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付属の CD-ROM に入っている「PHOTO
フ ォ ト

fun
フ ァ ン

STUDIO
ス タ ジ オ

 -viewer
ビ ュ ー ワ ー

-」を使うと、パ
ソコンに画像を取り込んだり、印刷、メールで送るなどが簡単にできます。
「PHOTOfunSTUDIO -viewer-」を使ってデジタルカメラをより楽しく使いま
しょう。
≥ 本書では PHOTOfunSTUDIO -viewer- を「PHOTOfunSTUDIO」と記載し
ています。

1. PHOTOfunSTUDIOをインス
トールする

2. 撮影した画像をパソコンに取
り込む

3. 取り込んだ画像を印刷した
り、メールに添付する

パソコンと接続して、楽しさ広がる
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に

ご使用のパソコンの使用環境などにより、本書の説明内容・画面と実際の内容・
画面が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。
本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
本書でのWindows の説明は、Windows XP の画面を使用しています。
本書では SDHCメモリーカード、SDメモリーカード（内蔵メモリーも含めて）
を「カード」と記載しています。

知っておきたい用語
パソコンを使うときに最低限知っておきたい用語を以下に紹介します。
パソコンの説明書もお読みください。

はじめにお読みください

用語 解説
アプリケーションソ
フト

ワープロ、表計算、画像編集、電子メールなど目的に応じ
て使用されるソフトウェアのことです。

インストール /
アンインストール

ソフトウェアをパソコンに組み込み、ソフトウェアを使用
できる状態にする操作のことをインストールといい、イン
ストールしたソフトウェアを削除することをアンインス
トールといいます。

ドライブ/ドライバー ファイルの書き込み/読み出しを行うパソコンの周辺機器
（CD-ROM ドライブやデジタルカメラなど）のことをド
ライブといい、そのドライブなどを動作させるためのソフ
トウェアのことをドライバーといいます。

ファイル 文書や画像などのデータのことです。
フォルダー ファイルをまとめて入れる場所のことです。
クリック /
ダブルクリック

クリックとはマウスボタンを押し、離
す操作のことです。
マウスのボタンを続けて2回クリック
する操作のことをダブルクリックと
いいます。
本書では左クリックを基本にして
説明しています。
ダブルクリックがうまくいかない
場合は、クリックの間隔を変えてみ
てください。

OS Windows や Mac などのパソコンの基本操作をつかさどる
ソフトウェア（オペレーティングシステム）です。

クリック

カチッ

ダブルクリック

カチッ
カチ
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どのパソコンでも使えるの？
USB 接続すると、デジタルカメラの画像をパソコンに取り込むことができます。
PHOTOfunSTUDIO を使うとさらに簡単にパソコンに保存することができます。

∫ Windows
OS を確認するには、[ スタート ] →（[ 設定 ] →）[ コントロールパネル ]（→ [ パ
フォーマンスとメンテナンス ]）を選んでください。その中にある [ システム ]
を（ダブル）クリックするとOSを確認できます。

※ 1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。
※ 2 USB 接続はできませんが、SD メモリーカードリーダー / ライターが利用できれ

ば取り込めます。

∫ Macintosh

※ 3 USB 接続はできませんが、SD メモリーカードリーダー / ライターが利用できれ
ば取り込めます。

※ 4 MacOS X 10.2.x 以前のときは、SDHCメモリーカードから画像を取り込むとき
に、SDHCメモリーカードの書き込みスイッチを「LOCK」側にしてください。

95以前 98 98SE Me 2000 XP Vista
PHOTOfunSTUDIO
は使える？ 使えません 使えます※ 1

USB 接続ケーブルを
使ってデジタルカメラ
の画像をパソコンに取
り込める？ ※ 2

取り込めます

USBドライバーのイン
ストールは必要？ 必要です 不要です

どのページを見ればい
いの？ P27 P6、10、22 P6～

OS 8.x 以前 OS 9 OS X
PHOTOfunSTUDIO
は使える？ 使えません

USB 接続ケーブルを
使ってデジタルカメラ
の画像をパソコンに取
り込める？

※3
取り込めます
（OS 9.2.2）

取り込めます
（OS X [10.1 ～
10.5]）※ 4

どのページを見ればい
いの？ P27 P24

は
じ
め
に
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標準インストール
≥ 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
≥ CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了し
てください。

