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CF-C2A シリーズ タッチスクリーン アップデート手順書 

公開日：2013 年 3 月 14 日 

 

１．アップデートの目的 

(1) Windows8 用タッチスクリーンのファームウエアを 3044 から 3049 にアップデート

します。アップデートの目的はタッチパネル動作の安定化を図るためです。 

  本アップデート手順は２ページ～５ページをご覧ください。 

(2) Windows7 用タッチスクリーンのファームウエアを 0154 から 0156 にアップデート

します。アップデートの目的はタッチパネル動作の安定化を図るためです。 

  本アップデート手順は６ページ～９ページをご覧ください。 

(3) Windows7 から Windows8 にアップグレードするために、タッチスクリーンのファー

ムウエアを 3049 にアップデートします。 

  本アップデート手順は１０ページ～１３ページをご覧ください。 

(4) Windows8 から Windows7 にダウングレードするために、タッチスクリーンのファー

ムウエアを 0156 にアップデートします。 

  本アップデート手順は１４ページ～１７ページをご覧ください。 

 

２．お願い 

アップデートに失敗しないため、アップデートを行う際には、以下の事項をお守りくだ

さい。 

(1) 管理者の権限でログオンしてください。 

(2) 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。 

(3) USB 機器はすべて外してください。 

(4) 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。 
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３．Windows8 用タッチスクリーンのファームウエアを 3049 にアップデートす

る手順 

 

3.1 アップデートプログラムをダウンロードする。 

ダウンロードページに掲載されている Windows8 用のタッチスクリーンアップデートプ

ログラム(tpfw-3049b.exe)をダウンロードします。 

 

3.2 ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。 

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにタ

ッチスクリーンアップデートプログラムを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラム(tpfw-3049b.exe)をダブルクリックして実行します。 

 

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、［はい］をクリックして

ください。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

展開先フォルダーは標準では「c:\upfw\win8」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 
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 既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記の画面が

表示されます。 

 

 上記の場合、[はい]をクリックしてください。 

 今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。 

 

(4) しばらくするとファイルの展開が完了し、ファイルの展開の完了をお知らせする

画面が表示されます。 
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3.3 展開したファイル中のタッチスクリーンアップデートプログラムを実行し、タッチ

スクリーンをアップデートする。 

 

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続け

て行ってください。 

 

(1) タッチスクリーン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:\upfw\win8）で、タッチスクリーンアップデートプログラム(wmtf3049b.exe)の

アイコンをダブルクリックします。 

 
 

(2) タッチスクリーンアップデートプログラムが起動したら、[Update]をクリックし

ます。 

 

 

アップデートが完了するまで、Windows のシャットダウンや再起動は行わないで

ください。 
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(3) 以下の画面が表示されれば、タッチスクリーンのアップデートは完了です。 

Current Version: 3049 

New Version    : 3049 

   FW update for Windows8 was completed successfully. 

 

 

以上で、 

３．Windows8 用タッチスクリーンのファームウエアを 3049 にアップデートする手順 

の作業は完了です。 
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４．Windows7 用タッチスクリーンのファームウエアを 0156 にアップデートす

る手順 

 

4.1 アップデートプログラムをダウンロードする。 

ダウンロードページに掲載されている Windows7 用のタッチスクリーンアップデートプ

ログラム(tpfw-0156b.exe)をダウンロードします。 

 

4.2 ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。 

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにタ

ッチスクリーンアップデートプログラムを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラム(tpfw-0156b.exe)をダブルクリックして実行します。 

 

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、［はい］をクリックして

ください。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

展開先フォルダーは標準では「c:\upfw\win7」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 
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 既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記の画面が

表示されます。 

 

 上記の場合、[はい]をクリックしてください。 

 今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。 

 

(4) しばらくするとファイルの展開が完了し、ファイルの展開の完了をお知らせする

画面が表示されます。 
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4.3 展開したファイル中のタッチスクリーンアップデートプログラムを実行し、タッチ

スクリーンをアップデートする。 

 

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続け

て行ってください。 

 

(1) タッチスクリーン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:\upfw\win7）で、タッチスクリーンアップデートプログラム(wmtf0156b.exe)の

アイコンをダブルクリックします。 

 

 

(2) タッチスクリーンアップデートプログラムが起動したら、[Update]をクリックし

ます。 

 

 

アップデートが完了するまで、Windows のシャットダウンや再起動は行わないく

ださい。 
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(3) 以下の画面が表示されれば、タッチスクリーンのアップデートは完了です。 

Current Version: 0156 

New Version    : 0156 

   FW update for Windows7 was completed successfully. 

