
Pixform Pro Ⅱ インストールガイド

インストールには DVD-ROM ドライブが必要です。

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 にログオンする。

DVD-ROM をコンピュータにセットする。
（Windows Vista の場合のみ：自動再生画面が表示された場合は、[AutoRun.exe の実行 ] をクリックする。）

しばらくすると、インストールメニューが表示されます。

 [ インストール ] をクリックする。
Windows XP
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
[ 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
クします。
メッセージに従ってインストールを進めてください。

その他のメニュー項目について
[ ウェブビューアのインストール ]：ウェブビューアをインストールします。Pixform Pro II で作成した ICF ファイルまたはポイ
ントストリームファイルを開くことができるビューアです。Pixform Pro II がインストールされているパソコンでは必要ありま
せん。
[ 動作環境 ]：本ソフトウェアを使用するために必要なシステム構成を表示します。
[ ブラウズ DISK]：DVD-ROM の内容を表示します。
[ ウェブサイトへ接続 ]：弊社ホームページを表示します。
[ インストールガイド ]：インストールガイドを表示します。ソフトウェアのインストール方法およびライセンスに関する情報
が記載されています。

Pixform Pro II の起動方法について

Pixform Pro II の起動には付属の USB ドングルが必要です。インストール後、USB ドングルをコンピュータの USB ポートに差し込
んでアプリケーションを起動してください。

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 Pixform Pro 2] - [Pixform Pro 2 Help] をクリックします。

最新情報こちらからどうぞ

Pixform Pro II 特設サイト： http://download.rolanddg.jp/PixformPro2/index.htm
当社ホームページ：http://www.rolanddg.co.jp/
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Pixform Pro II Installation and Setup Guide

A DVD-ROM drive is required to install Pixform Pro II.

Installing and Setting Up the Programs

 Log on to Windows as “Administrators.”

 Insert the DVD-ROM into the computer.
(Windows Vista only: When the automatic playback window appears, click [AutoRun.exe].)
The setup menu appears automatically.

 Click [Install].
Windows XP
Follow the messages to install the program.

Windows Vista
The [User Account Control] appears, click [Allow].
Follow the messages to install the program.

Other Menu Items
[INSTALL RAPIDFORM WEB VIEWERS]: This installs and sets up the web viewers. These viewers can open ICF or Point Stream 
files created by Pixform Pro II. They are not needed on the computer where Pixform Pro II is already installed and set up.
[SYSTEM REQUIREMENTS]: This displays the system configuration required for using these programs.
[BROWSE DISK]: This displays the contents of the DVD-ROM.
[VISIT WEBSITE]: This displays the Roland DG Corp. website.
[INSTALLATION GUIDE]: This displays the Installation Guide. This describes how to install and set up the programs and 
contains information about the licenses.

Running Pixform Pro II

The included USB dongle is required to run Pixform Pro II. After installing and setting up the program, connect the USB dongle to a 
USB port on the computer and start the program.

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] - [Roland Pixform Pro 2] - [Pixform Pro 2 Help].

Where to Look for the Latest Information

Exclusive Pixform Pro II website: http://download.rolanddg.jp/PixformPro2/index.htm
Roland DG Corp. website: http://www.rolanddg.com/
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