KEW Windows for KEW6305
インストールマニュアル

KEW6305の付属ソフトウェアKEW Windows for KEW6305
のインストール手順について説明します。

1．はじめに
●インターフェース
本製品はUSB、Bluetoothインターフェースを装備しています。
通信方式
：USB Ver2.0準拠
Bluetooth仕様
：Bluetooth Ver2.1+EDR準拠(Class2)
対応プロファイル ：SPP
USB、Bluetooth通信で以下のことが行えます。
・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
・パソコンから本体の設定
・本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン
上で測定値とグラフを表示
●パソコンの推奨動作環境
・OS（オペレーションシステム）
対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊
社ホームページを確認してください。
・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
・HDD（ハードディスク）
空き容量1Gbyte以上(Frameworkを含む)
・.NET Framework(3.5以上)
●商標について
・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
・Bluetooth®はBluetooth SIGの商標です。

２．「KEW Windows for KEW6305」のインストール
(Windows 7 / Vista / XP について)
⑴ 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。
⑵ 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
「 自 動 再 生 」 の ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ た ら、
「KEWSetupLauncher2.exeの実行」を選択してください。

⑷ 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。
⑸ 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KEW WindowsV2のインストールを開始
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。
再起動後インストールが開始されます。

⑺ インストールが終了すると下記画面が表示され、続け
てKEW Windows for KEW6305のインストールが開始
されます。
⑸で再起動した場合は、マイコンピュータのCDドライ
ブをダブルクリックしてください。下記の画面が表示
されます。

再起動しないとアプリケーションがインストールされ
ませんので必ず再起動してください。
⑹「完了」をクリックしてインストールを終了します。

自動でセットアッププログラムが起動しない場合は、CDの中
の「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、
「許可（Ａ）」または「はい（Ｙ）」をクリックしてください。
⑶ 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。

⑻ ⑶、⑷、⑸、⑹を繰り返してインストールを終了し
ます。
※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，「KEW WindowsV2」，「KEW
Windows for KEW 6305」を削除してください。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページか
ら行うことができます。
http://www.kew-ltd.co.jp

⑶ 下記画像が表示されましたら、「KEWSetupLauncher2.
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。

⑵または⑶の画像が確認できない場合は、CDの中の
「KEWSetupLauncher2.exe」を実行してください。
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⑷ 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。

(Windows 8 / 10 について)
⑴ 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。
・KEW Windows for KEW6305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。
⑵ 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。

.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。

3． ＵＳＢドライバのインストール方法

⑶「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」をクリックしてください。

（Windows 7 / Vista）

⑷「インストールが完了しました。」の画面が表示された
らインストール完了です。「完了」をクリックして終了
してください。

⑴ KEW Windows for KEW6305のインストールを終了す
ると、下図が表示されUSBドライバのインストール
が開始されます。
「次へ」をクリックしてください。

⑸ 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。
インターネットに接続できることを確認してください。
正常にインストールを終了させるにはインターネット
接続が必要となります。
⑹ 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KEW Windows V2のインストールを開始
します。
⑺「完了」をクリックしてインストールを終了します。

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。）

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「KEWSetupLauncher2.exe」
を実行してください。

USBのインストールが完了しましたので、KEW6305の電
源を入れPCと接続させご使用ください。

⑻ インストールが終了すると下記画面が表示され、続け
てKEW Windows for KEW6305のインストールが開始
されます。
⑵ エンドユーザライセンス契約の内容を理解していただ
き、「同意する」をチェックして「次へ」をクリック
します。

⑼ ⑷、⑸、⑹、⑺を繰り返してインストールを終了し
ます。
※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，「KEW WindowsV2 」，「KEW
Windows for KEW 6305」を削除してください。

※ USBドライバのインストールを中断した場合は、CD
ドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をク
リックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダ
があります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.
exeを起動させてインストールを開始してください。

USBドライバのインストール方法 （Windows XP）
⑴ KEW Windows for KEW6305のインストールを終了す
ると、下図が表示されUSBドライバのインストールが
開始されます。
「次へ」をクリックしてください。

⑵ エンドユーザライセンス契約の内容を理解していただ
き、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックし
ます。

⑶「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」をクリックしてください。

⑶「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、
「続行」
をクリックしてください。（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。）

⑹ 下図が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にイン
ストールする（推奨）」を選択して、「次へ」をクリッ
クしてください。

⑷「インストールが完了しました。」の画面が表示された
ら、「完了」クリックして終了してください。

⑺ 下図が表示されたら、
「続行」をクリックしてください。
（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。）

⑸ USBのインストールが完了しましたので、KEW6305
の電源を入れＰＣと接続してください。正常に接続さ
れると、下図が表示されるので、「いいえ、今回は接
続しません」を選択し「次へ」をクリックしてください。

⑸「インストールが完了しました。」の画面が表示された
らインストール完了です。「完了」をクリックして終了
してください。

4．「KEW Windows for KEW6305」の起動

⑻ 下図が表示されたらインストール完了です。
「完了」をク
リックして終了し、ご使用ください。

※ USBドライバのインストールを中断した場合は、CD
ドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をク
リックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダ
があります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.
exeを起動させてインストールを開始してください。

MEMO

(Windows 8 / 10 について)
⑴ KEW Windows for KEW6305のインストールを終了す
ると、下図が表示されUSBドライバのインストールが
開始されます。「次へ」をクリックしてください。

⑵ エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していた
だき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリック
します。

MEMO

デスクトップ上の「KEW WindowsV2」アイコンをク
リックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」
→「KEW WindowsV2」をクリックして起動させます。
KEW WindowsV2を起動させる時には、KEW6305の電源
を入れてから、KEW6305とPCを接続してください。
「KEW WindowsV2」メインウィンドウが表示されますの
で、KEW6305を選択して「起動する」をクリックするか、
「KEW6305」をダブルクリックしてKEW6305を起動させ
ます。
また、「閉じる」をクリックするかウィンドウ右上の[×]
をクリックすると、プログラムを終了します。

⑷で「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。）

USBのインストールが完了しましたので、KEW6305の電
源を入れＰＣと接続させご使用ください。
※USBドライバのインストールを中断した場合は、CD
ドライブで右クリックし一覧の中から「開く」をク
リックしてください。
表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダが
あります。DRIVERの中にあるkewusb101_setup.exe
を起動させてインストールを開始してください。

操作方法等の詳細は、デスクトップに作成
されたショートカット（KEW Windows for
KEW6305 取扱説明書）から取扱説明書を
開き、ご覧下さい。

http://www.kew-ltd.co.jp
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