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接続する

コンピューターにカメラとプリンターを接続します。

カメラ、プリンターの取扱説明書やオンラインマ

ニュアルが収録されたCD-ROMなどをあらかじ
め用意してください。

インストールする

必要なドライバーやソフトウェアをインストールします。

画像とレイアウトを選ぶ

プリントする画像とレイアウト、サイズを選びます。

プリントする

操作の流れ
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動作環境
このユーティリティソフトを使用するには、次の動作環境を満たすコンピューター（IBM PC/AT互換機）が必要です。

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® XP Professional、
Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional、
Microsoft® Windows® 98 Second Edition

CPU
Pentium Ⅱ 400MHz以上

メモリー

64MB以上（128MB以上を推奨）

接続ポート

USBポートを2つ以上持つこと

ディスプレイ

解像度800×600ピクセル以上、色数24ビット以上

ご注意

このユーティリティソフトは、NEC PC-98シリーズとその互換機、およびMacintoshコンピューターでは使用できません。

Microsoft、Windowsは、それぞれ米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

準備する
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接続する
市販のUSBケーブルまたはSCSIケーブルを使用して、カメラとプリンターをコンピューターに接続します。市販の
USBハブまたはSCSIケーブルを使用し、コンピューターに複数台のプリンターを接続して、指定したプリンターから
出力することができます。

ご注意

USBケーブルを使用してコンピューターと接続すると、コンピューターによっては正常に動作しない場合があります。このような場
合は、市販のUSBハブを使用してください。

zヒント
コンピューターには、UP-DX100を3台、UP-DR100を2台まで接続することができます。

コンピューター

カメラ

プリンター

 （USB）端子へ  （USB）端子へ

SCSI端子へ

UP-DR100

UP-DX100
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インストールする
本ソフトウェアをお使いになるために必要なドライバーやソフトウェアをインストールします。

ご注意

Windows XPまたはWindows 2000をお使いの場合にドライバーやソフトウェアのインストールを行うときは、管理者権限を持
つユーザーとしてコンピューターにログオンしてください。

カメラのドライバーをインストールする

本書の「カメラのドライバーをインストールする」（33ページ）をご覧になり、インストールを行ってください。

プリンタードライバーをインストールする

UP-DX100の場合
「UPX-C200」CD-ROMの￥Printer￥Document￥フォルダー内にある、「プリンタードライバーインストールガイ
ド」をご覧になり、インストールを行ってください。

UP-DR100の場合
UP-DR100の取扱説明書をご覧になり、インストールを行ってください。

UPX-C200ユーティリティソフトをインストールする

ご注意

ソフトウェアのインストールを行うときは、あらかじめ以前のバージョンをアンインストールしておいてください。

1 「UPX-C200」CD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに入れる。

2 CD-ROMの￥Utility￥フォルダー内にあるsetup.exeをダブルクリックする。
UPX-C200ユーティリティソフトのインストール画面が表示されます。

3 画面の指示に従ってUPX-C200ユーティリティソフトをインストールする。
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ユーティリティソフトを起動する
ご注意

操作を始める前に、次のことを確認してください。操作方法について詳しくは、使用するカメラやプリンター、コンピューターの取扱

説明書をご覧ください。

•カメラのUSBクラスが「ORIGINAL」になっていること。
•カメラとプリンターが、正しくコンピューターに接続されていること。
•カメラとプリンター、コンピューターの電源が入っていること。
•プリンターに用紙がセットされていること。

1 コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。

2 ［スタート］ボタンをクリックする。
メニューが表示されます。

3 お使いのコンピューターのOSがWindows XPの場合は、［すべてのプログラム］－［Sony UPX-C200］－
［UPX-C200 Utility］をクリックする。
Windows XP以外の場合は、［プログラム］または［すべてのプログラム］－［Sony UPX-C200］－［UPX-
C200 Utility］をクリックする。
UPX-C200ユーティリティソフトが起動し、メインウィンドウが表示されます。

