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電子辞書本体

電子辞書本体

● Windows Vistaの場合 ● Windows XPの場合

● Windows 2000の場合

パソコン

インストールの準備

Step1: PASORAMAのインストール

USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。

電子辞書本体の　　   ボタンを押し、電源を切ります。

電子辞書本体の電源が自動的に入ります。

パソコンの画面上に以下の画面が表示される場合があります。
その場合は、ここでは一度［キャンセル］をクリックして
ください。

以降の操作につきましては、Windows Vista（右側～ P.2）、
XP/2000（P.3 ～ P.4）それぞれのインストール方法をご参照ください。
※Macintosh には対応しておりません。

Step1: PASORAMAのインストール

Step2: ドライバのインストール

パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動
的に開きます。
自動的に開かない場合は、パソコンの画面上の［コンピュータ］を開き、認
識されたリムーバブルディスクを確認します。

一方のリムーバブルディスクに
PASORAMA用のソフトが保存されて
います（読み取り専用）。

もう一方のリムーバブルディスクは
データ転送用のデータ領域です。最初
は何もデータが保存されていません。

※以下の画面が表示された場合は［→許可］
もしくは［続行］ をクリックします。

※説明の画面では「リムーバブルディスク (G:)」
となっていますが、お使いのパソコンによっ
ては、「(G:)」の部分が異なる場合があります。

※ドライバは接続する USB ポートごとにインストールが必要です。USB ポートを変更する
場合には、そのUSB ポートに新たにドライバをインストールしてください。

※電子辞書本体のカードスロットが空になっていることをご確認ください。

PASORAMA用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の
［SETUP］（［SETUP.EXE］）をダブルクリックします。

PASORAMAのインストールには 2つのステップがあります。

ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は［はい (Y)］
をクリックします。

セットアッププログラムが起動しますので、［次へ>(N)］をクリックします。

［次へ>(N)］をクリックします。

「インストール完了」が表示されたら、［次へ (N)>］をクリックします。

この度は SII PASORAMA電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

セイコーインスツル株式会社　データサービスシステム事業部

最初にお読みください
PASORAMAを使うためには、最初にインストールが必要です。

Windows Vista の場合

入/切

この画面になって
いればOK！

5秒後
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電子辞書本体

電子辞書本体画面

デバイスドライバソフトウェアのインストール

もしインストールにお困りなら

FAQ（よくある質問ページ）をご覧ください。

弊社サービスセンターにお問い合わせください。
〒272-0023　千葉県市川市南八幡 3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」電話：047(320)4696
［受付時間］9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00　月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html

Step2: ドライバのインストール

以上でインストールは完了です。

一度　　　  ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、［ドライバソフトウェアを検
索してインストールします ( 推奨 )(L)］をクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示
された場合は、［→許可を選ぶ］または
［続行］ をクリックします。

※以下の画面が表示された場合は［オン
ラインで検索しません (D)］ をクリック
します。

※以下の画面が表示された場合は［この
ドライバソフトウェアをインストール
します (I)］ をクリックします。

※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシ
スタント」が表示された場合は［キャンセル］ 
をクリックします。

※USB ケーブルは接続したままにしてください。

●本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
●PASORAMATM はセイコーインスツル株式会社の商標です。
●本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では     、    、TM などのマークは記 
　載いたしません。
●本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。

以下の画面が表示されたら、［コンピュータを参照してドライバソフトウェア
を検索します ( 上級 )(R)］をクリックします。

ドライバの検索場所を選択します。

インストールが完了したらインストールが完了したら［閉じる (C)］［閉じる (C)］クリックします。クリックします。インストールが完了したら［閉じる (C)］クリックします。

①[ 参照 (R)...] をクリック

　　ボタンで [ ツール ( 役だつール )] に移動し、
　     ボタンで [ 環境設定 ] を選択し、　　      ボ
タンを押します。

　　  ボタンで [ PC モード ]を選択し、　　　
ボタンを押します。

　　  ボタンで [ PASORAMA] を選択し、　
ボタンを押します。

電子辞書本体の [ メニュー ] ボタンを押します。（自動的に電源が入ります。）

②［コンピュータ］を開く ③［ローカルディスク (C:)］を開く

④［Windows］を開く ⑤［System32］を開く ⑥［drivers］を選択し、［OK］をクリック

検索場所が「C:￥Windows￥System32￥drivers」になっていることを確認し、
［次へ (N)］をクリックします。

［OK］をクリックします。

※ パソコンの画面上に
PASORAMAのアイコンが表示
されます。このままでは
PASORAMAは起動できません
ので次のステップでドライバ
をインストールしてください。

