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ソフトウェアガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

○ 本製品を、正しく安全にご使用いただくため、また性能を十分理解していただくために、この取扱説明
書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

○ ご購入の際、「保証書」にお買い上げいただいた販売店の捺印、住所、購入年月日が記入されているこ
とをお確かめの上、その保証書を大切に保管してください。

○ 本書の内容の一部または全部を、無断で複写・複製することはできません。
○ 本製品の仕様ならびに本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
○ 本製品および本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありました

ら、当社あてにご連絡ください。
○ 本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な

損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
○ 本製品により作られた製作物に対して生じた、直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を

負いません。



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。
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1. システム条件

ソフトウェアのシステム条件

オペレーティングシステム（OS） Windows 7/8.1/10 ( 32, 64 ビット版 )

CPU オペレーティングシステムが動作する CPU

メモリ オペレーティングシステムが動作するメモリ（1GB 以上を推奨）

ドライブ CD-ROM ドライブ

インストールに必要なハードディスク容量 30MB

ディスプレイ 16 ビット色（High Color） 以上表示可能な Windows に対応してい
るもの

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

USB 接続のシステム条件

Windows で USB 接続をするためには、次のシステム条件をすべて満たすコンピューターをお使いください。これ以外
のものはサポートできませんのでご注意ください。

コンピューター
1) Windows 7/8.1/10 (32,64bit) いずれかのプレインストールモデル、または Windows 7 
以降のプレインストールモデルをアップグレードしたコンピューター
2) コンピューターメーカーによって USB の動作保証がされているコンピューター

USB ケーブル 長さ 3 m までのシールドタイプのケーブルをお使いください。USB ハブは使用しないで
ください。
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2. ソフトウェアのインストール

この CD に収録のソフトウェア

：必ずインストールしてください。

：必要に応じてインストールしてください。

   Windows ドライバー コンピューターから加工機にデータを送るのに必要な Windows ドライバーが収録
されています。

　VPanel 加工機の制御をするための専用ソフトウェアです。加工機の操作や各種の設定は、
このソフトウェアを使って行います。

　Dr. Engrave ネ ー ム プ レ ー ト な ど、 平 面 的 な 彫 刻 を す る た め の ソ フ ト で す。 書 体 に は、
Windows に登録した True Type フォントが使えます。また、線文字（ストローク
フォント）を内蔵しています。画像の読み込みができ、ロゴなどの彫刻も可能です。
名簿などのデータを読み込んで、たくさんの名札を次々に彫刻する機能もあります。

　3D Engrave レリーフ（浮き彫り）をデザインして彫刻するソフトです。文字や図形、読み込
んだ画像に厚みをつけて立体化し、容易にレリーフを作成することができます。

　Virtual MODELA 3D Engrave での切削を事前にシミュレートするソフトです。出来上がりの形や切
削にかかる時間などが確認できます。材料や時間のロスを少なくすることができ
ます。

加工機のコマンドモード

以下のソフトウェアは、「RML-1」に対応しています。これらのソフトウェアをお使いになる場合は、加工機のコマンドモー
ドを「RML-1」に設定してください。
○ Dr. Engrave
○ 3D Engrave

付属ソフトウェアの操作方法は、それぞれのソフトウェアのオンラインヘルプに記載されています。
 6 ページの「3. ソフトウェアの説明書について」
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Windows ドライバーのインストール

手順

 本機とコンピューターが接続されていないことを確認する。

「コンピューターの管理者」（または「Administrators」）のアカウントで Windows にログオンする。

 Roland Software Package の CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブに挿入する。
自動再生画面が表示された場合は、 ［menu.exe の実行］をクリックしてください。
しばらくすると、インストールメニュー画面が表示されます。

  ［Windows Driver］の ［インストール］をクリックする。
インストールガイドが表示されます。
 ［ユーザーアカウント制御］画面が表示されたら、 ［はい］を
クリックしてください。

