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大空にこだわろう！世界のエアライン 
－ エアバス機 － 

（FS2004 新バージョン・アップデートファイル） 
 

この度は、大空にこだわろう！世界のエアライン用の FS2004 新バージョン・アップデートフ

ァイル（以降、アップデータと表記）をダウンロードいただきまして誠にありがとうございます。 
本アップデータでは、現在までに確認されている不具合の修正を含め、より快適なフライト

を行っていただくために機体特性の調整など様々な改良が行われております。 
本文では、アップデータのインストール方法ならびに補足事項等について解説しております

ので、ぜひご一読くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
 

インストールの前にお読みください 

 
アップデータをご利用いただくには、以下に示す製品をお持ちになられている必要がございます。 
 
■ マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 （以降、FS2004 と表記） 
■ 大空にこだわろう！世界のエアライン（以降、パッケージ版と表記） 

または、 
■ 大空にこだわろう！世界のエアライン エアバス エディション 

（以降、ダウンロード版と表記） 
 
※ パッケージ版の場合、Airbus（Disc1）の CD-ROM が必要となります。 
※ ダウンロード版の場合、シリアル番号とダウンロードファイルが必要となります。 
※ FS2004 は、予めパソコンにインストールされている必要がございますが、パッケージ版、

ダウンロード版ともにパソコンにインストールされている必要はございません。 
 
＜重要 － 必ずお読みください＞ 
アップデータには、全機体分のデータが丸ごと収録されております。 
これは、全機体について大幅な改良がなされているためであり、差分データのみの配布が難

しいと判断したためであります。従いまして、パッケージ版、ダウンロード版ともにインストール

されていない状態でもアップデータのインストールを行うことが出来ます。 
仮にパッケージ版、ダウンロード版がインストール済みの状態でアップデータを起動されまし

ても、以前のデータは自動的にアンインストールされてから、新しいデータがインストールされ

るようになります。 
特にご注意いただきたいのは、リペイント機をご使用されている場合です。 
アップデータをインストールされますとリペイント機の情報を定義した”aircraft.cfg”ファイルが

新しいものに書き換えられてしまいますため、リペイント機が表示されなくなってしまいます。 
再度、リペイント機をご使用される場合は、”aircraft.cfg”ファイルをご変更いただけますよう

お願い申し上げます。 
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アップデータのインストール方法 

 
以下の手順に従いながら、アップデータのインストールを行ってください。 
 
１． パッケージ版、ダウンロード版に応じて以下の準備を行います。 
 
■ パッケージ版の場合 

CD／DVD ドライブに Airbus（Disc1）の CD-ROM を挿入します。インストールメニュー

が表示されましたら、[終了]をクリックしてインストールメニューを閉じてください。 
 

■ ダウンロード版の場合 
本文では、ダウンロードファイル（w-airbus.exe）がマイドキュメント(My Documents)に
保存されているという前提で説明を行っていきますので、他のフォルダに保存してある場

合はフォルダ名を読み替えてお読みください。 
 
ダウンロードファイルを実行しますと下記の画面が表示されますので、インストール先（解

凍先）がマイドキュメントになっていることを確認して、[インストール]をクリックします。 
 

 
 
解凍が終わりますと、インストールメニューが表示されますので、[終了]をクリックしてイン

ストールメニューを閉じてください。解凍後、マイドキュメントに“w-airbus”フォルダが作成

されていることをご確認ください。このフォルダは後に説明しますが、セットアップファイル

の解凍場所となります。 
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２． ダウンロードされましたアップデータ（fs9-airbus_update.exe）をダブルクリックして起動

を行います。しばらくすると、InstallShield ウィザードが起動されてセットアップの準備が

開始されます。セットアップの準備が出来ますと下記画面が表示されますので、[次へ]を
クリックしてください。 

 

 
 
３． 使用許諾契約が表示されましたら、使用許諾契約書の内容をよくお読みいただき、ご同

意いただけましたら、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択後、[次へ]をクリックし

てください。 
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４． プロダクトタイプの選択画面が表示されましたら、パッケージ版かダウンロード版かを選

択してから、[次へ]をクリックしてください。 
 

 
 
