
 

この度は弊社レーザー製品をご購入頂き誠にありがとうございました。ご使用の前に

本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、本製品を末永くご使用頂くために、本書は大切に保管してください。

・ 本書は、Windows 、Macintosh 及び Microsoft PowerPoint  を使用する上での

   基本操作、用語について理解されていることを前提としています。

・ 本製品を使用するときは必ずご使用されるパソコンメーカーの注意事項に従って

   ください。

・ 液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。

・ ご使用環境により、無線通信機能に影響を及ぼすことがあります。 

・ 本製品のご使用による付随的な障害・損害に関しては、当社は一切の責任を

  負いません。

・ 本書の内容は予告なしに変更することがあります。

・ 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。

お客様へお願いとお断り  * 予めご了承ください

長くお使いいただくために

・ 精密機械です。丁寧にお取扱いください。 

・ 床に落とさない、衝撃を与えない、また水にぬらさないようにご注意ください。 

・ 故障の原因となりますので、本製品の分解・改造・修理は行わないでください。 

・ 万が一、本製品が発熱している、煙が出ている、異臭や音がするなどの異常が

  あるときは直ちに使用を中止してください。

・ 本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止してください。

・ 保管する際は、直射日光の当たるところや高温多湿の場所、ホコリの多いところは

  避けてください。

・ 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。

・ 電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。

   また±の向きは絶対に間違わないようご注意ください。

本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や

急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。

故障や動作不良の原因となります。

ご使用環境について

セット内容

※ Windows 、Macintosh 及び Microsoft PowerPoint は、登録商標または商標です。

ご使用方法
ご使用の前に電源スイッチを "ＯＮ" 側にしてください。また、ご使用後は電源スイッチ

を必ず "ＯＦＦ" 側にしてください。

電源スイッチを "ＯＦＦ" 側にすると全ての機能が使用不可能になります。

レーザーポインターの使い方

パワーポイント遠隔操作

受信器をパソコンのUSBポートに接続してください。自動でドライバのインストールが

行われます。ドライバのインストールが完了後、パワーポイント起動時に以下の操作

が可能になります。

レーザー光を表示したい方向にレーザー光出力口を向け、 レーザー

ボタンを押してください。

*注意 

  ボタンを強い力で無理に押さないでください。

  故障の原因となります。

各部の機能と名称

 

安全のために

・ レーザー光をのぞきこまないでください。

・ レーザー光を人に向けないでください。

・ お子様に使用させないでください。

・ お子様の手の届かない場所に保管してください。

● レーザー取り扱い上の注意

本製品は電波を使用しています。　同様の電波を使用している他の機器と干渉を

して、電波障害を起こす可能性がありますので、精密な電子機器や医療機器等の

近くでの使用にはご注意ください。

また、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。

● 無線通信機器取り扱い上の注意

取り扱い上のご注意 <<必ずお読みください>>

1. 電源スイッチ

2. 戻るボタン

3. 暗転ボタン

4. LEDインジケーター

6. VOL+ボタン

7. VOL-ボタン

8. 終了ボタン

9. 進むボタン

10. 再生ボタン

11. レーザー光出力口

12. レーザーボタン

13. 電池カバー
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電源の ON / OFF に使用します

スライドショーのページ戻しに使用します

スライドショー実行中に画面を暗くします

電源ON時 と レーザー光出力時に点灯します

パソコンの音量を上げるのに使用します

パソコンの音量を下げるのに使用します

スライドショーの終了に使用します

スライドショーのページ送りに使用します

スライドショーの実行に使用します

ここからレーザー光が出力します

レーザー光を出力するのに使用します

電池の交換、ＵＳＢ受信器の収納時に使用します

－

＋

－

＋

長くお使いいただくために

5. ポインタ操作ボタン

5. ポインタ操作ボタン

● スライドショーの実行

    → 再生ボタン を押してください。

● 画面を黒くする(ブラックアウト)

    → 暗転ボタン を押してください。

● スライドのページ送り

    → 進むボタンを押してしてください。

● スライドのページ戻し

    → 戻るボタンを押してください。  

通信機能の使い方

受信器をパソコンのUSBポートに接続してください。

自動でドライバのインストールが行われます。

ドライバのインストールが完了後、

 ・ パワーポイント遠隔操作機能、

 ・ マウス操作機能

 ・ パソコンの音量調節機能 

が有効となります。

マウスポインタの移動、左/右クリックに使用します
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OFF
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■保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環
境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（１）保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
（２）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確
認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
（３）保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（４）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分
解、修理により故障した場合。
（５）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した
場合。
（６）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等によ
り故障した場合。
（７）本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場
合。
（８）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因に
より故障した場合。
（９）その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
■修理
3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいた
だくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。ま
た、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅
配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失につい
ては一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能
を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いた
しかねます。
■免責事項
7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の
債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせて
いただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、な
らびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
■有効範囲
9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
10.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。


