「デンタルフラッシュ 4.0」バージョンアップガイド
●バージョンアップの際は、
ネットワーク内の全ての「デンタルフラッシュ」を終了し、
USB キーは抜いてください。
●「デンタルフラッシュ 4.0」の対応 OS は Windows7 ／ 8 ／ 8.1 ／ 10 になります。
以下の操作は全て対応 OS のパソコンで行ってください。
●「デンタルフラッシュ」が入っていないパソコンにインストールする場合、手順 １ は
「次へ」ボタンでスキップし、手順 2 へ進んでください。
●「デンタルフラッシュ 3.1」スタンドアロン版をご利用の場合、必ず先に USB キー
を接続したまま、
「スタート」
→
「デンタルフラッシュ 3.1」
→
「アンインストール」を
実行してから以下の手順に進んでください。

１ 登録データのバックアップと旧バージョンのアンインストール
１．インストールメディア (DVD) から、VupSetup.exe を実行します。
※実行のダイアログが立ち上がらない場合は、フォルダを開き
VupSetup.exe をダブルクリックしてください。

２．登録していた症例写真やテキストのバックアップをします。
「旧バージョンの症例写真とテキストを保存」ボタンを押してください。
デスクトップにデータが保存されたら次の画面に移ります。
※旧バージョンのデンタルフラッシュが入っていない場合、バックアップ
するデータが無い場合は「次へ」ボタンでスキップしてください。

３．旧バージョンのアンインストールを行います。

●旧バージョンのデンタルフラッシュをアンインストールします。
●旧バージョンの USB キードライバをアンインストールします。
アンインストール後「PC を再起動してください」と出ますが、ここでは
再起動せず、「OK」ボタンを押し、
「次へ」ボタンを押し次の手順に進ん
でください。
※デンタルフラッシュや USB キードライバが入っていないパソコンに
インストールする場合は、「次へ」ボタンでスキップしてください。

2 ソフトのインストール

A

B

C

A

「デンタルフラッシュ 4.0」と「USB キードライバ」をまとめてインストールします。

B
C

「デンタルフラッシュ 4.0」のみをインストールします。
「USB キードライバ」のみをインストールします。

※USB キーを接続しているパソコンに
のみ USB キードライバが必要です。

4

１

A

または

B

のボタンを押すと「使用許諾契約」

の画面に移行します。内容を確認し、「同意する」
ボタンを押してください。

インストールが 100％になると、ショートカットアイ
コンを作成の確認ダイアログが表示されます。作成する

2

場合「はい」を押してください。
引き続き、スタートメニューにショートカットを作成す
るダイアログが表示されます。作成する場合「はい」を
押してください。

5
インストールする場所を確認し、
［インストール］ボタンを押します。

3
インストール完了の画面が表示されましたら、USB キー
ドライバもインストールする場合は「次へ」を押してく
ださい。
「デンタルフラッシュ 4.0」のみのインストールの場合、
終了画面に移りますので、［終了］ボタンを押してくだ
インストールが開始されます。

さい。

3 USB キードライバのインストール（USB キー接続 PC のみ）
［キードライバのインストール］ボタンを押すとインストールが開始されま
す。

インストールが終了すると、終了画面が表示されます。
［終了］ボタンで画面を閉じると、再起動の確認ダイアログが表示されます
ので、必ず再起動してください。

4 USB キーのバージョンアップ
１．パソコンに「メモリスティック」を接続します。

メモリスティック

●必ず USB キードライバの入っているパソコンに USB キーを接続して行ってください。
●「メモリスティック」はネットワーク内のどのパソコンに接続してもかまいません。
●USB キーのバージョンアップはネットワーク内の１台のパソコンで１回実行していた
だくだけで完了します。全てのパソコンで行う必要はございません。

２．
「メモリスティック」内のプログラムを実行します。
「メモリスティック」内にある「usb バージョンアップ」をダブルクリックします。

３．USB キーのバージョンアップを行います。
● USB キーが自端末に接続されている場合
上の「バージョンアップ実行」ボタンを押します。

● USB キーが他のパソコンに接続されている場合
下の「バージョンアップ実行」ボタンを押します。
USB キーが接続されているパソコンの IP アドレスを入力します。

