
最初に必ずお読みください

■Windows Vistaの調べ方

■Winodws8のOSの調べ方

■Winodws7のOSの調べ方

[スタート]画面で[デスクトップ]を選択。デスクトップからチャームを表示し、[設定]を選択。[設
定]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]→「コンピューターの基本的
な情報の表示」 が表示された画面で確認

スタートメニューから[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]→「コン
ピューターの基本的な情報の表示」が表示された画面で確認

スタートメニューから[コントロールパネル]→[システムとメンテナンス]→[システム]→「コン
ピューターの基本的な情報の表示」が表示された画面で確認

パソコンのOSが最新のバージョンになっているかをご確認ください。
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32bit版／64bit版かは下記の方法でお確かめください。
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お使いのパソコンのOSが32bit版か64bit版かをお確かめください。

Pasoramaフォルダの中にある【Setup】（【Setup.exe】）をダブルクリックします。
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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。

ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意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。

パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクが表示されましたら、【フ
ォルダーを開いてファイルを表示】をクリックします。

または、【スタート】画面で、①タイル(アイ
コン)が表示されていないところを右クリ
ックすると、②【すべてのアプリ】が右下に
表示され、選択します。【アプリ】画面が
表示されたら、【コンピューター】を選択
し、認識されたリムーバブルディスクを
確認します。

【Pasorama】フォルダをクリックします。

お使いのパソコンが64bit版か32bit版かをお確かめの上、フォルダを選択します。
※ここでは64bit版を選択しています。

【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
【はい(Y)】をクリックします。
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9 【OK】をクリックします。

【インストール（I）】をクリックします。

パソコンのデスクトップ上にPASORAMA のアイコンが表示されます。
アイコンをダブルクリックをして起動します。
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お使いの電子辞書の機種によって変わります。（画像はDF-X7000の例です）
インストールするフォルダを変更しない場合にはこのまま【次へ>(N)】をクリックしてください。

電子辞書の機種「DF-X7000」用のドライバ64bit版の例です。32bit版をお使いの方でも以下の
手順を参考にしてください。

32bit版をダウンロードした場合には
この文章は表示されません。

setup.exeをダブルクリックして実行しようとすると
【WindowsによってPCが保護されました】という画面が表示されることがあります。

下記の画面の【詳細情報】 をクリック します。

【実行】ボタンを押してソフトを起動できる状態にします。 

ご注意

Windows 8 の場合

※ 上記のような画面が表示されますが、
何もせずにそのまま閉じてください。

32bit版をダウンロードした場合には
▶Pasorama▶32bit▶になっています。

タイルの無い部分で右クリック

①

②



お使いのパソコンが32bit版か64bit版かをお確かめください。
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パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクが表示されましたら、【フ
ォルダーを開いてファイルを表示】をクリックします。
または、パソコンの画面上（左下）にあるスタートメニューから【コンピューター】
を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。

お使いのパソコンが64bit版か32bit版かをお確かめの上、フォルダを選択します。
※ここでは64bit版を選択しています。

右記のような画面が表示されたら、【この
ドライバーソフトウェアをインストールしま
す（I）】を選択します。

電子辞書の機種「DF-X7000」用のドライバ64bit版の例です。32bit版をお使いの方でも以下の
手順を参考にしてください。

【Pasorama】フォルダをダブルクリックします。

【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。

ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意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。

※ 上記のような画面が表示されますが、
何もせずにそのまま閉じてください。

32bit版をダウンロードした場合には下記のよう
な画面が表示されます。

※以下の画面が表示された場合は【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。

【OK】をクリックします。

お使いの電子辞書の機種によって変わ
ります。（画像はDF-X7000の例です）
インストールするフォルダを変更しない
場合にはこのまま【次へ>(N)】をクリック
してください。

Windows XP/Windows Vista の
インストール方法は裏面をご覧ください。
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1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバ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、マイコンピュータをダブルクリックし、認
識されたリムーバルディスクを確認します。

『MTP』のフォルダを開き、［MTPInstall］をダブルクリックします。

Windows XP の場合

『Windows Media Player』のバージョンが11以上であることをご確認く
ださい。
バージョンが11以上でない場合には、[ヘルプ]メニューの[プレーヤーの更新の確認]を選び更
新してください。

ご注意
「新しいハードウェアの検出ウィザード」
の画面が表示された場合。
※[ キャンセル ] を押しても再度表示される場合があり
ます。再度 [ キャンセル ]をクリックしてください。

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、USB ケーブルを取り外
します。

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・

パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスク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。

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.exe】（【Setup】）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）】をダブルクリックします。

ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意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。

【OK】をクリックします。

お使いの電子辞書の機種によって変わ
ります。（画像はDF-X7000の例です）
インストールするフォルダを変更しない
場合にはこのまま【次へ>(N)】をクリック
してください。
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12 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。

パソコンからUSB ケーブルを取り外します。
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1 電子辞書本体のUSB ケーブルを差し直し、電源を入れてください。
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インストール先のハードウェアが『MTP』であることが確認できたら、【ソフトウェ
アを自動的にインストールする（推奨）（T）】を選択し、【次へ(N)>】をクリックします。

3 インストールが完了したら【完了】をクリックします。

ドライバのインストール手順

次に表示された画面でインストール先のハードウェアが『USB Device Driver for 
PASORAMA』であることが確認できたら、【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)>】をクリックします。

Windows XPの場合にはこの後ドライバのインストールが必要です。
次の手順に従って、ドライバをインストールしてください。

※下記の画面が表示された場合は【いいえ、
今回は接続しません (T)】を選択し、【次へ
(N)>】をクリックすると左記の画面が表示
されます。

※下記の画面が表示された場合は【いいえ、
今回は接続しません (T)】を選択し、【次へ
(N)>】をクリックすると左記の画面が表示
されます。

※『USB Device Driver for PASORAMA』が『PASORAMA Device』と表示される場合がありますが、
同じ手順で進んでください。

※左記の画面が表示された場合は【何もしな
い】を選択し、【常に選択した動作を実行
する（A）】にチェックをして【OK】をクリッ
クしてください。

5 メニューバーの [ 戻る ]をクリックし、ひとつ前の画面に戻ります。 

6 次に『PASORAMA』のフォルダを開き、［Setup］をダブルクリックします。

7 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。

8 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意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。
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※ パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されますが
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。

［OK］をクリックします。
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［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。
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4 ［OK］をクリックします。

3 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。



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

●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。
●PASORAMAはセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
●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。
●Macintosh には対応しておりません。
●説明の便宜上、電子辞書の表示画面およびイラスト等は、代表的な電子辞書を使用しています。
●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。
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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。

パソコンからUSB ケーブルを取り外します。

【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

※クリックしないでください。
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6 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。

インストールが完了したら【完了】をクリックします。
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※ パソコンの画面上に PASORAMAのアイコンが表示されます。
ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。

以上でインストールは完了です。

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・
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