セットアップメニューが自動的に起動しない場合は？
≥ パソコンのデスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[VFF○○
○○ ]（○○○○の品番は機種によって異なります）をダブルクリックする、ま
たは開いて [InstMenu.exe] をダブルクリックしてください。

1. CD-ROMを入れる
セットアップメニューが起動します。

2. [標準インストール]をクリック
する

必要なソフトウェアがすべてインス
トールされます。

お使いのパソコンに対応したソフト
ウェアのみが表示されます。
･USB ドライバー（P7）
（Windows98/98SE のみ）、
PHOTOfunSTUDIO（P8）
（Windows2000/XP/
Vista のみ）など
付属のソフトウェアはお買い上げの
機種によって異なります。
詳しくは別冊「付属ソフトについて
のお知らせ」をお読みください。

3. 画面のメッセージに従ってイン
ストールを進める

各ソフトウェアが順番にインストー
ルされます。
すべてのソフトウェアをインストール
する必要がないときは、カスタムインス
トールの各ソフトウェアをクリックし、
ひとつずつインストールしてください。

ソフトウェアをインストールする（標準）

Windows Vista をお使いの場合、
次の画面が表示されたら…

[InstMenu.exe] をクリックする。

[ 許可 ] をクリックする。
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USBドライバーをインストールする
（Windows 98/98SE のみ）
≥ Windows 98/98SE をお使いの場合、デジタルカメラとパソコンを接続する
前に USB ドライバー（デジタルカメラをパソコンで動作させるためのソフト
ウェア）をインストールしてください。

≥ 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
≥ Windows 98/98SE 以外をお使いの場合、インストールする必要はありませ
ん。

≥ CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了し
てください。

1. CD-ROMを入れる
セットアップメニューが起動します。

2. [USB ドライバー ] をクリック
する

3. [ 次へ ] をクリックする

USBドライバーのインストールが始
まります。

4. [Windows の再起動 ] のメッ
セージが出たら、[OK] をクリッ
クする

パソコンを再起動させるとUSBドライ
バーのインストールが完了します。

セットアップメニューが自動的に起動
しない場合は P6をお読みください。

ソフトウェアをインストールする（カスタム）

準
備
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PHOTOfunSTUDIOをインストールする
≥ 2 回目以降の接続のときには、インストールする必要はありません。
≥ CD-ROMを入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了し
てください。

1. CD-ROMを入れる
セットアップメニューが起動します。

2. [PHOTOfunSTUDIO]をク
リックする

3. [ 次へ ] をクリックする

4. 使用許諾契約をよく読んで、同
意される場合は[同意する]をク
リックする

同意されない場合はインストールさ
れません。
画面のメッセージに従ってインス
トールを続けてください。

5. [ 完了 ] をクリックする
インストール完了後、パソコンを再
起動してください。

ソフトウェアをインストールする（カスタム）（つづき）
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インストール後、最初に使用する前に、
[ スタート ] → [ すべてのプログラム ]
→ [Panasonic] →
[PHOTOfunSTUDIO -viewer-] から
[はじめにお読みください ] を選び、補
足説明を必ずお読みください。
Internet Explorer 6.0以上がインス
トールされている必要があります。
PHOTOfunSTUDIOは以下のフォル
ダーにインストールされます。

インストール後、フォルダーを移動さ
せないでください。
フォルダーを変更したい場合は、アン
インストール後、再インストールして
ください。

セットアップメニューが自動的に起動
しない場合は P6をお読みください。

PHOTOfunSTUDIO をインストール
できない場合は？
制限付きユーザーでログインされて
いるとインストールできません。管
理者ユーザーでログインしてから再
度インストールしてください。詳し
くはパソコンの説明書をお読みくだ
さい。

C:￥Program Files￥
Panasonic￥
PHOTOfunSTUDIO -viewer-

準
備
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≥ Windows 98/98SE/Me をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIO を使うこと
はできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むこ
とができます。（P22）

≥ パソコンにSDHC/SD メモリーカードスロットがある場合、カードをスロット
に挿入するとPHOTOfunSTUDIO を使って画像を取り込むことができます。

イラストは接続例です。
ACアダプターは、機種によって別売
の場合があります。

デジタルカメラ側の準備
接続時は、パソコン、デジタルカメラ
ともに十分に残量のあるバッテリーも
しくは AC アダプターをお使いくださ
い。データ転送中にバッテリー残量が
なくなるとデータを破損する恐れがあ
ります。
AC アダプターを使用する場合、AC
アダプターと接続する。
デジタルカメラの電源を入れる。
デジタルカメラは、パソコンとの接
続設定にしてください。（詳しくはデ
ジタルカメラの取扱説明書をお読み
ください）

