Windows 8
「KEW Windows for KEW3128 ドライバのインストール」
Windows 8環境でのアプリケーション、USBドライバのインス
トール手順を説明します。
1.KEW Windows for KEW3128のインストール
（1）最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべて
のアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator（コンピュータの管理者）権限でインスト
ールを行ってください。
・K EW Windows for KEW3128を使用するには、.NET
Framework 3.5が必要です。
.NET Framework 3.5が入っていない場合はアプリケー
ションインストール時に一緒にインストールされます。
.NET Framework 3.5をインストールするにはインター
ネット環境が必要です。
（2）付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
画面の右上に下図が表示されましたら、左クリックし
て選択してください。

（3）下図が表示されましたら、
「KEWLauncher.exeの実
行」を選択してください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、
「はい(Y)」を選択してください。

（4）下図が表示されたら、
「次へ」を選択します。

（5）下図が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書の
内容を理解していただき、
「同意します」をチェックして「次へ」を選択します。

（6）下図が表示されたら、ユーザー情報及び所属の情報
を入力して「次へ」を選択します。

（7）下図が表示されたら、 情報を確認して「インストー
ル」を選択します。

.NET Framework3.5がインストールされていない場合
は下図が表示されます。

インストール中に、再起動を要求する画面が表示された
場合は、
「はい」をクリックして再起動してください。
再起動した場合は、CDの中の「KEWLauncher.exe」を
実行してください。

（8）下図が表示されたら、 インストール完了です。
「完
了」を選択してください。

（11）下図が表示されたら、ユーザー情報及び所属の情報
を入力して「次へ」を選択します。

（9）インストールが終了すると下図が表示され、続けてイ
ンストールが開始されます。
「次へ」を選択します。

（12）下図が表示されたら、 インストールの情報を確認
して「インストール」を選択します。

（10）下図が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書
の内容を理解していただき、
「同意します」をチェッ
クして「次へ」を選択します。

（13）下図が表示されたら、 インストール完了です。
「完
了」を選択してください。

（9）デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」にあ
る、
「USB Serial Port」を右クリックしてください。
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を
選択して下さい。

USBドライバの削除
USBドライバのインストールを中断後、再インストールできな
い場合は、次の手順で、一度USBドライバを削除してから、イ
ンストールをやり直してください。
（1）パソコンにUSBを接続します。
（2）Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をク
リックします。
（3）コントロールパネルの「デバイスマネージャー」をクリ
ックします。
（4）ほかのデバイスある「MODEL 8212USB」の項目で、
右クリックします。
（5）「削除」をクリックしてUSBドライバをアンインストー
ルします。

（2）または（3）が確認できない場合は、CDの中の
「KEWLauncher.exe」を実行してください。

２.USBドライバのインストール
（1）MODEL 8212とパソコンを付属のUSBで接続してくだ
さい。
接続した後下図が表示されたら、下記の手順でインス
トールを行ってください。

（2）コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を選
択してください。

（3）「ほかのデバイス」にある、
「MODEL 8212」を右クリ
ックして下さい。
項目の中から「 ドライバーソフトウェアの更新(P)...」
を選択して下さい。

（4）「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを
検索します(R)」を選択して下さい。

（5）「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、
「参
照(R)...」を選択して下さい。

（6）CDが入っているドライブを選択して「OK」を選択して下
さい。CDが入ってない場合には「キャンセル」で一度ウィ
ンドウを閉じて、CDを入れてから再度選択して下さい。

（7）「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、
「インストール( I )」を選択して下さい。

「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、
「こ
のドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を
選択して下さい。
（動作確認をしており、インストールを続けても問題
ありません。）
（10）（3）~（6）の動作を行い、下の図のような「ドライバー
ソフトウェアが正常に更新されました。」が表示され
れば完了です。
「閉じる」を選択して終了して下さい。

（8）下の図のような、
「ドライバーソフトウェアが正常に更
新されました。」が表示されれば完了です。
「 閉じる」を選択して終了して下さい。
（11）下図のように2つドライバーがインストールされると
完了です。

（6）パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、
再度接続します。
（7）新しいハードウェアが認識されましたら、
「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、
インストールを完了してください。
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（4）ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していた
だき、
「同意します」をチェックして「次へ」をクリック
します。

