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2004 年秋冬モデル～2008 年秋冬モデル対象 

(Windows XP / Vista) 

Hotkey Appendix アップデート手順書 
公開日 2012/01/31  

更新日 2012/02/14  

 

本書では、上記機種の Hotkey Driver を 11.1.1100.0 に、Hotkey Appendix をバージョン

V8.00L10S M00.01 にアップデートする手順について説明しています。 

 

【対象機種】 

CF-F8E シリーズ 

CF-Y8E、Y7D、Y7C、Y7B、Y7A、Y5M、Y5L、Y5K、Y4J、Y4H、Y4G、Y2F、Y2E シリーズ 

CF-W8E、W7D、W7C、W7B、W5A、W5C、W5Q、W5M、W5L、W5N、W5K、W4J、W4H シリーズ 

CF-W4G、W4W、W2F、W2E シリーズ 

CF-T8E、T7D、T7C、T7B、T5A、T5M、T5L、T5N、T5K、T4J、T4H、T4G、T4W シリーズ 

CF-T2F、T2V、T2E シリーズ 

CF-R8E、R7D、R7C、R7B、R6A、R6M、R6P、R5L、R5K、R4J、R4H、R4G、R4W シリーズ 

CF-R3F、R3E シリーズ 

 

【ご注意】 

Hotkey Driver / Hotkey Appendix アップデートプログラムを実行する際は、必ず「管

理者」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わず

に管理者の権限でログオンして操作してください。） 

 

【お願い】 

Hotkey Driver および Hotkey Appendix をアップデートする際は以下のことをお守りく

ださい 

・ AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておい

てください 

・ Hotkey Driver/ Hotkey Appendix のアップデートプログラム以外のアプリ

ケーションソフトはすべて終了してください 

・ Fn キーと F1～F10 キーを同時に押さないでください 

 

 

アップデートは下記の流れで行います。 

 

1. Hotkey Appendix のバージョン確認 

2. アップデートプログラムをダウンロードと展開 

3. Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデート 

4. Hotkey Driver および Hotkey Appendix の更新の確認 
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1. Hotkey Appendix のバージョン確認 

Hotkey Appendix のバージョンは、下記の手順で確認します。 

 

(1) スタートメニューより、[すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] 

- [PC 情報ビューアー]を起動します 

 

(2) [プログラム 2]のタブをクリックします 

 

(3) バージョン情報を確認します。 

バージョンが「8.0.1019.1」または「V8.00L10S M00.01」と表示されている場合には、

アップデートの必要はありません。表示されているバージョンが異なる場合は、次

ページからの手順に従って、Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデ

ートを行って下さい。 

 
(画面は機種によって多少異なります) 

 

※ バージョンが「V8.00L10S M00...」のように省略表示されている場合は、下図のよ

うに「バージョン」と表記されているヘッダー部分の右端にマウスカーソルを移動

させ、ダブルクリックすると、省略されている部分を表示することができます 

 



 3

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開 

Hotkey Driver および Hotkey Appendix をアップデートするためには、まずダウンロード

ページに掲載されているプログラム（hkeyapp_d120052.exe）をダウンロードした後、対象

機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。 

  
 (Windows XP の場合) (Windows Vista の場合) 

 

(2) 「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」をクリックします。 

 

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリ

ックしてください。 

 

(4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラム

が自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必

ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください） 

展開先フォルダーは標準では「c:\util2\hkeyapp\」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー

が開きます。（展開が完了するには約 15 秒かかります） 
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3. Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデート 

※旧バージョンの Hotkey Appendix が既にアンインストールされている場合は、手順(4)か

ら実行してください。 

 

(1) アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\util2\hkeyapp）を

エクスプローラで開き、setup（ファイルの種類がアプリケーションと表示される

ファイル。拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）のアイコンをダブルク

リックします。 

 

(2) 旧バージョンの Hotkey Appendix のアンインストール処理が開始されます。 

以下のいずれかのダイアログが表示されましたら[OK]または[はい(Y)]を選択してく

ださい。 

  
 

(3) 次に(a) (b)いずれかのダイアログが表示されますので、それぞれの指示に従ってく

ださい。 

 

(a) 以下のダイアログが表示された場合、[完了]を押した後、Windows を再起動して

ください。再起動後にアンインストール処理が完了します。 

※次の項目(4)に移る前に、必ず Windows を再起動してください 
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(b) 以下のダイアログが表示された場合は、[再起動(R)]を選択してください。 

 

 

次に以下のダイアログが表示されますので、必ず「はい、今すぐｺﾝﾋﾟｭｰﾀを再起動

します。」を選択した状態で[完了]を選択してください。Windows が自動的に再起

動し、アンインストール処理が完了します。 

 

 

(4) アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\util2\hkeyapp）を

エクスプローラで開き、setup（ファイルの種類がアプリケーションと表示されるフ

ァイル。拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）のアイコンをダブルクリ

ックします。 



 6

(5) Hotkey Driver および Hotkey Appendix のインストール処理が開始されます。 

以下のダイアログが表示されたら、[次へ]を選択し、次の画面で[ｲﾝｽﾄｰﾙ]を選択して

ください 

※ インストール中に黒い画面が表示されますが、異常ではありません 

※ 手順(3)で Windows を再起動しなかった場合、インストール中にコンピューターが

再起動もしくは異常停止する場合があります。その場合は、手順(4)からやり直し

てください 

 

 

(6)以下のダイアログが表示されたら、[完了]を選択してください。 

再起動後にインストール処理が完了します。 
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4. Hotkey Driver および Hotkey Appendix の更新の確認 

Hotkey Driver および Hotkey Appendix のバージョンは、下記の手順で確認します。 

 

(1) スタートメニューより、[すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] 

- [PC 情報ビューアー]を起動します 

 

(2) [プログラム 2]のタブをクリックします 

 

(3) Hotkey Appendix のバージョン情報を確認します。 

バージョンが「8.0.1019.1」もしくは「V8.00L10S M00.01」と表示されていれば、Hotkey 

Appendix は正しくアップデートされています。 

 
(画面は機種によって多少異なります) 

 

※ バージョンが「V8.00L10S M00...」のように省略表示されている場合は、下図のよ

うに「バージョン」と表記されているヘッダー部分の右端にマウスカーソルを移動

させ、ダブルクリックすると、省略されている部分を表示することができます 
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(4) [ドライバー]のタブをクリックします 

 

(5) Hotkey Driver のバージョン情報を確認します。 

バージョンが「11.1.1100.0」と表示されていれば、Hotkey Driver は正しくアップデ

ートされています。 

 
(画面は機種によって多少異なります) 

 

 

Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデート作業は以上で完了です。 