1. デジタルカメラとパソコンをつなぐ
デジタルカメラに下の画面が表示され
た場合、[PC] を選んで [MENU/SET]
ボタンを押してください。

2. [PHOTOfunSTUDIO]を選ん
で [OK] をクリックする

PHOTOfunSTUDIOが起動して画像
取り込みパネルが自動的に開きます。

デジタルカメラのデータ転送中に、
デジタルカメラを操作したり、USB
接続ケーブルを抜かないでくださ
い。ソフトウェアが正常に動かなく
なったり、転送中のデータが破損す
る恐れがあります。
端子の形状または接続時に表示され
る画面はデジタルカメラにより異な
ります。詳しくはデジタルカメラの
取扱説明書をお読みください。

さあ、接続しよう

ＵＳＢ接続
ケーブル(付属）

ＡＣアダプター

DC
 IN

AV
 O

UT
/

DI
GI

TA
L

CO
MP

ON
EN

T
OU

T

選択

USB モード

USBモードを
選択してください

PC
PictBridge(PTP)

決定 MENU
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Simple Vie

≥ 一度 PHOTOfunSTUDIOを終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場
合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO -viewer-] ショートカットアイコ
ンをダブルクリックして起動してください。

≥ デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。

1.［ ］をクリックする

画像取り込みパネルが開きます。
（デジタルカメラを接続した場合は
自動で表示されます）

2. 取り込み先のフォルダーを確認
し、［OK］をクリックする

画像のサムネイルを右クリックし、
［プロパティ］を選ぶと画像情報を確
認することができます。
画像がカードからパソコンに取り込ま
れ、取り込んだ画像の一覧が表示され
ます。
初期設定での取り込み先は
[PHOTOfunSTUDIO] フォルダーで
す。

フォルダーの場所（Windows が Cドラ
イブにインストールされている場合）

画像の取り込み先を変更したい場合
は、手順2の1をクリックして取り
込み先に設定するフォルダーを選ん
でください。
取り込み先フォルダーの中に、条件別
のサブフォルダーを作って画像を振
り分けることができます。
また、メモリーカード内のデータを削
除することができます。
詳しくは、PHOTOfunSTUDIO 取扱
説明書（PDF ファイル）をご覧くだ
さい。

取り込み中に [ 中断 ] をクリックした
ときは？
取り込みが中止され、取り込まれた
ところまでの一覧が表示されます。

パソコンに取り込む

Windows Vista の場合
C:￥Users￥[ ユーザー名 ]￥
Pictures￥PHOTOfunSTUDIO
Windows 2000/XP の場合
C:￥Documents and Settings￥
[ ユーザー名 ]￥My Documents￥
My Pictures￥
PHOTOfunSTUDIO

を
使
う

PHOTOfunSTUDIO

準
備
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デジタルカメラから取り込んだ画像を表示してみましょう。
≥ 一度 PHOTOfunSTUDIOを終了した場合や、すでに取り込んだ画像を見る場
合、デスクトップ上の [PHOTOfunSTUDIO -viewer-] ショートカットアイコ
ンをダブルクリックして起動してください。

1. フォルダビューAで［Explorer］
タイトルバーをクリックして
［Explorer］ウィンドウを開く
（画像を取り込むと自動で表示され
ます）

［Explorer］が表示されていない場合
は、メニューから［表示］→［フォ
ルダ］→［Explorer］を選択してく
ださい。
フォルダビュー全体が表示されてい
ない場合は、フォルダビュー開閉ボタ
ンBをクリックしてフォルダビュー
を開いてください。

2. 取り込んだ画像が保存されてい
るフォルダーをクリックする

取り込んだ画像が一覧表示されま
す。
サムネイル画像上に［ ］（動画）な
ど画像の情報が表示されます。

3. 画像を選んでクリックする

4. 画面表示を切り換える（次ページ）

動画を見るには？
QuickTimeがお使いのパソコンに
インストールされている必要があり
ます。
動画の再生時、お使いのパソコンの
性能によっては、画像や音声が途切
れることがあります。

