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はじめに 
Plustek のｽｷｬﾅをお買い上げいただきありがとうございます。弊社製品が日々の電子

ｲﾒｰｼﾞ入力作業にお役にたてることを切望しております。 

弊社の製品は全て出荷前に検査を行っており、お客様がご満足して使用いただける

よう万全を期しております。 

お客様のスキャナサプライヤーとして弊社をお選びいただきありがとうございます。今

後ともお客様のコンピュータ関連のニーズのために弊社の優れた商品をご利用いた

だけることを願っております。 

本書の使い方 
本書ではｽｷｬﾅの設置及び取扱い方法を説明しております。ご使用になる方が

Microsoft Windows の操作に慣れていることを前提に本書は書かれています。必要

に応じて Microsoft Windows のﾏﾆｭｱﾙを参照してください。 

はじめにの項では梱包箱の内容説明、ｽｷｬﾅを使用する際に必要なｺﾝﾋﾟｭｰﾀのｼｽﾃﾑ

構成等が書かれています。設置前には全ての部品が揃っているか必ず確認してくだ

さい。欠品または損傷があった場合には速やかにお買い求めになった販売店にお問

い合わせください。 

第一章ではｽｷｬﾅのｿﾌﾄｳｴｱのｲﾝｽﾄｰﾙ方法、ｽｷｬﾅとｺﾝﾋﾟｭｰﾀの接続を説明しており

ます。 

第二章では、ｽｷｬﾅの操作方法が説明されています。 

第三章ではﾒﾝﾃﾅﾝｽ､清掃の仕方について説明しております｡ 

別表 A はご購入いただいたｽｷｬﾅの仕様が記載されています。 

別表 B: ePhoto ホットキーには、ePhoto プログラムにおけるショートカット全般に関す

る情報が含まれています。 

別表 C は製品保証並びに FCC に関する記述が記載されています。 

ｱｲｺﾝについて 
本書では下記のｱｲｺﾝを使って特別な注意を払う必要がある点を示しています。 

 
警告 

負傷または事故を防ぐために注意して従わなければなら

ない手順。 

 
注意 

覚えておく価値があり、間違いを防ぐための重要な指示。 
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情報 

参照のための、オプションの知識とヒント。 

安全上のご注意 
故障、人体を損傷することがないよう、本機をご使用になる前に以下の重要なインフ

ォメーションをお読みください。 

1. 当製品の使用箇所は屋内の乾燥したところです。下記の状態では本機の内部

に結露が発生し故障の原因となることがあります： 

 本機を冷たい場所から暖かい場所に直接移動させた時 

 冷たい部屋を暖めた時 

 本機を湿度の高い場所に置いた時 

結露を防止するために 

 本機をプラスティックバッグに入れ密封して室温になじませてください。 

 １－２時間おいてから本機をバッグから出してください。 

2. スキャナに付属されている電源アダプタ及び USB ケーブルを必ず使用してくださ

い。他の電源アダプタやケーブルを使用すると故障の原因となることがあります。 

3. 緊急時に AC アダプタを素早く抜けるよう AC アダプタの周囲は空けてください。 

4. 配線の破損は出火、電気ショックの原因となります。電源コードはまっすぐ伸ばし、

よじったり、曲げたり、擦ったりしないでください。 

5. 長期間本機をしない場合には電源コードを抜いてください。 

6. スキャナーを解体しないでください。電気ショックの危険があります、解体した場

合は保証の対象から外れます。 

7. スキャナは精密機械で故障の恐れがあるので、ぶつけたり叩いたりしないでくだ

さい。 

8. デバイスのドライバインストール前に、その他全てのイメージング装置(別のスキ

ャナ、プリンタ、デジタルカメラ、ウェブカメラなど)を PC から取り外してください。 

9. セットアップ/アプリケーション DVD は正しく保管してください。今後もドライバおよ

びソフトウェアの再インストールが必要となる場合があります。将来ｽｷｬﾅのｷｬﾘ

ﾌﾞﾚｰｼｮﾝが必要になった時に備えて､ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ用紙は正しく保管してください｡ 

2 



 

必要ｼｽﾃﾑ構成1

Windows 

 2 GHz 以上の CPU 

 RAM 容量 2 GB (推奨 RAM 容量 4 GB) 