 

 

以上で 

４．Windows7 用タッチスクリーンのファームウエアを 3049 にアップデートする手順 

の作業は完了です。 
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５．Windows7 から Windows8 にアップグレードするために、タッチスクリーンの

ファームウエアを 3049 にアップデートする手順 

 

本手順は、Windows8 にアップグレードする直前に、Windows7 上で実施してください。 

 

5.1 アップデートプログラムをダウンロードする。 

ダウンロードページに掲載されている Windows8 用のタッチスクリーンアップデートプ

ログラム(tpfw-3049b.exe)をダウンロードします。 

 

5.2 ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。 

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにタ

ッチスクリーンアップデートプログラムを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラム(tpfw-3049b.exe)をダブルクリックして実行します。 

 

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、［はい］をクリックして

ください。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

展開先フォルダーは標準では「c:\upfw\win8」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 
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 既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記の画面が

表示されます。 

 

 上記の場合、[はい]をクリックしてください。 

 今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。 

 

(4) しばらくするとファイルの展開が完了し、ファイルの展開の完了をお知らせする

画面が表示されます。 
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5.3 展開したファイル中のタッチスクリーンアップデートプログラムを実行し、タッチ

スクリーンをアップデートする。 

 

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続け

て行ってください。 

 

(1) タッチスクリーン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:\upfw\win8）で、タッチスクリーンアップデートプログラム(wmtf3049b.exe)の

アイコンをダブルクリックします。 

 
 

(2) タッチスクリーンアップデートプログラムが起動したら、[Update]をクリックし

ます。 

 

 

アップデートが完了するまで、Windows のシャットダウンや再起動は行わないで

ください。 
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(3) 以下の画面が表示されれば、タッチスクリーンのアップデートは完了です。 

Current Version: 3049 

New Version    : 3049 

   FW update for Windows8 was completed successfully. 

 

 

以上で 

５．Windows7 から Windows8 にアップグレードするために、タッチスクリーンのファー

ムウエアを 3049 にアップデートする手順 

の作業は完了です。 
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６．Windows8 から Windows7 にダウングレードするために、タッチスクリーンの

ファームウエアを 0156 にアップデートする手順 

 

本手順は、Windows7 にダウングレードした後に、Windows7 上で実施してください。 

 

6.1 アップデートプログラムをダウンロードする。 

ダウンロードページに掲載されている Windows7 用のタッチスクリーンアップデートプ

ログラム(tpfw-0156b.exe)をダウンロードします。 

 

6.2 ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。 

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにタ

ッチスクリーンアップデートプログラムを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたプログラム(tpfw-0156b.exe)をダブルクリックして実行します。 

 

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、［はい］をクリックして

ください。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

展開先フォルダーは標準では「c:\upfw\win7」が設定されています。 

[OK]をクリックしてください。 
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 既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記の画面が

表示されます。 

 

 上記の場合、[はい]をクリックしてください。 

 今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。 

 

(4) しばらくするとファイルの展開が完了し、ファイルの展開の完了をお知らせする

画面が表示されます。 
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6.3 展開したファイル中のタッチスクリーンアップデートプログラムを実行し、タッチ

スクリーンをアップデートする。 

 

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続け

て行ってください。 

 

(1) タッチスクリーン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:\upfw\win7）で、タッチスクリーンアップデートプログラム(wmtf0156b.exe)の

アイコンをダブルクリックします。 

 

 

(2) タッチスクリーンアップデートプログラムが起動したら、[Update]をクリックし

ます。 

 

 

アップデートが完了するまで、Windows のシャットダウンや再起動は行わないで

ください。 
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(3) 以下の画面が表示されれば、タッチスクリーンのアップデートは完了です。 

Current Version: 0156 

New Version    : 0156 

   FW update for Windows7 was completed successfully. 

 

 

以上で 

６．Windows8 から Windows7 にダウングレードするために、タッチスクリーンのファー

ムウエアを 0156 にアップデートする手順 

の作業は完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