画像を見る

VQT1S25JPN.book  12 ページ  ２００８年６月１２日　木曜日　午前１１時２８分



13

画面表示を切り換える
[ 表示形式 ] をクリックすると、次の 4つのモードを切り換えることができます。

1[ 一覧モード ]
画像を縮小画像（サムネイル）で一
覧表示します。
･サムネイルの大きさは5段階に変え
られます。

2[ フォーカスモード ]
画像を拡大表示します。
･画像情報も表示されます。
･動画の再生もできます。
3[ 全画面モード ]
画像を画面いっぱいに表示します。
･前の画面（モード）に戻すには、
［Esc］キーを押すか、［ ］を

クリックしてください。
4[ カレンダーモード ]
画像を撮影日ごとに整理し、月めく
り形式、日めくり形式で表示します。
･初期設定の取り込み先フォルダー
の画像が表示されます。変更したい
場合は A をクリックして表示した
いフォルダーを選んでください。

画像のダブルクリック
でも変更できます。

のクリックでも変更できます。

を
使
う

PHOTOfunSTUDIO
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Windows のプリンター設定がお済みでない場合、本機能は使用できません。

1. フォルダビューから、印刷した
い画像が入っているフォルダー
を選ぶ（P12）

2. あらかじめ画像を選んでおく
マーク：画像左上のボックスをクリッ

クし、 にした状態

フォルダー内の画像をすべて印刷す
る場合はこの操作は必要ありません。

3.［ ］をクリックする

印刷できる画像は、BMP形式、
JPEG形式、TIFF 形式、MOV形式
です。
一度に印刷できる画像は最大で
1000 枚までです。

4. 画像を選んで［OK］をクリック
する

5. 印刷の設定（次ページ）をし、［印
刷開始］をクリックする

印刷プレビューで印刷画像を確認し
てください。（赤い点線枠内が印刷領
域です）
印刷をやめるには［終了］をクリッ
クしてください。
印刷中に印刷を中断するには［キャ
ンセル］をクリックしてください。

動画の場合は動画の最初の場面が印
刷されます。途中の場面を選んで印
刷することはできません。

印刷する
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印刷設定

A 印刷の種類
各画像は用紙サイズに合わせて自動的
に拡大／縮小（［かんたん印刷］以外）
および回転して配置されます。
B レイアウト
画像の向きや、画像ファイルに記録さ
れている日付/タイトルの印刷あり、な
しを設定します。

C 印刷の補正
プリンターの印刷補正機能を有効にし
ます。
2をクリックすると前後のページ
を、1に ペ ー ジ 数 を 入 力 し て
［Enter］キーを押すと入力したペー
ジを表示することができます。

D 用紙など
[プリンター ]
使用するプリンターを設定します。
[ フチなし ]
フチあり、フチなしを設定します。
[ 印刷モード ]
画質を設定します。
[ 用紙サイズ ]
印刷に使用する用紙サイズを設定します。
[ 用紙種類 ]
印刷に使用する用紙の種類を設定します。

E 印刷範囲・部数
［印刷範囲］
印刷するページを設定します。
［印刷部数］
1ページあたりの印刷枚数を設定しま
す。

2

1

A

C

B

D E

を
使
う

PHOTOfunSTUDIO
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取り込んだ画像を電子メールに添付することができます。メールに添付する場合
に必要なファイルサイズと画像サイズの変更が同時に行えます。
≥ Windows® メール、Microsoft® Outlook® および Microsoft® Outlook
Express 以外のメールソフトでは、本機能を使ってのメール添付は正しくでき
ない場合があります。

1. フォルダビューから、メールに
添付したい画像が入っている
フォルダーを選ぶ（P12）

2. あらかじめ画像を選んでおく
マーク：画像左上のボックスをクリッ

クし、 にした状態

フォルダー内の画像をすべて添付す
る場合はこの操作は必要ありません。

3.［ ］をクリックする

メールに添付できる画像は、BMP形
式、JPEG 形式、TIFF 形式、MOV
形式です。
同時に添付できる画像は最大で20
枚までです。

4. 画像を選んで［OK］をクリック
する

5. 画像サイズ、ファイルサイズを
適切なサイズに設定し、[ 送信 ]
をクリックする

メールで送る
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6. 現在の設定を確認し、[はい]をク
リックする

ファイルサイズ（1）が指定したサ
イズを超えた場合は赤字で表示され
ます。画像サイズの見直しなどを行
う場合は [ いいえ ] をクリックして、
設定パネルに戻ってください。
メールのトータルサイズ（本文およ
び添付画像のファイルサイズ総計）
は 1 MBに収まるようにすることを
おすすめします。