 10 GB 以上の空き容量があるﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

 DVD-ROM ドライブまたはインターネット接続 

 USB ﾎﾟｰﾄ 

 Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (製品仕様は予告なく変更される場合があります。詳細な情報

は当社公式サイトでご確認ください。) 

 

Macintosh 

 2 GHz 以上の CPU (INTEL ベースの CPU、PowerPC は不可) 

 RAM 容量 2 GB (推奨 RAM 容量 4 GB) 

 10 GB 以上の空き容量があるﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ  

 DVD-ROM ドライブまたはインターネット接続 

 USB ﾎﾟｰﾄ 

 Mac OS X 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x (製品仕様は予告なく変更さ

れる場合があります。詳細な情報は当社公式サイトでご確認ください。) 

                                                 
1  大 き な ｲ ﾒ ｰ ｼ ﾞ ﾃ ﾞ ｰ ﾀ を ｽ ｷ ｬ ﾝ 、 編 集 す る 場 合 に は よ り 高 い 仕 様 が 必 要 と な り ま す 。 

本書で示す必要なｼｽﾃﾑ構成は目安であり、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの性能が上がる程よい結果が得られます。 
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梱包箱の内容2

 

1. ｽｷｬﾅ 

2. ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｼｰﾄ 

3. USB ｹｰﾌﾞﾙ 

4. 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 

5. クイックガイド 

6. Plustek 設定/ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ DVD-ROM 

7. ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾛｽ 

                                                 
2 ｽｷｬﾅを輸送する時のために梱包箱は保管しておいてください。 

梱包の内容は、事前の通知なしで随時変更する可能性があります。 
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本機の概要 

 
1. キャリブレーション位置合わせマーク 

キャリブレーション用紙の両端を両側のキャリブレーション位置合わせマークに合わせます。 

2. 最大スキャン範囲マーク 
写真やドキュメントの両端は、必ず両側の最大スキャン範囲マークの間に置くようにします。 

3. ページ送りスロット 
この方向から写真・用紙をスキャナに差し込みます。スキャナが写真・用紙をつかむのがわかりま

す。 

4. スキャン位置合わせマーク 

写真やドキュメントの端は、必ずスキャン位置合わせマークに合わせて置くようにします 。 

5. LED インジケータ 
ｽｷｬﾅｰの状態を表示します。 

6. USB ﾎﾟｰﾄ 
PC とｽｷｬﾅｰを付属の USB ｹｰﾌﾞﾙでここに接続します。 

7. 電源ｺｰﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ（受け口） 
付属の AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀのｺｰﾄﾞをここに接続します。 

8. 電源ｽｲｯﾁ 
ｽｷｬﾅｰの電源を ON/OFF します。 

9. 持ち設計 
人間工学のﾍﾞｰｽで設計された､もっと楽にｽｷｬﾅｰを持ちます｡ 

10. ケンジントンセキュリティ・スロット 
防犯用のケーブルロック装置を装着するのに使います。 
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LED インジケータ 
LED は、種々のスキャナ状態を表示します。 

ﾗﾝﾌﾟ  状態 
橙 スキャナはオン状態で。 

青 
Plustek ePhoto がアクティブです。 スキャナはスキャ

ン準備が整っています。 
青点滅 スキャナによるスキャン中。 

オフ 
ｽｷｬﾅｰに電源が入っていない。電源ｺｰﾄﾞ、AC 電源

が正しく接続されていない。 

省電力 
電力消費を削減するため、スキャン プロセスの完了後、スキャナー光源自動的にオ

フになります。 
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第１章 ｽｷｬﾅの設置 
ｽｷｬﾅを設置する前に全ての構成品が揃っているか梱包箱の内容物の項にあるﾘｽﾄ

に従って確認してください。 

 

 
情報 

スキャナのインストール前に以下の点にご注意ください。 

1. スキャナ両側のシールを剥がしてください。 

 
2. スキャナのカバーを開き、スキャナ内側のシールおよび保護用

EPEテープを取り除いてください。 

 

ｽｷｬﾅの設置と設定 
ｽｷｬﾅを設置するにあったては以下の手順に従ってください。 
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Windows でのインストール 

 
 

1. スキャナに同梱されていたセットアップ/アプリ

ケーション DVD-ROM を DVD-ROM ドライブに

挿入します。 

 
 

