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水曜日

午後５時１３分

お問い合わせ先
弊社 ( 日本ビクター ) の DV ご相談窓口にて、受け付けています。
電話または E メールでお問い合わせの際は、下記の内容をお伝えください。な
お、E メールの場合は、ビクターホームページの「お問い合わせ・サポート」
をクリックしてください。

■ご利用のビデオカメラ ( 型名 )：GR-D650 など
■パソコン
・メーカー名
・機種名
・形状 ( デスクトップ／ノート )
・CPU(MHz, GHz)
・OS
・メモリ容量 (RAM)
・ハードディスク空き容量

■故障の状況
■エラーメッセージの内容
■お買上げ日
■お名前
■ご住所
■電話番号
■ FAX 番号

フォト・ナビゲーター

〜インストール・ガイド〜

静止画ファイルのアルバムを作る
フォト・ナビゲーターを使うと、ビデオカメラで撮影した静止画ファイルをア
ルバムのように管理できます。さらに、静止画ファイルの画質やサイズを変更
できます。
･ 静止画ファイルを読み込んでアルバムを作る
･ メールに静止画ファイルを添付する
･ アルバムの内容を Web ページとして保存する
･ 静止画をつなげて動画 ( スライドショーやアニメーション ) を作る
･ ファイルサイズを指定して、アルバムから静止画を取り出す

ご利用になれるパソコン

電話番号
(045)450-2770
ホームページ http://www.victor.co.jp/

以下の条件を満たすパソコンで、フォト・ナビゲーターを使うことができます。

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あら
かじめご了承ください。なお弊社では、お使いのパソコンについての基本的な
操作方法、OS、ほかのアプリケーション、ドライバの仕様やその動作に関する
事項などについては、一切お答えできません。
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確
認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開
示することはありません。

OS

：

以下のいずれか（ただし、プリインストール版のみをサポート）
Windows Me
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

端子

：

標準装備の USB 端子 (USB 1.1 または 2.0)

CPU

：

Intel MMX Pentium 200MHz 以上

メモリー

：

64MB 以上

HDD 空き容量

：

インストールに約 10MB 以上、アルバム作成時は 500MB 以
上を推奨

ディスプレイ

： 800 × 600 ピクセル以上、 16bit color を表示可能なこと

ソフトウェア

： Internet Explorer 5.5 以降

お知らせ ● フォト・ナビゲーター では印刷できません。印刷する ときはアルバムから
取り出してください。
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インストールする
付属の CD-ROM をパソコンにセットする

PDF マニュアルの「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をご覧ください。

しばらくすると「使用許諾契約」が表示されます
･「使用許諾契約」が表示されないときは、「マイコンピュータ」のなかの CDROM アイコンをダブルクリックします。

1

1
2

使いかた
「スタート」をクリックし、「すべてのプログラム」-「フォト・ナ
ビゲーター」の順にマウスカーソルをあわせ、「フォト・ナビゲー
ター取扱説明書」をクリックする
フォト・ナビゲーター取扱説明書が表示されます

内容を確認し、「はい」をクリック
する

「インストール先の選択」が表示されます

必ず、お読みください

3

「次へ」をクリックする
「プログラムフォルダの選択」が表示されま
す

4

「次へ」をクリックする

5

しばらく すると「デス クトップに アイコン
を作成しますか？」と表示されます

どちらかのボタンをクリックする
インストールが完了します
･「はい」をクリックしたときは、デスク
トップにフォト・ナビゲーターのアイコ
ンが作られます。

または Adobe
お知らせ ● PDF を読むには、Adobe 社の Acrobat Reader 3.0 以降、
Reader 6.0 以降が必要です。
● Adobe Reader は、Adobe 社のホームページからダウンロードできます。
http://www.adobe.co.jp/
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