ユーティリティソフトを終了するには

 をクリックしてください。メインウィンドウが閉じて、ユーティリティソフトが終了します。

基本的な使いかた
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メインウィンドウについて

メインウィンドウには次の2つの領域があります。

A B

A サムネール表示領域

ユーティリティソフトに取り込んだ画像が表示されます。画像の取り込みや、プリントする画像の選択、画像の保存

や削除などを行うことができます。

B レイアウト表示領域

サムネール表示領域で選んだ画像のプリント時のレイアウトが表示されます。レイアウトの変更やカラーの変更な

どを行うことができます。
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プリントする
ここでは、カメラから画像を取り込み、画像とレイアウトを選んでプリントするまでの手順を説明します。

1 ［Option］メニューをクリックし、［Printer Select］を選ぶ。
プリンターを選択するダイアログボックスが表示されます。

2 プリンターを選ぶ。

2

1

3

1 プリンターの機種名（［UP-DX100］または［UP-DR100］）をクリックする。

2 複数台のプリンターを接続しているときは、  をクリックし、表示される一覧からプリントに使用するプリン

ターを選択する。

3［OK］をクリックする。

zヒント

UP-DX100、UP-DR100のいずれの場合も操作手順は同じです。ここではUP-DX100を例に説明します。

3 ［Option］メニューの［Size Unit］をクリックし、表示されるメニューで単位（「mm」（ミリメートル）または「inch」
（インチ））を選択する。

ご注意

初期状態では単位は「mm」に設定されています。
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4 ［Camera］タブをクリックする。

5  をクリックする。
カメラから画像が取り込まれ、サムネール表示領域に表示されます。
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6 サムネール表示領域で、プリントしたい画像をクリックする。

クリックした画像がレイアウト表示領域に表示されます。

ご注意

この画面例で表示されているレイアウトと、お使いのコンピューターの画面で表示されるレイアウトが異なることがありますが、

そのまま操作を進めてください。レイアウトは後で変更できます。

zヒント
• 画像は複数枚選ぶことができます。たとえば、クラス写真やチーム写真などの画像から必要な画像だけを選んでプリントでき
ます。

•  をクリックすると、サムネール表示領域に表示されているすべての画像を一度に選ぶことができます。
• 選択済みの画像を再度クリックすると、その画像の選択を解除できます。すべての画像を選択しているときは、

 が  になり、クリックすることにより画像の選択をすべて解除できます。
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7 ［Paper Size］で、用紙サイズを選ぶ。
選択できる用紙サイズは、使用するプリンターの機種によって次のように異なります。プリントに使用する用紙に

合ったものを選択します。

UP-DX100：UPC-X34、UPC-X45 ,UPC-X46
UP-DR100：UPC-R35A、UPC-R46A、UPC-R57A、UPC-R68A

ご注意

プリント時には、ここで選んだペーパーサイズに合った用紙とインクリボンをプリンターにセットしておいてください。

zヒント
［UPC-R57A］または［UPC-R68A］を選択した場合は、フルブリード固定でプリントされます。

8 レイアウトを選ぶ。

プリンターにUP-DR100を使用しているときに、手順6で［UPC-R57A］または［UPC-R68A］を選択した場合
は、［Photo Size］は選択できません。

1

2

3

1レイアウト表示領域で、  をクリックする。
「Photo Size」画面がサムネール表示領域に重ねて表示されます。

2「Photo Size」画面で、好きなレイアウトをクリックする。
選択したレイアウト画像の周りに枠が表示されます。
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3［OK］をクリックする。
「Photo Size」画面が閉じ、選んだレイアウトがレイアウト表示領域に反映されます。

zヒント
この画面例では、例として1枚の用紙に同じ画像を6枚プリントするレイアウトを選択しています。1枚の用紙に異なる画像をレ
イアウトしたり、異なるサイズの画像を1枚の用紙にレイアウトすることもできます。詳しくは「レイアウトを変更する」（19ペー
ジ）をご覧ください。