2. 表示された[自動再生] ウィンドウで[install.exe 
の実行] をクリックします。インストールが自動的

に開始しない場合は、DVD-ROM ドライブを参照

して[install.exe]ファイルを手動で実行してくださ

い。[ユーザーアカウント制御]ダイアログがポップ

アップしたら、[はい] ボタンをクリックします。 

 

 

3. 画面の指示に従ってｽｷｬﾅに必要なｿﾌﾄｳｴｱを

ｲﾝｽﾄｰﾙします。 

 4. 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰをｽｷｬﾅの電源投入口につなぎま

す。電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの他方を AC 電源につなぎま

す。 同梱の USB ｹｰﾌﾞﾙの正方形の端をｽｷｬﾅ

の背面の USB ﾎﾟｰﾄに接続します。同梱の USB
ｹｰﾌﾞﾙの長方形の端をｺﾝﾋﾟｭｰﾀに接続します。ｽ

ｷｬﾅｰの電源を入れてください。スキャナがオペレ

ーティングシステムに検出されたら、接続完了で

す。 

5. ソフトウェアのインストールが完成すると、スキ

ャナのキャリブレーションを実行するよう促されま

す。スキャナに同梱されている特殊なキャリブレ

ーション用紙を、表面を下向きにして挿入します。

キャリブレーション用紙をスキャナのキャリブレー

ション位置合わせマークに合わせます。コンピュ

ータ画面の指示に従ってスキャナのキャリブレー

ションを完了させます。 

 

6. ｿﾌﾄｳｴｱのｲﾝｽﾄｰﾙが終わったら、全てのｱﾌﾟﾘ

ｹｰｼｮﾝを閉じて[完了]をｸﾘｯｸ、 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを再起

動させます。 
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Mac OS X でのインストール 
 

 

1. スキャナに付属のセットアップ/アプリケーション

DVD-ROM を DVD-ROM ドライブに入れると、

[Plustek Scanner]アイコン  がご使用の Mac 
OS のデスクトップに表示されます。アイコンをダ

ブルクリックすると、ウインドウはファイルフォルダ

を示すウィンドウが表示されます。 

 2. アプリ・ファイルをダブルクリックすると、スキャ

ナのインストーラがインストール手順を案内し始

めます。インストーラー・ウインドウに表示される

画面上の手順に従って操作します。 
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注意 

Windows 8 / 10 環境では、スキャナ接続後に表示される画面の指

示に従ってください。 

 

 
情報 

Windows OS 対象： 
スキャナドライバのインストールで問題がある場合は、ソフ

トウェアを手動でインストールしてみてください。 
1. [スタート] > [コントロールパネル] > [システム] > [デバイスマネ

ージャー]と開きます。[デバイスマネージャー]ウィンドウで、[ほ
かのデバイス]項目の下からこのスキャナを右クリックし、ポップ

アップ メニューから[ドライバーソフトウェアの更新]を選択しま

す。 

2. 表示されたｳｨﾝﾄﾞｳで[コンピュータを参照してドライバーソフトウェ

アを検索します]をｸﾘｯｸしてから、[参照]ボタンをｸﾘｯｸします。[フ
ォルダーの参照]ウィンドウで、DVD-ROM ドライブまたはスキャ

ナのドライバーを含むフォルダーを選択し、[OK]ボタンを押して

前の画面に戻ります。[次へ] ボタンをクリックし、[Windows セキ

ュリティ] ウィンドウが表示されたら、[このドライバーソフトウェア

をインストールします] をクリックします。 

3. DVD-ROM ドライブを参照して[install.exe]ファイルを手動で実行

してください。 [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスがポ

ップアップしたら、[はい] ボタンをクリックします。ポップアップの

インストールメッセージの指示に従います。画面の指示に従って

ｽｷｬﾅに必要なｿﾌﾄｳｴｱをｲﾝｽﾄｰﾙします。 
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最新のドライバへの更新 
1. 下記の方法の一つを実行して、最新のドライバのチェックおよびダウンロードを行

ってください。 

 当社公式サイトhttp://www.plustek.com にアクセスしてePhoto Z300 製品ペ

ージを表示させ、更新がないかどうか確認します。   

 ePhoto インタフェースのツールバーにある  ボタンをクリックして、優先を選

ぶと、優先ダイアログボックスが表示されます。  

 
更新の有無をチェックするには、更新のチェックボタンをクリックします。 

 
  