7. メールソフトが起動し、画像が
添付された状態でメッセージ
ボックスが開くので、必要な入
力を行う

宛先や件名、本文を入力し、通常の
メールと同じように送信できます。

メール添付できないときは？
メールソフトの設定を行う必要があり
ます。PHOTOfunSTUDIO を終了し
てから、下記の設定を行ってください。
1.設定したいメールソフトを起動する
≥はじめて起動した場合は、メール
アドレスなどの設定を行ってくだ
さい。

2.［標準のメールアプリケーションに
設定しますか？］というメッセージ
が表示されたときは［はい］を選択
する
≥メッセージが表示されない場合
は、メールソフトの説明書をご覧
になり、メールソフトを標準のア
プリケーションに設定してくださ
い。
例：［スタート］→［コントロール
パネル］を選び、［インターネット
オプション］を開く。
［プログラム］タブを開き、［電子
メール］でご使用のメールソフト
を選び、［OK］をクリックする。
≥ご利用のメールソフトによって
はメッセージの内容は異なりま
す。
≥メールソフトの説明書もお読み
ください。

1

を
使
う

PHOTOfunSTUDIO
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≥ パソコンの画像をカードに書き出し、デジタルカメラで再生できるようにします。
≥ デジタルカメラとパソコンを接続しておいてください。

1. フォルダビューから、デジタル
カメラに書き出したい画像が
入っているフォルダーを選ぶ
（P12）

2. あらかじめ画像を選んでおく
マーク：画像左上のボックスをクリッ

クし、 にした状態

フォルダー内の画像をすべて書き出
す場合はこの操作は必要ありません。

3.［ ］をクリックする

4. 画像を選んで［OK］をクリック
する

5.［はい］をクリックする

画像がカードにコピーされます。
デジタルカメラで再生できる形で保
存されます。
選択できる画像は、BMP形式、
JPEG形式、TIFF 形式、MOV形式、
RAW形式です。
RAWデータは、データ形式に対応し
たデジタルカメラのみで再生できま
す。

パソコンの画像をデジタルカメラで見る
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複数のカードが接続されている場
合、次の画面が表示されます。1 を
クリックして画像をコピーするカー
ドをドライブ名（C、D など）で選
び、［OK］をクリックしてください。

カードが接続されていない場合、リ
ムーバブルディスクが接続されてい
れば次の画面が表示されます。［OK］
をクリックするとリムーバブルディ
スクに画像をコピーすることができ
ます。

十分に空き容量のあるカードをお使
いください。容量が足りない場合、画
像のコピーは途中までとなります。
お気に入りマーク［ ］の付いた画
像を出力して対応のデジタルカメラ
で再生すると、デジタルカメラ上で
も画像にお気に入りマークが表示さ
れます。（Exif の JPEG 形式および
Exif の TIFF 形式の画像のみ）
パソコンで編集した画像や他機で撮
影された画像は粗く表示されること
があります。

1

を
使
う

PHOTOfunSTUDIO
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PHOTOfunSTUDIO には、取り込んだ画像を日付やキーワードで分類したり、
加工、画像補正といった編集機能があります。

[ 分類 ]
取り込んだ画像を特定の条件で分類
し、グループ化することができます。
分類した結果はフォルダビューの［分
類］に登録され、簡単に一覧参照でき
ます。

[ 加工 ]
取り込んだ画像や整理した画像のファ
イルサイズの変更、撮影日時情報の修
正などの加工をすることができます。

[ 画像補正 ]
画像の明るさや色合いなどを調整した
り、ぼかしやシャープなどの効果をつ
けたりすることができます。

詳しい説明は、PHOTOfunSTUDIO 取扱
説明書（PDF ファイル）をご覧ください。

その他の機能

取扱説明書を読む

取扱説明書の開きかた
［ ］をクリックする

取扱説明書を見るためには、
Adobe Acrobat Reader Ver.4 以
降が必要です。
お使いのパソコンにAdobe Reader
が標準で搭載されていない場合は、
下記のサイトからダウンロードして
インストールしてください。
http://www.adobe.com/jp/
products/acrobat/readstep2_
allversions.html
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1. パソコン画面の右下（タスクト
レイ）に表示されている  ア
イコンをダブルクリックする

