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◇ 1 保証規定                            

1. 使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な

 使用状態で保証期間中に、万一故障した場合は、保証書を本製品に 

 添付のうえ、表記の販売店または弊社までご持参あるいはお送り頂 

 ければ、無料で修理または機械交換を行います。なお、この場合の 

 交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となりますので、予

めご了承お願い致します。 

2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。 

 ① 取扱上の不注意、誤使用による故障および損傷 

 ② 不適切な移動・落下等による故障および損傷 

 ③ 表記の販売店または弊社以外での修理、改造による故障及び 

  損傷 

 ④ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧 

  による故障及び損傷 

 ⑤ 本保証書の提示がない場合 

 ⑥ 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合 

3. お客様に迅速かつ確実なサービスをお届けするため、同一機種また 

 は弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用し 

 ております。なお、故障状況により部品交換方式を採用させて頂く 

 場合がございますのでご了承下さい。 

4. 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害 

 については、弊社ではその責任を負いかねますので、ご了承下さい。 

5. 転居、譲り受け、贈答等の場合で表記の販売店に修理を依頼出来な 

 い場合には、弊社にお問い合わせ下さい。 

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

7. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下 

 さい。 

 ※ 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束する為の 

  もので、これにより弊社及び弊社以外の事業者に対するお客様 

  の法律上の権利を制限するものではありません。 

 ※ 保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し上げます。 

 ※ 保証内容や修理のお問い合わせは、弊社までお願い致します。 

 

 

◇ 2 安全にお使い頂く為に                          

【警告】 

本製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をす

ると火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、警

告/注意事項を必ず守って下さい。 

● 落としたり、ぶつけたりして強いショックを与えないで下さい。 

● 内部を開けない。分解、改造をしないで下さい。 

 火災・感電・故障の恐れがあります。 

● 水で洗わないで下さい。 

 水につけたり、濡らしたりしないで下さい。 

● 煙が出ている、発熱している、変なにおいがするなどの異常が発生 

した場合は、ただちにレシーバーをパソコンから外しご連絡下さい。 

● 指定する種類の電池以外は使用しないで下さい。 

 本製品で、指定外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂するこ

とがあります。指定電池の種類は、ご使用において（電池寿命の目

安）をご覧下さい。 

 

【注意】 

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあ

る注意事項が書かれています。安全に使用して頂くために、必ずこの注

意事項をお守り下さい。 

● 湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。火災や感電の原因 

 になることがあります。 

● 本製品の上に物を置かないで下さい。置いた物が倒れたり、落下し 

 てケガの原因になることがあります。 

● 本製品の内部に、水や液体、異物が入ると、火災や感電の原因にな 

 ることがあります。 

● 電池は使い方を誤ると電池の破裂や液漏れによる周囲の汚損やケ 

 ガの原因になることがあります。 

 

 

◇ 3 コンピュータとの接続                    

 1. コンピュータの USBポートに、レシーバーを差し込みます。 

  差し込んだ時、コンピュータ右下に USBドライバーインストール 

  が表示されますので、インストール終了になるまでお待ち下さい。 

  ※ 必ずコンピュータ本体の USBポートに差し込んで下さい。コン 

   ピュータ本体以外の USBポートでは正常に動作しない場合があ 

   ります。 

 2. テンキーに電池 2本セットして下さい。 

  （+、-をご注意下さい） 

 3. USBレシーバーのコネクトボタンを押して下さい。 

 4. レシーバーのランプが点滅している状態で、テンキー表面のコネ 

  クトボタンを押して下さい。 

  レシーバーが点灯に変りましたら完了です。 

 5. 正しく動作するか確認を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 電池交換時やレシーバーケーブルが外れた場合は、再度セット 

 アップ手順を実行して下さい。 

※ 消費電力節約の為、アイドリングでスリープモードに入ります。 

 いずれかのキーを押すことによって、操作可能な状態に戻り 

 ます。 

 

 

【入力が出来なくなった時は】 

・電池を交換して試して下さい。 

・再度セットアップを最初から行って下さい。 

・レシーバーとの距離を 10m 以内に近づけて下さい。 

 

 