 インストールガイドに従って、インストールを完了させる。
インストールガイドに従っていくと、本機とコンピューター
を接続する手順があります。その際に、以下のことをお守り
ください。
○ 1 台のコンピューターに本機を複数台接続しない。
○ USB ケーブルは付属のものを使用する。
○ USB ハブは使用しない。

このインストール作業をするまでは、加工機とコンピューターを接続しないでください。手順を間違えると、
インストールできなくなることがあります。
 7 ページの「4. こんなときは」

2. ソフトウェアのインストール
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ソフトウェアのインストール

手順

 ソフトウェアのインストールメニュー画面を表示させる。

 インストールしたいソフトウェアの ［インストール］をク
リックする。
セットアップ画面が表示されます。

 画面の指示にしたがって、インストールを完了させる。
 ［ユーザアカウント制御］画面が表示されたら、 ［許可］をクリックしてください。

  手順、  を繰り返し、各ソフトウェアをインストールする。

 すべてのインストールが完了したら、インストールメ
ニュー画面の  をクリックする。

 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す。

2. ソフトウェアのインストール



3. ソフトウェアの説明書について

オンラインヘルプの表示方法

収録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］メニューからお使いのソフトウェアを選び、 ［Help］をクリックします。
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4. こんなときは

インストールできない場合の対処（USB 接続）

インストールが途中で中断してしまったときや、USB ケーブルを接続してもウィザードが表示されないときは、次のよ
うにしてください。

Windows 7

1. 機器とコンピューターー間を USB ケーブルで接続して、機器の電源をオンにします。
2. ［新しいハードウェアの検出］が表示されていたら、 ［閉じる］をクリックして閉じます。
3. ［スタート］メニューをクリックし、 ［コンピューター］をマウスの右ボタンでクリックします。 ［プロパティ］をクリッ

クします。
4.  ［デバイスマネージャ］をクリックします。 ［ユーザーアカウント制御］画面が表示されますので、 ［続行］をクリッ

クします。 ［デバイスマネージャ］が表示されます。
5. ［表示］メニューから ［非表示のデバイスの表示］をクリックします。
6. リストから ［ほかのデバイス］を探し、それをダブルクリックします。その下に表示されたお使いの機種名または ［不

明なデバイス］をクリックして選択します。
7. ［操作］メニューから ［削除］をクリックします。
8.「デバイスのアンインストールの確認」画面で「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」を選択し、 [OK] 

をクリックします。 ［デバイスマネージャ］を閉じます。
9. コンピューターから USB ケーブルを外し、Windows を再起動します。
10. ドライバーをアンインストールします。P.8「ドライバーのアンインストール　Windows 7」の手順 3 以降に従って、

ドライバーをアンインストールしてください。
11. P.4「Windows ドライバーのインストール」の手順に従って、最初からインストールをやりなおします。

Windows 10/ 8.1

1. 機器とコンピューター間を USB ケーブルで接続して、機器の電源をオンにします。
2. ［新しいハードウェアの検索ウィザード］が表示されていたら、 ［閉じる］をクリックして閉じます。本機以外のプリ

ンターの USB ケーブルを抜いておきます。
3. ［スタート］メニューをマウスの右ボタンでクリックします。
4.  ［デバイスマネージャ］をクリックします。
5.  ［ユーザーアカウント制御］画面が表示されたら、 ［続行］をクリックします。 ［デバイスマネージャ］が表示されます。
6.  ［表示］メニューから ［非表示のデバイスの表示］をクリックします。
7. リストから ［プリンター］もしくは ［ほかのデバイス］を探し、それをダブルクリックします。その下に表示された

お使いの機種名または ［不明なデバイス］をクリックして選択します。
8.  ［操作］メニューから ［削除］をクリックします。
9. 「デバイスのアンインストールの確認」画面で、[OK] をクリックします。 ［デバイスマネージャ］を閉じます。
10. コンピューターから USB ケーブルを外し、Windows を再起動します。
11. ドライバーをアンインストールします。P.8 「ドライバーのアンインストール　Windows 10/ 8.1」の手順 3 以降に従っ