9 プリント部数を指定する。

 と  をクリックして、プリントする部数を［Copies］で指定します。1から9までの範囲で指定できます。

10  をクリックする。
選んだ画像がプリントされます。

ご注意

手順7で選んだ用紙サイズに合った用紙とインクリボンがプリンターにセットされていないと、エラーメッセージが表示されます。
 をクリックする前に確認してください。
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ここでは、本ソフトウェアのいろいろな機能と使いかたについて説明します。

UP-DX100、UP-DR100のいずれの場合も操作手順は同じです。ここではUP-DX100を例に説明します。

取り込んだ画像をコンピューターに保存したり… 画像の色合いや画質を変更できます。

画像をコンピューターに保存する
カメラから取り込んだ画像をコンピューターに保存できます。画像をコンピューターに保存しておくと、必要なときにいつ

でもユーティリティソフトに読み込めます。

3

21

1 ［Camera］タブをクリックする。

2 サムネール表示領域で、コンピューターに保存したい画像をクリックする。

選んだ画像がレイアウト表示領域に表示されます。

3 画面下の  をクリックする。
ファイルの保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。

いろいろな使いかた
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4 ダイアログボックスで、画像を保存するフォルダーをクリックする。

ユーティリティソフトに取り込んだ画像は自動的に「日付_連番.jpg」のファイル名になります。
例） 20030515_0001.jpg

日付 連番

ファイル名は、日付の部分のみ変更できます（連番の部分は変更できません）。ファイル名の変更には、必ず半角

英数字を使用してください。

ご注意

半角英数字の次の文字は、ファイル名には使用できません。

\ / : * ? " < > |

5 ［OK］をクリックする。
ダイアログボックスが閉じ、画像が指定したフォルダーに保存されます。

保存した画像を読み込む

コンピューターに保存した画像は、次の操作でユーティリティソフトに読み込むことができます。

ご注意

UPX-C200以外のカメラで撮影した画像を読み込むことはできません。また、UPX-C200で撮影した画像でも、コンピューターに
保存したあとで加工した場合は、読み込むことはできません。

1 ［PC］タブをクリックする。

2  をクリックする。
フォルダーを選択する画面が表示されます。

3 画像を保存したフォルダーを選び、［OK］をクリックする。
選んだフォルダー内の画像が読み込まれ、サムネール表示領域に表示されます。

ご注意

上記の操作で読み込んだ画像を、別のフォルダーに保存したり同じフォルダーに上書き保存することはできません。
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画像を削除する

1

2

1 サムネール表示領域で、削除したい画像をクリックする。

選んだ画像がレイアウト表示領域に表示されます。

2 画面下の  をクリックする。
削除確認のためのダイアログボックスが表示されます。

3 ［OK］ボタンをクリックする。
画像が削除されます。

ご注意

削除された画像は復元できません。

zヒント
 を使って画像にプロテクトをかけ、削除できないようにすることができます。詳しくは「画像にプロテクトをかける」（16ペー

ジ）をご覧ください。



いろいろな使いかた 16

画像にプロテクトをかける
画像にプロテクトをかけて、画像が誤って削除されるのを防ぐことができます。

1

2

1 サムネール表示領域で、プロテクトをかけたい画像をクリックする。

選んだ画像がレイアウト表示領域に表示されます。

2 画面下の  をクリックする。
ON/OFFメニューが表示されます。

3 ［ON］を選ぶ。
選んだ画像にプロテクトがかかります。プロテクトがかかった画像はマークが表示されます。

zヒント
• 一度プリントした画像に、プリント済みの目印としてプロテクトをかけておくと便利です。同じ画像を再びプリントするときに探
しやすくなります。

• カメラでプロテクトをかけた画像を取り込んだときは、取り込んだ画像も自動的にプロテクトがかかった画像としてサムネー
ル表示領域に表示されます。
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プロテクトを解除するには

