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カメラとパソコンの通信用ソフトウェア

E
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OS Utility
 カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。
 パソコン上でカメラの各種設定を行うことができます。
 カメラとパソコンを接続してリモート撮影を行うことができます。

画像表示／編集用ソフトウェア

D
デジタル

igital P
フォト

hoto P
プロフェッショナル

rofessional
 撮影した画像をパソコン上で高速に表示／編集／印刷することができます。
 オリジナル状態を残したまま画像を編集することができます。
 アマチュアからプロの方まで幅広くお使いいただけるソフトウェアです。
特に、RAW 画像を主に撮影される方におすすめします。

画像表示／編集用ソフトウェア
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X
 撮影した画像をパソコン上で表示／編集／印刷することができます。
 画像を撮影日時やテーマで整理／分類することができます。
 デジタルカメラを初めてお使いになる初心者からアマチュアの方におすすめするソフト
ウェアです。
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このＣＤには、以下のソフトウェアが収録されています。

ソフトウェア使用説明書
このCDには、上記ソフトウェアの使用説明書ファイル (PDF 形式 )が収録されています。
 この CDは、パソコンに入れても自動起動や使用説明書ファイルのインストールはされません。以下の操作で使
用説明書ファイルをパソコンにコピーしてください。
 使用説明書ファイル (PDF 形式 ) を見るには、Adobe 社のAdobe Reader がインストールされている必要が
あります。

 使用説明書ファイルのコピー方法と見かた 
 CDをパソコンに入れて、[ マイ コンピュータ ] 内の CD-ROMドライブをダブルクリックして開き、[Japanese]
フォルダ内にある以下のファイルを、パソコン上にコピーしてください。

1 カメラとパソコンがつながっていないことを確認する
   ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを絶対につなげないでください。
インストールが正しく行われません。

2 EOS DIGITAL Solution Disk（CD）を入れる
3 [ おまかせインストール]をクリックしてインストールをはじめる

 以降のインストール操作は、表示される画面の指示にしたがって進めてください。

 インストールが終了すると、手順 4の画面が表示されます。

4 [ 再起動 ]をクリックする
5 パソコンが再起動したら、CDを取り出す

  カメラからの画像取り込みは、EOS Utility 使用説明書（PDF 形式の電子マニュ
アル）を参照してください。

  別売のアクセサリー用ソフトウェアである「WFT Utility」と「Original Data 
Security Tools」も一緒にインストールされます。不要な方は削除してください。

対応OS

EOS Utility 使用説明書
（EOS-1Ds Mark Ⅱ、5D、Kiss Digital X 用）

Digital Photo Professional 使用説明書
（全てのEOS DIGITAL カメラ用）

Picture Style Editor 使用説明書
（全てのEOS DIGITAL カメラ用）

EOS Utility 使用説明書
（EOS-1D Mark Ⅲ、40D用）

ZoomBrowser EX 使用説明書
（全てのEOS DIGITAL カメラ用）

* このマークは、テクニカルコミュニケーター協会が定めた、「画面で見るマニュアル」を示すマークです。

CD-ROM ガイド

Windows Vista Windows XP SP2 Windows 2000 SP4

*

EU2.1b_W_J

DPP3.1_W_J

EU2.1a_W_J

ZB5.8a_W_J

ソフトウェアのインストール

EOS DIGITAL Solution Disk
This CD contains the following software.

Software Instruction Manual
The Instruction Manual files (PDF format) for the above software are contained on this CD.

 Only loading this CD in your computer will not cause the Instruction Manual files to automatically 
open or the files to automatically install. Copy the Instruction Manual files to your computer with the 
following procedure. 

 Adobe Reader (by Adobe) must be installed to view the Instruction Manual files (PDF format).
 Copying/Viewing the Instruction Manual files 

 Load the CD into your computer. From [My Computer], double-click and open the CD-ROM drive, and 
then from the [English] folder, copy the following files to your computer.