（7）
「完了」を押してインストールが終了します。

2. USBドライバのインストール方法

（5）デバイスマネージャーを選択します。デバイスマネージ
ャー画面を開きます。

（1）MODEL 8212USBとパソコンを付属のUSBで接続してく
ださい。

Windows® 10 環境でのアプリケーション、USBドライバのイン
ストール手順を説明します。

（2）スタートメニューから設定を選択し、設定画面を開きます。

1. KEW Windows for KEW3128のインストール
（1）最初に以下を確認します。
・インストールする前に、パソコンで起動しているすべて
のアプリケーションを終了させてください。
・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
・Administrator（コンピュータの管理者）権限でインスト
ールを行ってください。
・K EW Windows for KEW3128を使用するには、.NET
Framework 3.5が必要です。
.NET Framework 3.5 が入っていない場合はアプリケー
ションインストール時に一緒にインストールされます。
.NET Framework 3.5 をインストールするにはインター
ネット環境が必要です。
（2）付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
画面に下記図が表示されましたら、左クリックして選
択してください。

（5）ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をク
リックします。

（6）「ほかのデバイス」にある「MODEL 8212USB」を右ク
リックして下さい。
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新（P）…」
を選択して下さい。

（8）インストールが終了すると下記画面が表示され、続け
てインストールが開始されます。

（3）設定画面からデバイスを選択し、デバイス画面を開きます。

（6）インストールの情報を確認して「インストール」をクリ
ックするとインストールを開始します。
.NET Framework 3.5 がインストールされていない場合
は下図が表示されます。

（3）下記画像が表示されましたら、
「KEWLauncher.exeの
実行」をクリックしてください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、
「はい（Ｙ）」をクリックしてください。

（9）(4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了しま
す。

インストール中に、再起動を要求する画面が表示され
た場合は、
「はい」をクリックし再起動してください。再
起動した場合は、ＣＤの中の「KEWLauncher.exe」を実
行してください。

（4）デ バ イス 画 面 の「 接 続 中 の デ バ イス 」に M O D E L
8212USBが表示されます。

（7）「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検
索します（R）」を選択して下さい。

※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削
除 」にて、
「 K E W W i n d o w s」、
「KEW Windows for
KEW3128」を削除してください。

（2）または（3）の画像が確認できない場合は、CDの
中の「KEWLauncher.exe」を実行してください。

（8）「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、
「参照
（R）…」を選択して下さい。

（10）「次へ」を選択し、下図が表示された場合には、
「イ
ンストール（I）」を選択してください。

（12）デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」にあ
る、
「USB Serial Port」を右クリックして下さい。
項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新（P）…」
を選択して下さい。

（14）下図のように２つのドライバーがインストールされる
と完了です。

3. USBドライバの削除
USBドライバのインストールを中断後、再インストール出来な
い場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、イン
ストールをやり直してください。
（1）パソコンとMODEL 8212USBをUSBで接続します。
（2）スタートボタン を右クリックし、
「デバイスマネージ
ャー」をクリックします。

下の図が表示された場合には、
「このドライバーソフトウ
ェアをインストールします（I）」を選択して下さい。
（動作確認をしており、インストールを続けても問題あ
りません。）

（9）CDが入っているドライブを選択して「OK」を選択して下
さい。
CDが入ってない場合には「キャンセル」で一度ウィンド
ウを閉じて、CDを入れてから再度選択して下さい。

（13）（7）~（10）の動作を行い、下図のような「ドライバー
ソフトウェアが正常に更新されました。」が表示され
れば完了です。
「閉じる」を選択して終了して下さい。

（15）接続中のデバイス画面にて、エラーメッセージが表示
されない事を確認して下さい。

（3）ほかのデバイスにある「MODEL 8212USB」の項目
で、右クリックします。
（4）「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンイン
ストールします。

（11）下図のように「ドライバーソフトウェアが正常に更新さ
れました。」と表示されれば完了です。
「閉じる」を選択して終了して下さい。

（5）パソコンに接続しているUSBコードを一度外して、再
度接続します。
（6）新しいハードウェアが認識されましたら、
「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、
インストールを完了して下さい。
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