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●本ソフトウェアによるバージョンアップ内容 （V1.03 * V.1.04）
ハイブリッドGPS機能で使用する地図データを、カメラに追加することができるようになりました。

.地図データを更新する
カメラに内蔵されている地図データに対して、メモリーカードを使用してデータを追加できます。追加する地図データは
カメラの内蔵メモリーに記録されるので、以下の手順で地図データを更新した後は、別のメモリーカードを使用しても、
追加した地図データを利用することができるようになります。地図データのダウンロード方法については、カシオデジタ
ルカメラオフィシャルWebサイト（http://casio.jp/dc/）をご覧ください。

1. カメラの電源を切り、空き容量のあるメモリーカードをカメラに入れる
• カメラでフォーマットしたメモリーカードを使用してください（メモリーカードをフォーマットすると、カード内の

データはすべて消去されますのでご注意ください）。
• 追加する地図データをコピーできるだけの空き容量のあるメモリーカードを使用してください。

2. 付属のUSBケーブルを使用して、カメラをパソコンに接続する
• 接続方法は、取扱説明書の「画像をパソコンに保存する／パソコンで見る」をご覧ください。

3. カメラの電源を入れる

4. パソコンにダウンロードした地図データを、メモリーカードのルートディレクトリー（ドライブの
直下）にドラッグアンドドロップしてコピーする
• Windows 7／Windows Vista：“スタート”*“コンピュータ”*“リムーバブルディスク”の順でクリックします。
• Windows XP：“スタート”→“マイコンピュータ”*“リムーバブルディスク”の順でクリックします。
• Macintosh：デスクトップに表示された“CASIO-DSC”アイコンをダブルクリックします。

5. コピーが完了したら、カメラの電源を切り、カメラをパソコンからはずす

6. カメラの電源を入れ、【ý】（地図）を押す

7.【MENU】を押し、“地図設定”タブ*“地図データ更新”と選び、【6】を押す

8.【8】【2】で“更新実行”を選び、【SET】を押す
 “処理中です　しばらくお待ちください”とメッセージが表示されたのち、地図データが更新されます。

• 追加した地図データは、カメラの内蔵メモリーをフォーマットすると消去されますので、あらかじめ追加地図データをパ
ソコンに保存（バックアップ）しておくことをおすすめします。
• 著作権により保護されているデータの場合は、データを取得するときに登録したカメラにのみ追加できます。
• 複数の同じ縮尺の地図データを追加し、それら地図データに重複する領域がある場合は、後から追加した地図データが優

先して表示されます。
• 本機能によって追加された地図データと重複した領域のある、同じ縮尺の追加地図データがカメラに入っているメモリー

カードにもある場合、その重複領域はメモリーカード内の地図が優先して表示されます。 

追加する地図データ用の空き容量

製品個体番号

MA1108-A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Standard v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 260
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.34615
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 260
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.34615
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Standard v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [515.906 348.661]
>> setpagedevice