EOS Utility Instruction Manual
(for EOS-1Ds Mark II, 5D, DIGITAL REBEL XTi/400D 
DIGITAL)

Digital Photo Professional Instruction Manual
(for all EOS DIGITAL cameras)

Picture Style Editor Instruction Manual
(for all EOS DIGITAL cameras)

EOS Utility Instruction Manual
(for EOS-1D Mark III, 40D)

ZoomBrowser EX Instruction Manual
(for all EOS DIGITAL cameras)

CD-ROM Guide

EU2.1b_W_E

DPP3.1_W_E

EU2.1a_W_E

ZB5.8a_W_E

EOS Utility 
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 Double-click a copied Instruction Manual file to view the Instruction Manual. コピーした使用説明書ファイルをダブルクリックすると、使用説明書を見ることができます。

PSE1.0_W_E PSE1.0_W_CPSE1.0_W_J

Communication Software for the Camera and Computer

EOS Utility 
 You can download images you have shot with the camera to your computer.
 You can set the various settings of the camera from your computer.
 You can shoot photos remotely by connecting the camera with your computer.

Image Viewing and Editing Software

Digital Photo Professional
 You can view, edit and print shot images on your computer at high-speed.
 You can edit images with originals remaining unchanged.
 Can be used by a wide range of users from amateurs to professionals. It is 
especially recommended for users who mainly shoot RAW images.

Image Viewing and Editing Software

ZoomBrowser EX 
 You can view, edit and print shot images on your computer.
 You can organize and sort images by shooting date or theme.
 Recommended for novices who are using a digital camera for the first time and 
amateur users.

Picture Style File Creating Software

Picture Style Editor
 You can edit Picture Style to your unique image characteristics and create/save 
an original Picture Style file.

Windows XP SP2 Windows 2000 SP4Compatible OS Windows Vista

1 Check that the camera is not connected to your computer.
Never connect the camera to your computer before you install the software.
The software will not be installed correctly.

2 Insert the EOS DIGITAL Solution Disk (CD).

3 Click [Easy Installation] to start installation.
 Follow the windows displayed for the rest of the installation procedure.

 When installation ends, the window for step 4 appears.

4 Click [Restart].

5 Once your computer has restarted, remove the CD.
To download images from the cameras, refer to the EOS Utility Instruction 
Manual (PDF electronic manual).

“WFT Utility” and “Original Data Security Tools” software for the 
accessories (sold separately) will also be installed. If not necessary, 
uninstall the software.

Installing the Software

ピクチャースタイルファイル作成用ソフトウェア
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 ピクチャースタイルを自分好みの画像特性に編集して、オリジナルのピクチャースタイル
ファイルとして作成／保存することができます。

Picture Style Editor

Windows Windows日本語 English Windows



カメラとパソコンの通信用ソフトウェア
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tility
 カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。
 パソコン上でカメラの各種設定を行うことができます。
 カメラとパソコンを接続してリモート撮影を行うことができます。

画像表示／編集用ソフトウェア
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 撮影した画像をパソコン上で高速に表示／編集／印刷することができます。
 オリジナル状態を残したまま画像を編集することができます。
 アマチュアからプロの方まで幅広くお使いいただけるソフトウェアです。
特に、RAW 画像を主に撮影される方におすすめします。

画像表示／編集用ソフトウェア
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 撮影した画像をパソコン上で表示／編集／印刷することができます。
 画像を撮影日時やテーマで整理／分類することができます。
 デジタルカメラを初めてお使いになる初心者からアマチュアの方におすすめするソフト
ウェアです。
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このＣＤには、以下のソフトウェアが収録されています。

ソフトウェア使用説明書
このCDには、上記ソフトウェアの使用説明書ファイル (PDF 形式 )が収録されています。
 この CDは、パソコンに入れても自動起動や使用説明書ファイルのインストールはされません。以下の操作で使
用説明書ファイルをパソコンにコピーしてください。
 使用説明書ファイル (PDF 形式 ) を見るには、Adobe 社のAdobe Reader がインストールされている必要が
あります。

 使用説明書ファイルのコピー方法と見かた 
 CDをパソコンに入れて、デスクトップ上に表示されるCD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、[Japanese]
フォルダ内にある以下のファイルを、パソコン上にコピーしてください。

1 カメラとパソコンがつながっていないことを確認する
2 EOS DIGITAL Solution Disk（CD）を入れる
3 [インストール]をクリックしてインストールをはじめる

