
Roland EngraveStudio  Software Guide

Installing and Setting Up the Programs

� Log on to Windows as “Administrators.”

� Insert the CD-ROM into the drive.

Windows 2000/XP
The setup menu appears automatically.

Windows Vista
If the window shown at right is displayed, click [Run
menu.exe]. The setup menu appears.

� Click [Install].

Windows 2000/XP
After a while, the screen to select the language appears.
➀ Click the arrow shown in the figure, then select the language.
➁ Click [OK].
Follow the messages to install the program.

Windows Vista
After a while, the [User Account Control] appears, click [Allow]. The
Setup Window appears. the screen to select the language appears.
➀ Click the arrow shown in the figure, then select the language.
➁ Click [OK].
Follow the messages to install the program.
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System Requirements

Windows XP/2000/Vista (32 bit edition)
1-GHz or faster Pentium 3 recommended
256 megabytes (MB) or more of RAM (For Windows Vista, 512 MB or more)
CD-ROM Drive
1024 x 768 screen resolution, 16 bit colors or more
60 MB

Operating system
CPU
Memory
Optical drive
Video card and monitor
Free hard-disk space for in-
stallation

Documentation for the Program

The documentation for the program is in the form of online help. Follow the procedure below to view it.

From the [Start] menu, click [All programs (or Programs)] - [Roland Engrave Studio] - [Help].

Please read this Agreement before opening the sealed disk package.

Software license agreement

Roland DG Corporation (hereinafter referred to as the “Company”) shall grant you a non-transferable, non-exclusive right to use
the Software supplied with this Agreement, on the condition that you agree to the following provisions.
If you agree to the following provisions, you should unpack the media on which the Software is recorded, or simply click the
button or other indicator that you agree to the following provisions. By doing so, this Agreement shall be concluded.
If you do not agree with the following provisions, do not unpack the media. Or, you can click the button or other indicator that
you do not agree to the following provisions of this Agreement. In this case, a license is not granted and you cannot use the
Software.

1. Definition
The “Software" includes the software program and related files supplied with this Agreement and the related software programs
and files distributed through the Internet and other services.

2. Ownership
All the ownership, copyright and other intellectual property rights of the Software, trademark, and related documents shall
belong to the Company.

3. Terms and conditions
(1) You are authorized to use the Software on one computer.
(2) You are allowed to create a backup copy of the Software.
The right to keep the Software and the backup copy of the Software continues to belong to the Company, but the right to the
media on which the backup copy of the Software is recorded does not belong to the Company.

4. Forbidden items
(1)  This copy of the Software, or a backup copy of the Software, must not be used on multiple computers at the same time, on
a network, the Internet, or on other computers through any other means of distribution.
(2) The Software shall not be reverse engineered, decompiled or reverse assembled.
(3) The rights to the Software cannot be transferred, assigned, lent, loaned or licensed to a third party in any case, regardless of
whether this Agreement has been terminated or cancelled.

5. Termination
(1) The Company can cancel this Agreement and require you to discontinue use of the Software if you breach any provision of
this Agreement or if you infringe on the ownership, copyright, or other intellectual property rights of the Company.
(2) This Agreement shall be automatically terminated when you stop using the Software.
(3) If this Agreement is terminated or cancelled, you must return your copy of the Software to the Company, or discard it as soon
as practicable, at your own expense.

6. Guarantee
(1) The Company shall not guarantee that the quality or functionality of the Software will satisfy any purpose that you may have
in mind.
(2) The Company shall not accept any responsibility for the results obtained from using the Software.
(3) The Company shall not accept any responsibility for any loss which might be caused as a result of your exercising the rights
granted under this Agreement.
(4) The specifications for the Software are subject to change without prior notice.

7. Governing law
This Agreement shall be governed by the laws of Japan.

Please contact the following for support.

