
SRP Player Installation and Setup Guide

System Requirements

Operating system Windows XP / Vista / 7 / 8 (32-bit edition, 64-bit edition) (*1) (*2) (*3)

Processor The minimum required CPU for the operating system (Pentium 4, 2.4 GHz or faster rec-
ommended)

Memory (RAM) The minimum required memory for the operating system (1 GB or more recommended)

Optical drive CD-ROM Drive

Video card and monitor At least 16-bit color (High Color) and a resolution of 1,024 x 768 or more (video card 
compatible with OpenGL recommended)

Free hard-disk space re-
quired for installation

20 MB

(*1) As this software is a 32-bit application, it runs on WOW64 (or Windows-On-Windows 64) under the 64-bit version of Windows.
(*2) Internet Explore 6.0 or later edition is required.
(*3) The operation in the Windows XP mode (Virtual Windows XP) and in the virtual Windows environment, such as Hyper-V and 

Virtual PC, has not been verified (under Windows 7 and Windows 8).

Installing and Setting Up the Programs
 Log on to Windows as “Administrators.”

 Insert the CD-ROM into the drive.
The setup menu appears automatically.
When the automatic playback window appears, click [Run menu.exe].
The [User Account Control] appears, click [Allow], then follow the prompts to 
install and set up the program.

 Click [Install].
The Setup Window appears. Follow the messages to install 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.
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If You’re Using Windows XP, Windows Vista, 
or Windows 7

 From the [Start] menu, click [All programs 
(or Programs)] - [SRP Player] - [SRP Player 
Help].

If You’re Using Windows 8

 Display the Start window and right-click 
the window.

 Click [All apps].

 Click [SRP Player Help].

For the latest information, see the Roland DG Corp. website (http://www.rolanddg.com).



SRP Player インストールガイド

必要なシステム構成

オペレーティングシステム (OS) Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 ビット版、64 ビット版 ) (*1) (*2) (*3)

CPU オペレーティングシステムが動作する CPU（Pentium 4、2.4GHz 以上を推奨）

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

ビデオカードおよびディスプレイ 1024 × 768 ドット、16 ビット色以上の表示が可能なもの（OpenGL 対応のビ
デオカードを推奨）

インストールに必要なハードディスク容量 20MB

(*1) 本ソフトウェアは 32 ビットアプリケーションのため、64 ビット版 Windows では WOW64 (Windows-On-Windows 64) 
上で動作します。

(*2) Internet Explorer 6.0 以上が必要です。
(*3) Windows XP モード（Virtual Windows XP）や Hyper-V、Virtual PC などの仮想 Windows 環境では、動作検証をしてい

ません（Windows 7、Windows 8）。

インストール方法

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

 CD-ROM をドライブに挿入する。
自動でインストールメニューが表示されます。
自動再生画面が表示された場合は、〔menu.exe の実行〕をクリックします。〔ユーザー
アカウント制御〕画面が表示された場合は、〔許可〕または〔はい〕をクリックし、イ
ンストールを進めてください。

〔インストール〕をクリックする。
インストール画面が表示されます。メッセージに従ってインストールを進めてください。

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。
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Windows XP、Windows Vista、Windows 7 をお使いの
場合

u〔スタート〕メニューから、〔すべてのプログラム〕
-〔SRP Player〕-〔SRP Player Help〕をクリックする。

Windows 8 をお使いの場合

u スタート画面を表示させ、右クリックする。

〔すべてのアプリ〕をクリックする。

〔SRP Player Help〕をクリックする。

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。