ハードウェアの取り外しメッセージが
表示されます。

2. [USB大容量記憶装置デバイス]
を選び、[停止 ] をクリックする

3. [USB大容量記憶装置デバイス]
が選ばれていることを確認し、
[OK] をクリックする

4. [ 閉じる ] をクリックする
安全にUSB接続ケーブルを取り外す
ことができます。
Windows 98/98SEなどOS（また
は OS の設定）によっては、タスク
トレイに安全に取り外すためのアイ
コンが表示されません。この場合、デ
ジタルカメラの液晶モニターに [通
信中 ] が表示されていないことを確
認してから、取り外してください。

カメラをパソコンから取り外すには？

を
使
う

PHOTOfunSTUDIO
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≥ Windows 98/98SE/Me をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIOを使うこと
はできませんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むこ
とができます。

1. デジタルカメラとパソコンを
USB 接続ケーブルで接続する
（P10）

2. [ マイコンピュータ ] にある [リ
ムーバブルディスク]をダブルク
リックする

3. [DCIM] フォルダーを
ダブルクリックする

4. 取り込みたい画像の入っている
フォルダーやファイルをパソコ
ン上の別のフォルダーにドラッ
グアンドドロップする

PHOTOfunSTUDIOを使わずに取り込むには？

VQT1S25JPN.book  22 ページ  ２００８年６月１２日　木曜日　午前１１時２８分



23

ドラッグアンドドロップとは？
マウスのボタンを押したままマウスを
移動させ、離す操作のことです。

安全にUSB接続ケーブルを取り外すには？
≥ 21 ページをお読みください。

動画を見るには？
QuickTimeがお使いのパソコンに
インストールされている必要があり
ます。
動画の再生時、お使いのパソコンの
性能によっては、画像や音声が途切
れることがあります。

印刷したい画像をダブルクリックし
て開き、お使いのプリンターで設定
して印刷してください。
※詳しくは、プリンターの取扱説明書
をお読みください。

（離す）（押したまま）（移動させ）
ドラッグ アンド ドロップ

カッ チッ

取り込んだ画像を印刷する
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≥ Mac OS 9/OS X をお使いの場合、PHOTOfunSTUDIOを使うことができま
せんが、USB 接続ケーブルを接続してパソコンに画像を取り込むことはでき
ます。

≥ Mac OS 8.x 以前をお使いの方は、27ページをお読みください。

1. デジタルカメラとパソコンを
USB 接続ケーブルで接続する
（P10）

2. デスクトップに表示される
[NO_NAME]または[名称未設
定 ]をダブルクリックする

3. [DCIM] フォルダーを
ダブルクリックする

4. 取り込みたい画像の入っている
フォルダーやファイルをパソコン
上の別のフォルダーにドラッグア
ンドドロップする

ドラッグアンドドロップとは？
マウスのボタンを押したままマウスを
移動させ、離す操作のことです。

デジタルカメラが正しく接続されてい
るか確認するには？
デスクトップに [NO_NAME] または
[名称未設定 ] ディスクのアイコンが表
示されていることを確認する。

安全にUSB接続ケーブルを取り外すに
は？
デスクトップに表示されている
[NO_NAME] または [ 名称未設定 ] を
[ゴミ箱 ]に捨ててから、USB接続ケー
ブルを取り外してください。

Macintosh をお使いの方は？

（離す）（押したまま）（移動させ）
ドラッグ アンド ドロップ

カッ チッ
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≥ 通常はアンインストールする必要はありません。

1. [スタート]→（[設定]→）[コン
トロールパネル ]を選ぶ

2. [プログラムの追加と削除]をダ
ブルクリックする

3. 削除したいソフトウェアを選
び、[変更と削除]をクリックする

さらにアンインストールを続けたい
場合は、この手順を繰り返してくだ
さい。
USBドライバーを削除するときは、
[Panasonic USB Storage Driver]
を選んでください。
PHOTOfunSTUDIO を削除するとき
は、[PHOTOfunSTUDIO -viewer-]を
選んでください。
パソコンによって、アンインストー
ルの手順が異なる場合があります。
詳しくは、お使いのパソコンの説明
書をお読みください。

USB ドライバーや PHOTOfunSTUDIO を
削除するには？（アンインストール）
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≥ USB接続ケーブルを接続しても画像が取り込めないときは、下記をご確認ください。

