
本書では、以下の内容を説明しています。

 １ 　Windows2000 で動作するドライバについて     3 ページ

各デジタルカメラの Windows2000 対応について説明しています。

 ２ 　Windwos2000 にアップデートする場合の注意点   　 3 ページ

EPSON Photo をインストール済みの Windows 環境で、Windows2000 にアップデートする場合は、必ず、

本書の手順に従ってください。

 ３ 　Windows2000 でのソフトウェアのインストール方法 　 ４ページ

Windows2000 での、EPSON Photo のインストール方法を説明しています。

デジタルカメラ用 Windows2000 ガイド

Windows2000 での EPSON Photo のインストールは、必ず本書の手順にしたがってください。本書以外の

手順では正常にインストールできない場合があります。

こ の ほ か の 操 作 手 順 は Windows98 と同じですので、スタートアップガイドをご覧ください。
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商 標 等 の 表 記

本書中では、下記各オペレーティングシステムを、それぞれ以下の様に表記してします。

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98

Microsoft® Windows NT ® operating system Version4.0 日 本 語 版 → WindowsNT4.0

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日 本 語 版 → Windows2000

また、上記 OS を以下のように省略表記する場合が有ります。

総称する場合 → Windows

複数併記する場合 → Windows NT／95／98

Microsoft，Windows および Windows NT は米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登

録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

（2）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

（3）本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づ

きの点がありましたらご連絡ください。

（4）運用した結果の影響については、（3）項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

（5）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン及

びエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、

責任を負いかねますのでご了承ください。

（6）エプソン純正品及びエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが

発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

©セイコーエプソン株式会社 1999

本文中のマークと表記について

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。

必ずお読みください。

お取扱上、必ずお守り頂きたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みください。
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　１　　Windows2000 で動作するドライバついて 　

Windows2000 で動作可能なデジタルカメラとドライバの対応は、以下の通りです。

機 種 名 ソフトウェア バージョン

ＣＰ－８００Ｓ EPSON Photo!3 1.20J

ＣＰ－８００ EPSON Photo!3 1.20J

ＣＰ－７００Ｚ EPSON Photo!2 2.30J

ＣＰ－６００ EPSON Photo!2 2.30J

ＣＰ－５００ EPSON Photo!2 2.30J

　２ 　Windwos2000 にアップデートする場合の注意点 　

Windows で EPSON Photo が動作可能な環境は、以下の通りです。

シリアル接続
●Windows2000 プレインストールモデル

●Windows95/98/NT から Windows2000 にアップデートしたコンピュータ

USB 接続

●Windows2000 プレインストールモデル

●Windows98 プレインストールモデルから Windows2000 にアップデート

したコンピュータ

WindowsNT／95／98 で EPSON Photo をインストール済みで、その後 Windows2000 にアップデートする際

には、必ず、以下の手順に従ってください。

 １ Windows2000 にアップデートする前に、必ずインストールされている EPSON Photo を削除してください。

※詳しい削除方法は、各デジタルカメラのソフトウェアガイド「EPSON Photo の再インストール」をご覧ください。

 ２ Windows2000 アップデートは、必ずデジタルカメラをコンピュータから取り外して行ってください。
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　３ 　Windwos2000 でのインストール方法 　

Windows2000 でのインストール方法は、接続の仕方により以下のように分けられます。該当する説明をご覧く

ださい。

●USB 接続（CP-800/800S）の場合

情報ファイルのインストールを行う必要があります。プラグアンドプレイにより、インストールを行ってくださ

い。インストール終了後、EPSON Photo のインストールを行ってください。

次ページより、情報ファイルのインストール手順を紹介します。

●シリアル接続（CP-500/600/700Z）の場合

情報ファイルをインストールする必要はありません。EPSON Photo のインストールを行ってください。

※EPSON Photo のインストール方法は、各デジタルカメラ付属ソフトウェアガイド［Windows でのインストール］を

ご覧になり、お持ちのデジタルカメラに対応するソフトウェアをインストールください。Windows2000 で動作可能

なデジタルカメラとソフトウェアの対応は、本書3 ページをご参照ください。

EPSON Photo をインストールする際は、必ず、本書の手順に従って完了させてください。

途中でキャンセルをクリックするなどしてインストール作業を中断すると、正常にインストー

ルできなくなる場合があります。
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●プラグアンドプレイによる情報ファイルのインストール

 １ デジタルカメラとコンピュータを接続します。コンピュータの電源をオンにして Windows2000 を起動し、続

いてデジタルカメラの電源をオンにし、ダイヤルスイッチを　　　（接続モード）にします。

 ２ カメラが新しいハードウェアとして認識され、左下の画面が表示されるので①次へをクリックします。右下の

画面が表示されたら、②［デバイスに最適なドライバを検索する］が選択されていることを確認し、③次へ

をクリックします。

 ３ インストールするデジタルカメラのソフトウェア CD-ROMをセットします。

（I-LOVE-EPSONからダウンロードした場合は、この手順は不要です。）

 ４ [フロッピーディスクドライブ］または［CD-ROMドライブ］のチェックを外します。［検索場所の指定］をチェック

し、参照をクリックします。

①クリックして

　チェックを外します

②クリック ③クリック

②確認 ③クリック③確認

情報ファイルのインストール手順
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 ５ ①参照をクリックします。②▼をクリックし、③情報ファイルが存在するドライブ名※1を選択します。

※1【例】　ハードディスクの任意のフォルダ ［C:¥］

CD-ROMドライブ ［D:¥］

 ６ ①情報ファイルが存在するフォルダ名※2を選択してダブルクリックし、②［ECAMAL98］をダブルクリックし

ます。

※2【例】　I-LOVE-EPSON からダウンロードした場合 ［WIN98］フォルダ

Windows2000 対応ドライバ CD-ROM※3を使用した場合 ［WIN2000］フォルダ

※3 エプソンディスクサービスにて実費で供給しています。詳しくは以下の URL をご参照ください。

http://www-i-love-epson.co.jp/products/download/disk.htm

①クリック

③クリック ②クリック

①ダブルクリック ②ダブルクリック
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 ７①OK をクリックし、しばらくして右下の画面が表示されたら、②次へをクリックします。

 ８ 左下の画面が表示されたら、①はいをクリックします。ファイルのコピー画面が表示され、情報ファイルがコ

ピーされます。右下の画面が表示されたら、②完了をクリックしてください。

以上で、プラグアンドプレイによる情報ファイルのインストールは終了です。

①クリック ②クリック

①クリック ②クリック


