RTR-5 シリーズをお使いのお客様へ
RTR-500DC を RTR-57U としてお使いになるには
RTR-500DC は、本体のモードを移行することで RTR-5 シリーズのデータコレクタとしてお使いい
ただくことができます。

RTR-500DC モード

RTR-57 モード
モード移行

RTR-500 シリーズデータロガー、
RTR-500C と無線通信
RTR-5 シリーズデータロガー、
RTR-5 として登録した RTR-500 シ
リーズデータロガー*と無線通信
* 無線通信距離は 100m です。

必要なソフトウェア
RTR-500DC for Windows

必要なソフトウェア
T&D Recorder for Windows (Ver.2.70 以降 )

利用するモードによって必要なソフトウェアが異なります。本体のモードと使用するソフトウェアの組み合わせが正しくない
場合は、本体がパソコンに認識されません。
RTR-500DC を RTR-57U として利用する場合は、ソフトウェア・取扱説明書の
RTR-57U の部分を RTR-500DC に読み替えてご利用ください。

"RTR-500DC" と読み替えてください。

RTR-57 モードでは RTR-5 シリーズの性能で動作します。RTR-500 シリーズの機能を利用することはできません。

最新版のソフトウェアをインストールする
111付属 CD-ROM 内より、使用する親機に対応したイン
ストーラを起動します。

インストーラ（1exe）と取扱説明書（1pdf）の保存フォルダ
RTR-57 モード \T&D Recorder for Windows

* ソフトウェアの動作には Windows XP
（SP2）
以上が必要です。

旧バージョンのソフトウェアの設定を引き継ぐ場合は、
以前のソフトウェアがインストールされていたフォルダ
にインストールしてください。

333付属の USB ケーブルで、パソコンと RTR-500DC を接
続します。

自動で USB ドライバのインストールが始まります。

旧バージョンのソフトウェアが
インストールされている場合、
下記ウィンドウが表示されます。
[ 削除 ] を選択し、現在インストー
ル済みのソフトウェアをアンイ
ンストールします。

WindowsXP をお使いの場合、[ 新しいハードウェアの検索ウィザード ]
ウィンドウが表示されます。詳しくは裏面の [Tips-USB ドライバのイ
ンストール手順 (Windows XP)] をご覧ください。

222画面の指示に従い、ソフトウェアをインストールしま

す。下記警告画面が表示された場合、[ 続行 ] または [ イ
ンストール ] ボタンをクリックします。

Windows 7 / Windows Vista の場合

Windows XP の場合

[ いいえ、今回は接続しません ]

[ ソフトウェアを自動的に
インストールする（推奨）]

444USB ドライバのインストールが完了します。
[ インストール ] ボタン

[ 続行 ] ボタン

>> 裏面へ続きます

RTR-500DC を RTR-57 モードにする
RTR-57U として利用するために、RTR-500DC を RTR-57 モードにする手順について説明します。

RTR-500DC 本体の操作方法について
本体の具体的な操作方法については、付属 CD-ROM 内の "RTR-57 モード 操作ガイド "(PDF マニュアル ) をご覧く
ださい。
CD-ROM:\RTR-57 モード \RTR-57 モード1操作ガイド 1pdf

RTR-500DC の準備をする

RTR-57 モードに設定する

111RTR-500DC に電池をセットします。
222電池をセットすると自動的に電源が入ります。

111[ 動作設定 ] - [RTR-57 モード移行 ] から [RTR-57 モー
ドへ移行する ] を選択します。

222RTR-500DC 本体が再起動し、RTR-57 モードに設定さ

時刻合わせのメッセージが表示された後、メインメ
ニューが表示されることを確認します。

れます。

約 5 秒後

333[ 動作設定 ] - [ 時刻設定 ] から本体の時刻を合わせます。
設定箇所・数値の変更：ジョグダイヤルを回す
設定箇所・数値の決定：ジョグダイヤルを押す
設定終了： カーソルを [ 戻る ] に合わせジョグダイヤ
ルを押す

RTR-57U にある登録情報を RTR-500DC に移す
既存の RTR-57U の登録情報を RTR-500DC に移行する手順について説明します。
RTR-57U の登録情報をパソコンに吸い上げる

RTR-500DC に登録情報を設定する

111T&D Recorder for Windows を起動し、RTR-57U をパ

111T&D Recorder for Windows を起動し、RTR-500DC を

222[ 子機登録 ] アイコンをクリックし、子機

222[ 子機登録 ] アイコンをクリックし、子機

333[ 登録情報取得 ] ボタンをクリックします。

333[ ファイル ] - [ 登録ファイルを開く ] をクリックします。

ソコンに接続します。

登録ウィンドウを開きます。

しばらくすると、[ 登録情報一覧 ] に登録情報が表示さ
れます。

444[ ファイル ] - [ 登録内容をファイルに保存 ] をクリック
します。

パソコンに接続します。

登録ウィンドウを開きます。

"RTR-57U の登録情報をパソコンに吸い上げる - 手順
4" で保存したファイル名を開きます。

444[ 一覧の情報を転送 ] ボタンをクリックします。
RTR-500DC に登録情報が送信されます。

任意のファイル名をつけて、登録内容をファイルに保
存します。

http://www.tandd.co.jp/
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