∫ はじめにご確認ください ∫ 確認しても画像を取り込めない
[マイコンピュータ]に [リムーバブル
ディスク ] が追加されていることを確
認してください。

ドライブ名（E: など）は、お使いの
パソコンによって異なります。

リムーバブルディスクが追加されていな
いときは、以下の操作を行ってください。
1 [スタート]→（[設定]→）[コントロー
ルパネル ] を選び、[ システム] をダ
ブルクリックする

2（[ハードウェア ]→）[デバイスマネー
ジャ]をクリックし、[その他のデバイ
ス ]が表示されているか確認する

3 [その他のデバイス]が表示されてい
る場合は削除する
表示されていない場合は、接続を
確認してください。（P10）

4 画面を元に戻し、パソコンの電源を切る
5 USB接続ケーブルをパソコンから
取り外す

6 パソコンの電源を入れ、起動させる
7 再度 USB ドライバーをインストー
ルする（Windows 98/98SE をお
使いの場合のみ）

8 USB接続ケーブルをパソコンに接続する
再度[リムーバブルディスク]が追
加されていることを確認し、追加
されていないときは上記の手順を
繰り返してください。

画像を取り込めないときは？

Windows 98/98SE をお使いの方
は USB ドライバーのインストール
（P7）を行っていますか？
1 台のパソコンに 2 つ以上の USB
端子がある場合、別のUSB 端子に接
続し直してみてください。
パソコンのキーボードに付いてい
るUSB端子にデジタルカメラを接
続した場合、正常に動作しないこ
とがあります。
USBハブ、USB延長ケーブルで接
続した場合は、動作を保証いたし
ません。

デジタルカメラにカードが入ってい
ますか？
または撮影した画像がありますか？
すでに画像が取り込まれていません
か？
同じ画像を取り込むことはできま
せん。
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当社ホームページも合わせてご覧ください。
http://panasonic.jp/support/software/

接続 /取り込みについて

印刷について

困ったときは（Q&A）

Q（質問） A（回答）
Windows 95 以前や
Mac OS 8.x 以前で画
像を取り込む方法は？

SDメモリーカードの場合
SD メモリーカードリーダー / ライターを利用して
取り込んでください。
パソコンにPCカードスロットがある場合は、SDメ
モリーカード用 PCカードアダプター（別売）を使っ
て取り込むこともできます。

内蔵メモリーの場合（内蔵メモリーが付いているデジ
タルカメラのみ）
内蔵メモリーに入っている画像をSDメモリーカー
ドにコピーして、上記方法で取り込んでください。
コピーについて、詳しくはデジタルカメラの取扱説
明書をお読みください。

デジタルカメラの内蔵
メモリーから画像を取
り込めない。

デジタルカメラからカードを取り出してからパソコン
と接続し直してください。

Q（質問） A（回答）
印刷できない。 プリンターは正しく設定されていますか？プリンター

の説明書をお読みください。
上下または左右の端が
切れる。

印刷時に [トリミング ]のチェックを外してください。
トリミングすると画像と用紙の横縦比が異なる場合、
画像の端が切れて印刷されます。

上下または左右に余白
部分ができる。

印刷時に [トリミング ]にチェックを入れてください。
トリミングしないと画像全体が印刷され、画像と用紙
の横縦比が異なる場合、上下または左右に余白部分が
できます。

日付が二重に印刷され
る。

画像に日付が焼き込まれています。
印刷時に [ 日付をつける ] のチェックを外してくださ
い。
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印刷について ( つづき )

その他

日付が印刷されない。 撮影時にデジタルカメラ側で時計が設定されていな
かった画像や、Panasonic 製デジタルカメラ以外で
撮影された画像などでは、日付が正常に印刷できない
場合があります。

Q（質問） A（回答）
フォルダー名やファイ
ル名を変更するには？

パソコン上でフォルダー名やファイル名を変更すること
ができます。
フォルダーやファイルが保存されている場所は、
フォルダビューで確認できます。（P12）

動画などを取り込むと
同じ画像が 2 枚表示さ
れる。

デジタルカメラで動画を撮影すると、動画（MOV 形
式 ) と静止画（JPEG 形式）の 2 枚が記録されます。
（音声付き静止画の場合やファイル形式が TIFF、RAW
の場合も2枚記録されます）
このように関連付けられた画像を PHOTOfunSTUDIO
で削除する場合は、それぞれの画像を削除してくださ
い。