て、ドライバーをアンインストールしてください。
12.  P.4 「 Windows ドライバーのインストール」の手順に従って、最初からインストールをやりなおします。
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ドライバーのアンインストール

ドライバーをアンインストールするときは、次の手順でおこなってください。

Windows 7

※次の手順でアンインストールしない場合、再インストールできなくなる可能性があります。

1. 機器の電源を切り、コンピューターと機器間の接続 ケーブルを外します。
2. Windows を起動します。
3.「コンピューターの管理者」のアカウントで Windows にログオンします。
4. ［スタート］メニューから ［コントロールパネル］をクリックします。 ［プログラムのアンインストール］をクリック

します。
5. 削除する機器のドライバーをクリックして選択し、 ［アンインストール］をクリックします。
6. 削除確認のメッセージが表示されますので、 ［はい］をクリックします。
7. ［スタート］- ［すべてのプログラム］- ［アクセサリ］- ［ファイル名を指定して実行］を選択して、 ［参照］をクリック

します。
8. ドライバーの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
9.「SETUP64.EXE」（64 ビット版）、または「SETUP.EXE」（32 ビット版）を選択して ［開く］をクリックしたあと、[OK] 

をクリックします。
10. ［ユーザーアカウント制御］が表示されますので、 ［許可］をクリックします。ドライバーのインストーラプログラム

が起動します。
11. ［アンインストール］をクリックして選びます。削除する機器を選択して、 ［開始］をクリックします。
12. コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら、 ［はい］をクリックします。コンピューターの再起動が終了

するとアンインストールの終了です。

( ※注釈）
CD を使うときは、次のフォルダを指定します。(CD ドライブが D ドライブの場合 )
D:¥Driver¥25D¥WIN7X64 (64 ビット版 )
D:¥Driver¥25D¥WIN7X86 (32 ビット版 )
CD を使わない場合は、削除する機器のドライバーを弊社ホームページ (https://www.rolanddg.co.jp/) からダウンロード
し、解凍先のフォルダを指定します。

Windows 10/ 8.1

1. 機器の電源を切って、コンピューターと機器間の接続 ケーブルを外します。
2. Windows を起動します。
3.「コンピューターの管理者」のアカウントで Windows にログオンします。
4. ［スタート］メニューから ［Windows システムツール］- ［コントロールパネル］をクリックします。
5. ［プログラムのアンインストール］をクリックします。
6. 削除する機器のドライバーを選択して、 ［アンインストール］をクリックします。
7. 削除確認のメッセージが表示されたら、 ［はい］をクリックします。
8. ［スタート］をマウスの右ボタンでクリックし、エクスプローラを起動します。
9. ドライバーの入ったドライブ名とフォルダ名を選択します。（※注釈）
10.「SETUP64.EXE」（64 ビット版）、または「SETUP.EXE」（32 ビット版）をダブルクリックします。
11. ［ユーザーアカウント制御］が表示されたら、 ［許可］をクリックします。ドライバーのインストーラプログラムが起

動します。
12. ［アンインストール］をクリックします。削除する機器を選択して、 ［開始］をクリックします。

4. こんなときは
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13. コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら、 ［はい］をクリックします。コンピューターの再起動が終了
するとアンインストールの終了です。

（※注釈）
CD を使うときは、次のフォルダを指定します。(CD ドライブが D ドライブの場合 )
D:¥Driver¥25D¥WIN8X64 (64 ビット版 )
D:¥Driver¥25D¥WIN8X86 (32 ビット版 )
CD を使わない場合は、削除する機器のドライバーを弊社ホームページ (https://www.rolanddg.co.jp/) からダウンロード
し、解凍先のフォルダを指定します。

4. こんなときは
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