1 サムネール表示領域で、プロテクトを解除したい画像をクリックする。

選んだ画像がレイアウト表示領域に表示されます。

2 画面下の  をクリックし、ON/OFFメニューから［OFF］を選ぶ。
プロテクトが解除されます。

カラー／白黒を変更する
カラーモードを変更することにより、画像をカラーまたは白黒のどちらでプリントするかを指定できます。

レイアウト表示領域の［Color Mode］でカラーモードを選ぶ。
レイアウト表示領域には、ここで選んだカラーモードですべての画像が表示されます。［All Color］を選ぶと画像はカ
ラーで表示され、［All B/W］を選ぶと画像は白黒で表示されます。
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カラー／白黒を個別に変更する

［Color Mode］で行ったカラーモードの変更は、プリントするすべての画像に対して適用されます。レイアウトされて
いる画像の一部だけを、他の画像と異なるカラーモードにすることもできます。

レイアウト表示領域でカラーモードを変えたい画像をクリックする。

画像がカラーの場合は白黒に、白黒の場合はカラーに切り替わります。

ご注意

一部の画像だけを異なるカラーモードにしたあとで、用紙サイズやレイアウトを変更したり、プリンターを切り替えると、一部の画像

に対するカラーモードの変更は無効になります。この場合、すべての画像が［Color Mode］で指定されているカラーモードに戻り
ます。

画像をクリックすると…
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レイアウトを変更する
通常は、1枚の用紙には同じ画像が複数レイアウトされます。1枚の用紙に異なる画像をレイアウトしたり、違うサイズ
の画像をレイアウトすることもできます。必要なサイズの画像を必要な枚数だけプリントするときに便利です。

異なる画像を1枚の用紙にレイアウトする

1 サムネール表示領域で、プリントしたい画像をクリックする。

選んだ画像が、レイアウト表示領域に表示されます。

2 ［Mix］チェックボックスをチェックしてから、1つの画像をいくつプリントするかを「Photo Qty」で指定する。

「Photo Qty」は、  と  をクリックして指定します。1から9までの範囲で指定できます。

ご注意

異なるサイズの画像を1枚の用紙にプリントするように設定されているときは、［Mix］チェックボックスがグレー表示されます。
この場合は、  をクリックして「Photo Size」画面を表示させてから、［Same Size］タブでレイアウトを選択
し、［OK］をクリックしてください。

3 ［Paper Size］で、用紙サイズを選ぶ。
選択できる用紙サイズは、使用するプリンターの機種によって次のように異なります。プリントに使用する用紙に

合ったものを選択します。

UP-DX100：UPC-X34、UPC-X45、UPC-X46
UP-DR100：UPC-R35A、UPC-R46A、UPC-R57A、UPC-R68A
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4 レイアウト表示領域で  をクリックする。
「Photo Size」画面がサムネール表示領域に重ねて表示されます。

ご注意

プリンターにUP-DR100を使用しているときに、［UPC-R57A］または［UPC-R68A］を選択した場合は、［Photo Size］は
選択できません。

5 ［Photo Size］画面で、レイアウトを選択する。

1

2

1 好きなレイアウトをクリックする。

選択したレイアウトの周りに枠が表示されます。

2［OK］をクリックする。
［Photo Size］画面が閉じ、選んだレイアウトがレイアウト表示領域に反映されます。
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［Photo Size］画面が閉じ、選んだレイアウトがレイアウト表示領域に適用されます。

異なるサイズの画像を1枚の用紙にレイアウトする

1 サムネール表示領域で、プリントしたい画像をクリックする。

選んだ画像がレイアウト表示領域に表示されます。

ご注意

［Mix］チェックボックスがチェックされているときは、クリックしてチェックを外してください。

2 ［Paper Size］で、用紙サイズを選ぶ。
選択できる用紙サイズは、使用するプリンターの機種によって次のように異なります。プリントに使用する用紙に

合ったものを選択します。

UP-DX100：UPC-X34、UPC-X45、UPC-X46
UP-DR100：UPC-R35A、UPC-R46A、UPC-R57A、UPC-R68A
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3 レイアウト表示領域で  をクリックする。
「Photo Size」画面がサムネール表示領域に重ねて表示されます。