Please visit our website to keep you up to date.
http://www.rolanddg.com/

For the latest information, see the Roland DG Corp. website (http://www.roland.co.jp).
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Install menu

The screen to select the language



Roland EngraveStudio ソフトウェアガイド

インストール方法

�「コンピュータの管理者」または「Administrators」権限のアカウ
ントでWindowsにログオンします。

� CD-ROM を、ドライブに挿入します。

Windows 2000/XP
自動でインストールメニューが表示されます。

Windows Vista
右図の画面が表示された場合は、「menu.exeの実行」をクリックす
ると、インストールメニューが表示されます。

�〔インストール〕をクリックします。

Windows 2000/XP
しばらくすると言語を選択する画面が表示されます。
➀ 図の矢印をクリックして「Japanese」を選択します。
➁ [OK]をクリックします。
以降、メッセージに従ってインストールを進めてください。

Windows Vista
しばらくすると[ユーザアカウント制御]画面が表示されますので、[許
可]をクリックします。言語を選択する画面が表示されます。
➀ 図の矢印をクリックして「Japanese」を選択します。
➁ [OK]をクリックします。
以降、メッセージに従ってインストールを進めてください。
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必要なシステム構成

Windows 2000/XP/Vista (32ビット版)
Pentium Ⅲ  1 GHz以上
256 MB以上（Windows Vistaは512 MB以上）
CD-ROM ドライブ
1024×768ドット、16 bit 色以上の表示が可能なもの
60 MB

オペレーティングシステム（OS）

CPU

メモリ

ドライブ

ビデオカードおよびディスプレイ

インストールに必要なハードディ
スク空き容量

ソフトウェアの説明書について

ソフトウェアの説明書は、オンラインヘルプになっています。次のようにして表示させてください。

〔スタート〕メニューから、〔すべてのプログラム〕-〔Roland EngraveStudio〕-〔Help〕をクリックします。

ディスクの開封前に必ずお読みください

ソフトウェア使用許諾契約書

ローランド ディー．ジー．株式会社（以下「弊社」といいます）は、本契約書とともにご提供する本ソフトウェアに関し、お客様が
下記条項にご同意されることを条件に、お客様に対する非譲渡性の非独占的権利を許諾します。
下記条項にご同意いただける場合は、本ソフトウェアが記録された媒体の包装を解く、もしくは、本契約書に同意する意味の表示
をクリックしてください。これによって本契約は成立します。
下記条項にご同意いただけない場合は、媒体の包装を解かないでください。もしくは、本契約書に同意しない意味の表示をクリッ
クしてください。この場合、許諾はされず、本ソフトウェアを使用することはできません。

1. 定義
「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに提供されるプログラムおよび関連ファイル、ならびに、インターネットまたはその他の
サービスを通じて提供される関連プログラムおよび関連ファイルを合わせていいます。

2. 所有権
本ソフトウェア、商標、および関連文書等の一切の所有権、著作権、およびその他の知的財産権は、弊社に帰属するものとします。

3. 使用条件
(1) 本ソフトウェアは、お客様ご自身が１台のコンピュータでのみ使用することができます。
(2) お客様は、バックアップを目的とした本ソフトウェアの複製を作成することができます。本ソフトウェアおよび本ソフトウェア
の複製にかかる権利は弊社に帰属し、複製が記録されている媒体にかかる権利は弊社に帰属しないものとします。

4. 禁止事項
(1) 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製を、ネットワーク、インターネット、およびその他の方法で同時に複数のコンピュー
タで使用することはできません。
(2) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
(3) 本契約の終了または解除に関わらずいかなる場合においても、本ソフトウェアにかかる権利の移転、譲渡、貸与、賃貸、ならび
に、第三者への再使用許諾を行ってはいけません。

5. 契約の終了
(1) お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、ならびに、弊社の所有権、著作権、およびその他の知的財産権を侵害したと
き、弊社は本契約を解除しお客様のご使用を停止させることができます。
(2) お客様が本ソフトウェアの使用を停止したとき、本契約は自動的に終了します。
(3) 本契約が終了または解除された場合、お客様は速やかにご自身の負担で本ソフトウェアを弊社に返却するか、破棄するものとし
ます。

6. 保証
(1) 本ソフトウェアの品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
(2) 弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用した結果に対していかなる責任も負いません。
(3) 弊社は、お客様が本契約に基づき許諾された権利を行使することにより生じた損害に対していかなる責任も負いません。
(4) 本ソフトウェアは、その仕様について事前の通知なしに変更されることがあるものとします。

7. 準拠法
本契約は、日本法に準拠するものとします。

サポートはこちらへ

当社ホームページにぜひとも訪れてください。最新情報をご入手いただけます。
http://www.rolanddg.co.jp/

最新情報は当社ホームページ（http://www.rolanddg.co.jp/）をご覧ください。

言語選択画面

インストールメニュー