動画が再生されない。 QuickTime をインストールしてください。
CD-RまたはDVD-Rに
画像データを保存する
には？

Windows XP/Vista をお使いの場合、画像データを
ディスクに書き出すことができます。
ただし、PHOTOfunSTUDIO の CD-R/DVD-R 書き
込み機能を使うには、Windows 標準の書き込みウィ
ザードに対応したCD/DVDドライブが必要です。
お使いの CD/DVD ドライブの［プロパティ］に［書
き込み］タブが表示されない場合は、書き込みウィザー
ドに対応していないドライブですので、ご使用になれ
ません。
データの書き出しについて、詳しくはPHOTOfunSTUDIO
取扱説明書（PDFファイル）をご覧下さい。
それ以外のOSでは専用のソフトと機器が必要です。
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∫ USB接続ができる環境

Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのアイコンが出ない場合は、機能拡張マ
ネージャでMac OS基本セットに設定してから再起動してください。
Mac OS 9使用時、[名称未設定]ディスクのフォーマットを要求するメッセージが
表示されたら、コントロールパネルにある File Exchange を開き、PC Exchange
を有効にしてください。

■ PHOTOfunSTUDIO -viewer-

動作環境

対応OS プリインストールされた各日本語版
Microsoft® Windows® 98 ※
Microsoft® Windows® 98 Second Edition※
Microsoft® Windows® Millennium Edition
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows Vista® Home Basic
Microsoft® Windows Vista® Home Premium
Microsoft® Windows Vista® Business
Microsoft® Windows Vista® Ultimate
およびMac OS 9.2.2/Mac OS X（10.1 ～ 10.5）
※ Windows 98/98SE 以外は USB ドライバーのインス
トールは必要ありません。

対応パソコン Intel® Pentium® Ⅲ 500 MHz 以上の CPU（互換 CPU
を含む）を搭載した IBM® PC/AT 互換機
（Windows Vista®の場合は Intel® Pentium® Ⅲ
800 MHz 以上の CPU）

対応 OS プリインストールされた各日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows Vista® Home Basic
Microsoft® Windows Vista® Home Premium
Microsoft® Windows Vista® Business
Microsoft® Windows Vista® Ultimate

メモリ 256 MB以上
（Windows Vista®の場合は 512 MB 以上）

VQT1S25JPN.book  29 ページ  ２００８年６月１２日　木曜日　午前１１時２８分



30

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
OSのアップグレード環境での動作は保証していません。
マルチブート環境には対応していません。
管理者アカウントまたは標準ユーザーアカウントのユーザー名でログオンしてか
らご使用ください。Guest アカウントのユーザー名ではご使用になれません。
インストール、アンインストールはシステム管理者権限（Administrator）のユー
ザーのみ可能です。
お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
Windows の画面設定で、文字のサイズを標準よりも大きく設定していると、一部
のボタンが画面の外に表示されて操作できないことがあります。このような場合
は、文字のサイズを標準に戻してください。
64ビットOS搭載のパソコンには対応していません。

ディスプレイ High Color（16 bit）以上
デスクトップ領域 800k600以上
（1024k768 以上を推奨）

ハードディスク 200 MB以上の空き容量
必要なソフトウェア QuickTime 6.1 以降

Internet Explorer 6.0 以降
サウンド Windows 互換サウンドデバイス
ドライブ CD-ROMドライブ（インストールに必要）
インターフェース USB端子（USB2.0 または USB1.1）

（USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合は、
動作保証いたしません）

ファイル形式 JPEG、BMP、TIFF（静止画）、RAW（画像の取り込みや
書き出しはできますが、画像を表示することはできません）
MOV（動画）

MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他
の国における登録商標または商標です。 
IBM および PC/AT は、 米国 International Business Machines 
Corporation の登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴおよび Adobe Reader は 、Adobe Systems 
Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標
または商標です。
Intel 、Pentium および Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の
国における登録商標または商標です。
その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録
商標です。
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メモ
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ユーザーサポートについて
Panasonic のソフトウェアに関して
PHOTOfunSTUDIO -viewer-、USBドライバーに関するお問い合わせは、
下記のお客様ご相談センターへお願いします。

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター
TEL 0120-878-365

FAX 0120-878-236
∫携帯電話、PHSでのご利用は・・・06-6907-1187
365日／受付 9:00～ 20:00
URL　 http://panasonic.jp/support/

松下電器産業株式会社
ネットワーク事業グループ
〒 571-8504　大阪府門真市松生町１番15号

C 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

F0608KD0 ( 30000A)
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