ご注意

プリンターにUP-DR100を使用しているときに、［UPC-R57A］または［UPC-R68A］を選択した場合は、［Photo Size］は
選択できません。

4 ［Photo Size］画面で、レイアウトを選択する。

2

3

1

1［Different Size］タブをクリックする。

2 好きなレイアウトをクリックする。

選択したレイアウトの周りに枠が表示されます。

3［OK］をクリックする。
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［Photo Size］画面が閉じ、選んだレイアウトがレイアウト表示領域に適用されます。

色合いや画質を変更する
画像の色合いや画質などを変更できます。

変更した色合いや画質の調整値はファイルとして保存することもできます。他の画像にも同じ変更をしたいときは、こ

のファイルを呼び出すだけで変更を適用できます。

1 サムネール表示領域で、色合いや画質を変更したい画像をダブルクリックする。

「Color tone Adjustment」画面が表示されます。
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2 画面左上の画像をクリックして、色合いや画質を調整するカラーモードを選ぶ。

色合いや画質は、カラーモードごとに調整できます。カラーでプリントするときの色合いや画質を調整するときは

［Color］を、白黒でプリントするときの色合いや画質を調整するときは［B/W］をクリックしてください。

3 色合いや画質を調整する。

● 色合いを変更するには

「Color」画面で、各項目ごとに調整ボタンをクリックして調整します。

ご注意

手順2で［B/W］を選んだ場合、色合いを変更することはできません。

B

C

A

A 調整ボタン（＋）

クリックするごとに、色合いが強くなります。たとえば、［Red ＋］をクリックすると赤が強くなります。

B Status表示部
色の調整結果がプレビュー表示されます。色味を確認しながら調整できます。

C 調整ボタン（－）

クリックするごとに、色合いが弱くなります。たとえば、［Red －］をクリックすると赤が弱くなります。
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● 画質を変更するには

「Sharpness／Gamma／Light／Dark」画面で、各項目ごとに調整ボタンをクリックして調整します。

A

B

C

A 調整ボタン（＋）

クリックするごとに、各項目の値が上がります。たとえば、［Sharp ＋］をクリックすると輪郭がくっきりします。

B Status表示部
画質の調整結果がプレビュー表示されます。画質を確認しながら調整できます。

C 調整ボタン（－）

クリックするごとに、各項目の値が下がります。たとえば、［Sharp －］をクリックすると輪郭が弱くなります。

zヒント

•  をクリックすると、ユーティリティソフトに取り込んでいるすべての画像に変更内容が反映されます。

•  をクリックすると、色合いや画質の調整値が初期値に戻ります。

変更内容をファイルに保存するには

「Color tone Adjustment」画面で行った色合いや画質の変更内容を、次の手順でファイルに保存できます。ファイ
ルには、カラーと白黒それぞれのカラーモードに対する変更内容がいっしょに保存されます。

1  をクリックする。
ファイルの保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。

2 ダイアログボックスで、ファイルを保存するフォルダーをクリックする。

3 ファイル名を入力し、［OK］をクリックする。
ダイアログボックスが閉じ、変更内容がファイルとして保存されます。

ご注意

半角英数字の次の文字は、ファイル名には使用できません。

\ / : * ? " < > |

zヒント
ファイルは、「入力したファイル名.caj」というファイル名になります。
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変更内容を保存したファイルを呼び出すには

1  をクリックする。
ファイルの参照先を指定するダイアログボックスが表示されます。

2 ダイアログボックスで、ファイルを保存してあるフォルダーをクリックする。

3 呼び出すファイルをクリックし、［OK］をクリックする。
ダイアログボックスが閉じ、画像の色合いや画質がファイルに保存した設定内容に変更されます。

変更内容を画像に反映するには

［OK］をクリックして「Color tone Adjustment」画面を閉じてください。変更内容がサムネール表示領域とレイアウト
表示領域の画像に反映されます。

zヒント
白黒でプリントするときの色合いや画質だけを変更した場合、その変更内容はサムネール表示領域の画像には反映されません。こ

の場合は、サムネール表示領域の画像に、その画像の白黒の色合いや画質が変更されていることを示すマーク（ ）が表示され

ます。
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日付や文字をプリントする
画像に撮影日や任意の文字を付けてプリントできます。次のように操作します。