正常にバージョンアップが完了すると「処理を完了しました。」というメッセージ
が表示されますので、「OK」を押します。

４．
「メモリスティック」をパソコンから取り外します。
●「USB バージョンアップ」でのバージョンアップは１回のみ実行可能です。
メモリスティック

■ よくある質問（バージョンアップ編）

q
a
q

手順 １ でバックアップした旧バージョンのデータは、自動的に「デンタルフラッシュ 4.0」に反映されますか？
いいえ。「デンタルフラッシュ 4.0」はメニュー数や写真登録パネル数が増えた仕様により、バックアップデータをそ
のまま反映することは出来ません。
お手数ですが、デスクトップに保存されたデータを、操作マニュアル P25 〜を参照して、改めて登録お願いします。
尚、1 台のパソコンに登録すれば、他のパソコンには設定情報のコピー（操作マニュアル P16 〜参照）で登録情報が
コピーできます。

旧バージョンを WindowsXP で利用していましたが、Windows7 ／ 8 ／ 8.1 ／ 10 に入れ替えたので、
「デンタルフラッシュ 4.0」バージョンアップ版を購入しました。バージョンアップの手順を教えて下さい。

a

手順 １ は「次へ」ボタンでスキップし、手順 2 からインストールしてください。
登録していた症例写真等は、旧バージョンの［設定］→［バックアップ］から外部メモリ等に保存し、お手数ですが改め
て症例登録をお願い致します。

q

パソコンを入れ替えたので、
「デンタルフラッシュ 4.0」を再インストールしたいのですが、バージョンアップ版と
同じ DVD でインストールしていいですか？

a

はい。手順 １ は「次へ」ボタンでスキップし、手順 2 へ進んでください。登録した症例写真等は、他のパソコンから
設定情報のコピー機能を使うか、古いパソコンからバックアップして外部メモリ等に保存し、新しいパソコンでリストア
してください。（操作マニュアル P29 参照）
※スタンドアロン版をご利用の場合、必ず入れ替え前のパソコンで、USB キーを接続したまま、
「スタート」→「デンタルフラッシュ 4.0」→「アンインストール」を実行してください。

q
a

スタンドアロン版を利用していました。パソコンを入れ替えたので、新しいパソコンに「デンタルフラッシュ 4.0」を
入れましたが、 接続されている「USB キー」が違うため＊＊＊ とエラーが表示され起動できません。
「デンタルフラッシュ 3.1」「デンタルフラッシュ 4.0」のスタンドアロン版は、USB キーにご利用のパソコンのハード
ウェア情報が書き込まれる為、USB キーを差し替えるだけではご利用いただけません。入れ替え前のパソコンで、必ず
USB キーを接続したまま、「スタート」
→「デンタルフラッシュ＊＊」
→「アンインストール」を実行してください。
※入れ替え前のパソコンでアンインストールができない場合、弊社にて USB キーを交換しますが、
有償 (5,000 円 + 消費税 )
になりますので、ご了承ください。

■ 動作環境
OS

Windows7（32bit・64bit） Windows8（32bit・64bit）
Windows8.1（32bit・64bit） Windows10（32bit・64bit）

CPU

2 コア以上の 32bit または 64bit プロセッサー

メモリ

単独起動の場合 2GB 以上（他のソフトと同時起動の場合は4GB以上推奨）

モニター

1024 × 768 以上の Windows 対応ディスプレイ
24bitカラー以上（推奨32bitカラー）

ハードディスク

インストール用として C ドライブに 3GB 以上の空き容量
（アニメキャプチャ保存用空き容量は別途必要）

ドライブ

DVD-ROM が読込可能なドライブ（インストール時に必要）

ポート

USB ポート

その他

印刷機能を使用する際は別途プリンターをご用意ください。
PC 上でトラブルシューティングをご覧になられる場合は、Adobe Reader 等
PDF 閲覧ソフトが必要になります。

※ネットワーク版はネットワークが正しく接続されている場合に限り有効です。
※Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