 以降のインストール操作は、表示される画面の指示にしたがって進めてください。

 インストールが終了すると、手順 4の画面が表示されます。

4 [ 終了 ]をクリックする
5 CDを取り出す

  カメラからの画像取り込みは、EOS Utility 使用説明書（PDF 形式の電子マニュ
アル）を参照してください。

  別売のアクセサリー用ソフトウェアである「WFT Utility」も一緒にインストール
されます。不要な方は削除してください。

対応OS

EOS Utility 使用説明書
（EOS-1Ds Mark Ⅱ、5D、Kiss Digital X 用）

Digital Photo Professional 使用説明書
（全てのEOS DIGITAL カメラ用）

Picture Style Editor 使用説明書
（全てのEOS DIGITAL カメラ用）

EOS Utility 使用説明書
（EOS-1D Mark Ⅲ、40D用）

ImageBrowser 使用説明書
（全てのEOS DIGITAL カメラ用）

CD-ROM ガイド
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Communication Software for the Camera and Computer

EOS Utility 
 You can download images you have shot with the camera to your computer.
 You can set the various settings of the camera from your computer.
 You can shoot photos remotely by connecting the camera with your computer.

Image Viewing and Editing Software

Digital Photo Professional
 You can view, edit and print shot images on your computer at high-speed.
 You can edit images with originals remaining unchanged.
 Can be used by a wide range of users from amateurs to professionals. It is 
especially recommended for users who mainly shoot RAW images.

Image Viewing and Editing Software

ImageBrowser
 You can view, edit and print shot images on your computer.
 You can organize and sort images by shooting date or theme.
 Recommended for novices who are using a digital camera for the first time and 
amateur users.

EOS DIGITAL Solution Disk
This CD contains the following software.

Software Instruction Manual
The Instruction Manual files (PDF format) for the above software are contained on this CD.

 Only loading this CD in your computer will not cause the Instruction Manual files to automatically 
open or the files to automatically install. Copy the Instruction Manual files to your computer with the 
following procedure.

 Adobe Reader (by Adobe) must be installed to view the Instruction Manual files (PDF format).
 Copying/Viewing the Instruction Manual files 

 Load the CD into your computer. On your computer’s desktop, double-click and open the CD-ROM 
icon, and then from the [English] folder, copy the following files to your computer. 

1 Check that the camera is not connected to your computer.

2 Insert the EOS DIGITAL Solution Disk (CD).

3 Click [Install] to start installation.
Follow the windows displayed for the rest of the installation procedure.

 When installation ends, the window for step 4 appears.

4 Click [Exit].

5 Remove the CD.
To download images from the cameras, refer to the EOS Utility Instruction 
Manual (PDF electronic manual).

“WFT Utility” software for the accessories (sold separately) will also be 
installed. If not necessary, uninstall the software.

Compatible OS

CD-ROM Guide

Installing the Software

Mac OS X 10.3 Mac OS X 10.4

EOS Utility Instruction Manual
(for EOS-1Ds Mark II, 5D, DIGITAL REBEL XTi/400D 
DIGITAL)

Digital Photo Professional Instruction Manual
(for all EOS DIGITAL cameras)

Picture Style Editor Instruction Manual
(for all EOS DIGITAL cameras)

EOS Utility Instruction Manual
(for EOS-1D Mark III, 40D)

ImageBrowser Instruction Manual
(for all EOS DIGITAL cameras)
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Mac OS X 10.3 Mac OS X 10.4
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* このマークは、テクニカルコミュニケーター協会が定めた、「画面で見るマニュアル」を示すマークです。
 Double-click a copied Instruction Manual file to view the Instruction Manual. コピーした使用説明書ファイルをダブルクリックすると、使用説明書を見ることができます。
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Picture Style Editor
Picture Style File Creating Software

Picture Style Editor
 You can edit Picture Style to your unique image characteristics and create/save 
an original Picture Style file.

ピクチャースタイルファイル作成用ソフトウェア
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 ピクチャースタイルを自分好みの画像特性に編集して、オリジナルのピクチャースタイル
ファイルとして作成／保存することができます。

ソフトウェアのインストール

Macintosh日本語 MacintoshEnglish Macintosh