1  をクリックする。

「Date」ダイアログボックスが表示されます。

2 ［Date］チェックボックスをチェックする。
ダイアログボックス内の項目を設定できるようになります。

3 表示する項目を選び、表示内容を設定する。

表示する項目として、次のいずれかをクリックして選びます。

［Capture date］： 画像の撮影日を表示します。
［PC date］： コンピューターで設定されている今日の日付を表示します。

［Text］： 入力した文字を表示します。
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この後は、選んだ項目によって次のように操作します。

●［Capture date］または［PC date］を選んだ場合
 をクリックして、日付の表示形式を選びます。下のテキストボックスに、実際にプリントされる日付が選んだ

表示形式で表示されます。

［Text Color］で［Black］または［White］をクリックして、日付の色を選ぶこともできます。

zヒント
［Capture Date］を選んでいる場合、レイアウト表示領域およびプリントされる画像には、それぞれの画像の撮影日が表
示されます。ただし、この画面のテキストボックスに表示される日付けは、サムネール表示領域で選択されている画像のい

ちばん最初（左上側）の日付けのみとなります。
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●［Text］を選んだ場合
プリントしたい文字をテキストボックスに入力します。

［Text Color］で［Black］または［White］をクリックして、文字の色を選ぶこともできます。

zヒント
文字の入力には、半角英数字のみが使用できます（記号の入力も可能です）。入力できる文字の長さは12文字までです。

4 ［OK］をクリックする。
設定した日付や文字が、レイアウト表示領域の画像に表示されます。

● 日付を設定した場合 ● 文字を設定した場合

2003/05/15 Birthday
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画像の情報を表示する
コンピューターに取り込んだ画像の情報を確認できます。

サムネール表示領域で、情報を表示したい画像を右クリックする。

マウスボタンを押している間、クリックした画像についての情報が表示されます。

z ヒント
この情報は、カメラで確認できる画像の情報（PROPERTY）と同じです。

プリンターを切り替える
コンピューターにプリンターを複数台接続しているときは、プリントに使用するプリンターを次の手順で切り替えること

ができます。

1 ［Option］メニューをクリックし、［Printer Select］を選ぶ。

プリンターを選択するダイアログボックスが表示されます。
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2 プリンターを選ぶ。

2

1

3

1 プリンターの機種名（［UP-DX100］または［UP-DR100］）をクリックする。

2 複数台のプリンターを接続しているときは、  をクリックし、表示される一覧からプリントに使用するプリン

ターを選択する。

3［OK］をクリックする。

カメラを初期化する
不要なデータがカメラに残ってしまった場合などに、カメラを初期化（フォーマット）することができます。

ご注意

この操作を行うと、プロテクトをかけていた画像も含めて、カメラ内のデータがすべて消去されます。

1 ［Option］メニューをクリックし、［Camera Format］を選ぶ。

確認のためのダイアログボックスが表示されます。

2 初期化を行う場合は［OK］をクリックする。
カメラの初期化が行われます。
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単位を切り替える

［Option］メニューの［Size Unit］をクリックし、表示されるメニューで単位（「mm」（ミリメートル）または「inch」
（インチ））を選択する。

ご注意

初期状態では単位は「mm」に設定されています。
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カメラのドライバーをインストールする
ユーティリティソフトを使用してカメラから画像を取り込むことができるようにするために、カメラのドライバーを

UPX-C200に同梱されているCD-ROMからインストールします。
インストール方法は、オペレーティングシステムによって異なります。お使いのコンピューターのオペレーティングシス

テムに合った説明をお読みください。

Windows 98 Second Editionにインストールする

1 カメラのUSBクラスを「ORIGINAL」に設定する。
設定方法については、カメラの取扱説明書（基本編）の「USBクラスを選択する」をご覧ください。

2 カメラをコンピューターに接続する。

3 カメラの電源を入れる。

4 コンピューターの電源を入れる。

Windowsの起動時に、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

5 ［次へ］をクリックする。

6 ［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］をクリックしてから、［次へ］をクリックする。

ここをクリックして選択

その他
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7 「UPX-C200」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブに挿入する。

