箱に入れる」のどちらかを
クリックする。
※インストールファイルをゴミ箱に入れて削除した場合も、本ドキュメント記載の
「ダウンロードURL」から再度入手可能です。

以上でインストールは完了です。
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Launchpad 内の AdLock アイコンをクリックすると AdLock が起動します。

初回起動時の設定
AdLock 初回起動時にウィザード形式で広告ブロックの設定を行うことができます。
ウィザード中でシステム機能拡張の有効化とVPN接続の設定を行います。

1. AdLock を起動する。
2.  以下の画面が表示されたら「”セキュリティ”環境設定を開く」をクリックする。
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3. 以下の画面が表示されたら、画面左下の鍵アイコンをクリックする。

4. 以下の画面が表示された場合、管理者権限のあるユーザーの「ユーザー名」と「パス
ワード」を入力し「ロックを解除」をクリックする。
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5. 「App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションを許可」が選択されている状態
で「許可」をクリックする。

6. 画面左上の赤い閉じるボタンをクリックする。
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7. 以下の画面が表示されたら「EULAとプライバシーポリシーに同意します」にチェックを入
れ「始める」をクリックする。

8. 以下の画面が表示されたら「ON」をクリックする。
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9. 以下の画面が表示されたら「許可」をクリックする。

11. 以下の画面が表示されたら「OK」をクリックする。

以上で初回起動時の設定は完了です。

10. 以下の画面が表示されたら「OK」をクリックする。
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3. 以下の画面が表示されたら「ホーム」をクリックする。

以上でアクティベーション（ライセンスキーの適用）は完了です。

アクティベーション（ライセンスキーの適用）

アクティベーション手順

インストール完了直後、AdLock は試用版として動作します。
以下の手順で、ご購入後にお受け取りいただいた「ライセンスキー」を適用してください。

1. AdLock を起動する。
2.  画面左側の「アクティベーション」をクリック後、入力欄に「ライセンスキー」を入力し
「送信」をクリックする。



39

初期設定
インストール完了後、以下の設定をご実行ください。

1. AdLock を起動する。
2.  画面左側の「設定」をクリックする。
3. 「ドメインフィルタリングモード」を「Smart」に設定する。
4. 「HTTPSフィルタリングを有効にする」を有効にする。

以上で AdLock for macOS のインストールと初期設定は完了です。
お好みの Webブラウザで、広告のないインターネットをお楽しみください。



ユーザーサポート

その他の AdLock の使用方法やよくある質問については、ヘルプセンターを
ご覧ください。

AdLock 日本公式サイト
https://jp.adlock.com/

AdLock 正規日本代理店
株式会社 LODESTAR JAPAN

ヘルプセンター

https://jp.adlock.com/m/helpcenter

AdLockに関するご質問等については、以下のページよりお問い合わせくだ
さい。

お問い合わせ先

https://jp.adlock.com/m/support