一度電子辞書本体の  　　　ボタンを押し、辞書モードに移行してから　　　
ボタンを押し、電源を切ります。

戻る・クリア

パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイの　　をクリックし、［USB
大容量記憶装置 -ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します］のメッセージ自体
をクリックします。

右の画面が表示されたら、［OK］を
クリックします。

入/切

入/切

※クリックしないでください。

R C

この画面になって
いればOK！

5秒後

決定・訳

決定・訳

決定・訳
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Windows XP/2000 の場合

Step1: PASORAMAのインストール

Step2: ドライバのインストール

インストールを行う前に、P.1 の「インストールの準備」を必ず
お読みください。

パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、［いいえ、今回は接続しません
(T)］を選択し、［次へ (N)>］クリックします。

マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたリムーバブルディスクを
確認します。

一方のリムーバブルディスクに
PASORAMA用のソフトが保存されて
います（読み取り専用）。

もう一方のリムーバブルディスクは
データ転送用のデータ領域です。最初
は何もデータが保存されていません。

2 つのリムーバブルディスクをそれぞれクリックし、どちらか一方にある
［SETUP］（［SETUP.EXE］）をダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動しますので、［次へ>(N)］をクリックします。

［一覧または特定の場所からインストールする (詳細 )(S)］を選択し、［次へ (N)>］
クリックします。

※ パソコンの画面上に PASORAMA
のアイコンが表示されますが、こ
のままでは PASORAMA は起動で
きません。次のステップでドライ
バをインストールしてください。

Windows XP の場合

ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は［はい (Y)］
をクリックします。

［次へ>(N)］をクリックします。

「インストール完了」が表示されたら、［次へ (N)>］をクリックします。

※USB ケーブルは接続したままにしてください。

Windows XP とWindows 2000 で同じ操作をする場合は、Windows XP の画面を使っ
て説明します。

［OK］をクリックします。

一度電子辞書本体の  　　　ボタンを押し、辞書モードに移行してから　　　
ボタンを押し、電源を切ります。

戻る・クリア 入/切

パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイの　　をクリックし、［USB 大容
量記憶装置 -ドライブを安全に取り外します］のメッセージ自体をクリックし
ます。

右の画面が表示されたら、［OK］を
クリックします。
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電子辞書本体

電子辞書本体画面

一度　　　  ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

　　ボタンで [ ツール ( 役だつール )] に移動し、
　     ボタンで [ 環境設定 ] を選択し、　　      ボ
タンを押します。

　　  ボタンで [ PC モード ]を選択し、　　　
ボタンを押します。

　　  ボタンで [ PASORAMA] を選択し、　
ボタンを押します。

電子辞書本体の [ メニュー ] ボタンを押します。（自動的に電源が入ります。）

入/切

この画面になって
いればOK！

5秒後

決定・訳

決定・訳

決定・訳
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この部分を削除
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［次の場所を含める (O)］のみにチェックを入れ、［参照 (R)］をクリックします。
その後、①～⑤の手順でドライバの検索場所を選択します。

①［マイ コンピュータ］を開く

②［ローカルディスク
　(C:)］を開く

③［WINDOWS］を
　開く

④［system32］を
　開く

⑤［drivers］を選択し、［OK］
　をクリック

検索場所が「C:￥WINDOWS￥system32￥drivers」になっていることを確
認し、［次へ (N)］をクリックします。

※以下の画面が表示された場合は［続行 (C)］ 
をクリックします。

以上でインストールは完了です。

以上でインストールは完了です。

Windows 2000 の場合

パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、［次へ (N)>］クリックします。

［デバイスに最適なドライバを検索する ( 推奨 )(S)］を選択し、［次へ (N)>］
クリックします。

［場所を指定 (S)］のみを選択し、［次へ (N)>］クリックします。

コピー元の場所が「C:￥WINNT￥system32￥drivers」になっていることを
確認し、［OK］をクリックします。

コピー元の場所が「c:￥winnt￥system32￥drivers」になっていることを
確認し、［OK］をクリックします。

インストールが完了したら［完了］クリックします。

［次へ (N)］をクリックします。

コピー元の「￥Windows￥inf」の部分を削除します。

※クリックしないでください。

※クリックしないでください。

製造元のファイルのコピー元を選択します。

インストールが完了したら［完了］クリックします。

①[ 参照 (R)...] をクリック ②［マイ コンピュータ］を開く

③［ローカルディスク (C:)］を開く ④［WINNT］を開く ⑤［system32］を開く

⑥［drivers］を開き、［開く (O)］をクリック
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