8 ［検索場所を指定］をクリックしてチェックマークを付け、テキストボックスに「X:￥camera￥Win98Me￥
Driver」（「X:」はコンピューターのCD-ROMドライブのドライブ文字）と入力してから、［次へ］をクリックする。

9 ［次へ］をクリックする。

10［完了］をクリックする。

これでカメラのドライバーのインストールは完了です。

ここをクリックし、次のように入力

（CD-ROMドライブが「F:」の場合）

F:￥camera￥Win98Me￥Driver
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Windows Meにインストールする

1 カメラのUSBクラスを「ORIGINAL」に設定する。
設定方法については、カメラの取扱説明書（基本編）の「USBクラスを選択する」をご覧ください。

2 カメラをコンピューターに接続する。

3 カメラの電源を入れる。

4 コンピューターの電源を入れる。

Windowsの起動時に、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

5 ［ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）］をクリックしてから、［次へ］をクリックする。

6 「UPX-C200」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブに挿入する。

7 ［検索場所を指定］をクリックしてチェックマークを付け、テキストボックス「X:￥camera￥Win98Me￥Driver」
（「X:」はコンピューターのCD-ROMドライブのドライブ文字）と入力してから、［次へ］をクリックする。

ここをクリックして選択

ここをクリックして、次のように入力

（CD-ROMドライブが「F:」の場合）

F:￥camera￥Win98Me￥Driver
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8 ［次へ］をクリックする。

9 ［完了］をクリックする。

これでカメラのドライバーのインストールは完了です。
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Windows 2000にインストールする

1 カメラのUSBクラスを「ORIGINAL」に設定する。
設定方法については、カメラの取扱説明書（基本編）の「USBクラスを選択する」をご覧ください。

2 カメラをコンピューターに接続する。

3 カメラの電源を入れる。

4 コンピューターの電源を入れる。

Windowsの起動時に、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

5 ［次へ］をクリックする。

6 ［デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］をクリックしてから、［次へ］をクリックする。

7 「UPX-C200」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブに挿入する。

ここをクリックして選択
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8 ［検索場所を指定］をクリックしてチェックマークを付けてから、［次へ］をクリックする。

9 テキストボックス「X:￥camera￥Win2X￥Driver」（「X:」はコンピューターのCD-ROMドライブのドライブ文
字）と入力してから、［OK］をクリックする。

10［次へ］をクリックする。

ここをクリックして選択

ここをクリックして、次のように入力

（CD-ROMドライブが「F:」の場合）

F:￥camera￥Win2X￥Driver
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11［完了］をクリックする。

これでカメラのドライバーのインストールは完了です。

Windows XPにインストールする

1 カメラのUSBクラスを「ORIGINAL」に設定する。
設定方法については、カメラの取扱説明書（基本編）の「USBクラスを選択する」をご覧ください。

2 カメラをコンピューターに接続する。

3 カメラの電源を入れる。

4 コンピューターの電源を入れる。

Windowsの起動時に、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

5 ［一覧または特定の場所からインストールする（詳細）］をクリックしてから、［次へ］をクリックする。

6 「UPX-C200」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブに挿入する。

ここをクリックして選択
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7 ［次の場所で最適のドライバを検索する］をクリックし、［次の場所を含める］をクリックしてチェックマークを付け、
入力欄に「X:￥camera￥Win2X￥Driver」（「X:」はコンピューターのCD-ROMドライブのドライブ文字）と入
力してから、［次へ］をクリックする。

8 ［続行］をクリックする。

9 ［完了］をクリックする。

これでカメラのドライバーのインストールは完了です。

ここをクリックし、次のように入力

（CD-ROMドライブが「F:」の場合）

F:￥camera￥Win2X￥Driver
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