◇ 4 動作環境                           

OS：Windows 2000/XP/Vista 

・ 日本語キーボードを有しているもの 

・ Windows 2000/XP/Vistaの日本語版が動作可能で本体に USB 

  ポートを装備しているもの 

 ※ その他、Windows 2000/XP/Vista が推奨する動作環境に準拠。 

 ※ 機器の構成により正常に動作しない場合があります。 

 ※ 他の OSから Windows 2000/XP/Vista 

  にバージョンアップされたコンピュータでの動作保証は致しませ 

  ん。 

 ※ Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社の米国及びその他の 

  国、地域における商標、または登録商標です。 

 

 

◇ 5 仕様                             

インターフェース： USB 

電 波 周 波 数： 2.4GHz（2.402～2.479GHz） 

使用温度範囲：  

電波到着距離： 約 10m 

外 形 寸 法： 本体 123.5 mm（奥行）×80mm（幅）×19 mm（高さ） 

 レシーバー 

重 量： 本体（電池含まず） 

 レシーバー 

電 源： 単 3形乾電池×2本 

電 池 寿 命： 単 3形乾電池 約 3か月 

 （使用条件：通信 3時間／1日） 

付 属 品： テンキー本体、レシーバー、マニュアル 1冊、 

 テスト用単 3形乾電池×2本 

※ 改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがありますのでご了承 

 下さい。 
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◇ 6 キーの使い方                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【NumLockについて】 

テンキーにおいて NumLock ランプが点滅している時は数字入力が可能で

す。点滅していない状態では、数字の下の段の役割を果たします。 

以下 NumLock点滅時→Num 

 NumLock消灯時→OFF 

 

NumLock： 押すことにより、ランプが点滅または消灯し 

 ます。押すことにより、数字入力かその他の 

 役割かを選択出来ます。 

 

 

Num： スラッシュを入力します。 

OFF： スラッシュを入力します。 

 

 

 

Num： アスタリスクを入力します。 

OFF： アスタリスクを入力します。 

 

 

 

Num： 文字を左に向かって削除します。 

OFF： 文字を左に向かって削除します。 

 

 

 

Num： 数字の 7を入力します。 

OFF： カーソルが文字列の最初に移動します。 

 

 

 

Num： 数字の 8を入力します。 

OFF： 文字入力の場合はカーソルを上へ、オブジェクト 

 を選択している場合は、オブジェクトが上へ移動 

 します。 

 

Num： 数字の 9を入力します。 

OFF： ページアップ：現在の選択されているページの１ 

 つ前のページへ移動します。 

 

 

Num： マイナスを入力します。 

OFF： マイナスを入力します。 

 

 

 

Num： 数字の 4を入力します。 

OFF： 文字入力の場合はカーソルを左へ、オブジェクト 

 を選択している場合は、オブジェクトが左へ移動 

 します。 

 

 

Num： 数字の 5を入力します。 

OFF： 数字の 5を入力します。 

 

Num： 数字の 6を入力します。 

OFF： 文字入力の場合はカーソルを右へ、オブジェクト 

 を選択している場合は、オブジェクトが右へ移動 

 します。 

 

Num： プラスを入力します。 

OFF： プラスを入力します。 

 

 

 

Num： 数字の 1を入力します。 

OFF： カーソルが文字列の最後に移動します。 

 

 

 

Num： 数字の 2を入力します。 

OFF： 文字入力の場合はカーソルを下へ、オブジェクト 

 を選択している場合はオブジェクトを下へ移動 

 します。 

 

Num： 数字の 3を入力します。 

OFF： ページダウン：現在の選択されているページの１ 

 つ後のページへ移動します。 

 

 

Num： 数字の 0を入力します。 

OFF： インサート：カーソルから右に文字がある場合、 

 上書きモードで入力されます。 

 

 

Num： 数字の 000 を入力します。 

OFF： キー操作は無効です。 

 

 

 

Num： 小数点“．”を入力します。 

OFF： カーソルから右の文字を削除します。 

 

 

 

Num： Enter（決定/改行）を入力します。 

OFF： Enter（決定/改行）を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【注意】 

 テンキーの Num Lockとキーボードの Num Lockは連動されています。 

 但し、キーボード側の Num Lock が有効になっている場合は、テンキ 

 ーの操作が異なりますので必ずキーボード側の Num Lockは OFFにし 

 て下さい。 
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