■ パッケージ版の場合 

 
続いて、CD-ROMの確認画面が表示されます。Airbus（Disc1）のCD-ROMを挿入され

たドライブを選択してから、[次へ]をクリックしてください。 
下記画面の例では CD-ROM が“R:¥”に挿入されているものとしています。 
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■ ダウンロード版の場合 
 
続いて、シリアル番号とセットアップファイルの解凍場所の確認画面が表示されます。 
ダウンロード版のご購入時に発行されましたシリアル番号を入力し、セットアップファイル

の解凍場所を指定するため、[変更]をクリックしてください。 
 

 
 
下記画面が表示されましたら、１．で解凍されましたセットアップファイルの解凍場所であ

る“w-airbus”というフォルダを選択し、[OK]をクリックしてください。 
なお、 初の画面に表示されるフォルダは、マイドキュメントとなっております。 
 

 
 
ダウンロード版 情報の確認画面に戻りましたら、[次へ]をクリックしてください。 
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５． セットアップ タイプの選択画面が表示されましたら、以下の選択を行って[次へ]をクリック

してください。 
 
■すべて …… 通常はこちらを選択します。全ての機種がインストールされます。 
■カスタム … インストールする機種の選択やインストール先の変更を行えます。 

 
６． 下記画面が表示されましたら、[インストール]をクリックしてください。 
 

 
 
７． 続いて、インストールが開始されます。インストールにはしばらくお時間がかかりますので、

そのままの状態でお待ちください。 
 
８． インストールが完了しますと下記画面が表示されますので、[完了]をクリックします。 

以上でインストールは終了です。 
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航空機の選択方法について 

 
航空機を選択される際は、選択画面の「航空機メーカー」部分を“Simmer’s Sky”に設定し、

機種、バリエーションを選択してください。 
 

 
 
※ アップデータでは、”No VC”という仮想コックピットがない機体のバリエーションがなくなり、

仮想コックピットありの機体と統合されました。仮想コックピットの切り替えは 2D パネルに

[VC]というボタンが表示されるようになりますので、こちらのボタンをクリックして切り替えを行

ってください。 
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アップデータのアンインストール方法 

 
◆ Windows Vista をご利用の場合 
 
１． デスクトップの左下にある[スタート]ボタンをマウスでクリックし、[スタート] →[コントロー

ルパネル]と選択してください。コントロールパネルのウィンドウが表示されましたら、画面

上にある「プログラムのアンインストール」を選択します。 
 
※ コントロールパネルをクラシック表示にされている場合、「プログラムと機能」アイコン

を選択してください。 
 
２． 「プログラムのアンインストールまたは変更」ウィンドウが表示されましたらリストの中から

「Overland - World Airlines for FS2004 (Airbus)」を選択して、[アンインストール]をク

リックしてください。続いて削除の確認ウィンドウが表示されますので[はい]をクリックして

ください。以上でアンインストールは終了です。（アンインストール中は一切のメッセージを

表示することなく完了まで行われます。） 
 
◆ Windows Vista 以外をご利用の場合 
 
１． デスクトップの左下にある[スタート]ボタンをマウスでクリックし、[スタート] →[設定] → 

[コントロールパネル]を選択してください。コントロールパネルのウィンドウが表示されまし

たら、その中にある「プログラム（アプリケーション）の追加と削除」を選択します。 
 
※ Windows XP をご利用でクラシックスタイルをご使用されていない場合、[スタート]→
[コントロールパネル]と選択してください。 

 
２． 「プログラム（アプリケーション）の追加と削除」ウィンドウが表示されましたらリストの中か

ら「Overland - World Airlines for FS2004 (Airbus)」を選択して、[削除]ボタンをクリッ

クしてください。続いて削除の確認ウィンドウが表示されますので[はい]をクリックしてくだ

さい。以上でアンインストールは終了です。（アンインストール中は一切のメッセージを表

示することなく完了まで行われます。） 
 
【注意事項】 
 
エクスプローラなどを使用して直接ファイルを削除されますと正常にアンインストールされませ

んのでご注意ください。この場合のサポートは致しかねますので、あらかじめご了承ください。 
 
 

終更新日： 2008.05.02 
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