2. ePhotoソフトウェアがインストール済みの場合、最新のドライバへの更新前に従来

バージョンをアンインストールしてください。 

ePhoto ソフトウェアをインストールしていない場合は、ダウンロードされたインスト

ーラーを解凍してから、画面に表示される指示に従ってインストールを完了させま

す。 
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第 2 章 ｽｷｬﾅの動作 
スキャナは、写真やドキュメントが処理可能です。お使いのｿﾌﾄｳｴｱによっては扱える

情報量に制限を受けることがあります。またお使いのｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾒﾓﾘｰ容量、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ

ｸﾄﾞﾗｲﾌﾞの空き容量によりｽｷｬﾝされた写真/ドキュメントのﾌｨｼﾞｶﾙｻｲｽﾞに制限を受ける

ことがあります。 

お買い上げのスキャナには、先進かつ多機能のスキャン用アプリケーション Plustek 
ePhoto が付属しています。このｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによりｽｷｬﾅの機能を拡張すること

ができます。 

ステップ 1. スキャナの電源を入れる 
スキャナの USB および電源ケーブルが正しく接続され、スキャナがオンになっている

ことを確認します。LED が点灯して、デバイスがオン状態になったことを示します。 

ステップ 2. Plustek ePhoto の起動 
デスクトップにある Plustek ePhoto ショートカットを使って、Plustek ePhoto プログラムを

起動させます。ｽｷｬﾝの設定を行います。設定の詳細は、Plustek ePhoto ウィンドウに

ある ボタンをクリックしてください。 
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ステップ 3. スキャン 
写真・用紙を表面を下向きにしてスキャナに挿入してください。写真・ドキュメントの両

端をキャリブレーション位置合わせマークに合わせます。写真やドキュメントの両端は

最大スキャン範囲マークの間に置くようにします。スキャン動作がすぐに開始されます。

ｽｷｬﾝされたｲﾒｰｼﾞが Plustek ePhoto の画面に表示されます。画像を修正、編集するこ

とができます。写真や文書を更にスキャナする場合は、青い LED の点滅が止まって

から、別の写真や文書をスキャナにセットしてスキャンを続けます。 
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第 3 章 お手入れとﾒﾝﾃﾅﾝｽ 
お買い上げのｽｷｬﾅｰはﾒﾝﾃﾅﾝｽ不要となっておりますが､定期的なお手入れで､ｽｷｬ

ﾅｰを快適にご使用いただけます｡ 

ｽｷｬﾅｰのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 
ｽｷｬﾝする紙からの粉､ﾎｺﾘ､ｲﾝｸやﾄﾅｰがｽｷｬﾅｰｶﾞﾗｽを汚して､画質低下や給紙ｴﾗｰ

の原因となる場合があります｡ｽｷｬﾅｰの清掃頻度は､紙の種類やｽｷｬﾝするﾍﾟｰｼﾞ数

に依存します｡ 

以下の手順でｽｷｬﾅｰ表面とｽｷｬﾅｰｶﾞﾗｽを清掃してください｡ここで記述される箇所を

静かに拭き取ります｡強くこすらないでください｡ 

 
警告 

 ｽｷｬﾅｰ清掃の前にｽｷｬﾅｰの電源をｵﾌにし､電源ｹｰﾌﾞﾙと

USB ｹｰﾌﾞﾙを抜いてから､ｶﾞﾗｽが室温になるまで数分待っ

てください｡ 
 ｽｷｬﾅｰ清掃後は手を石けんと水で洗ってください｡ 

清掃用具 
ｽｷｬﾅｰ清掃には以下の用品を準備します: 

 柔らかで乾いた､糸くずの出ない布(または木綿のｳｪｽ) 

 研磨剤無添加の洗剤—ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ(95%)｡水は使わないこと｡ 

 
注意 

ｶﾞﾗｽの清掃にはｶﾞﾗｽｸﾘｰﾅｰや中性洗剤も代用でき

 やをきれいにする洗剤のこのﾀｲﾌﾟを使用しな

 の用具を使用するとｽｷｬﾅｰを傷つける可能性があります

｡ 

 ｽｷｬﾅｰ

ます｡ 
但し､給紙ﾛｰﾗ

いでください! 
他
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ｽｷｬﾅｰの清掃 
1. ｶﾊﾞｰを引っ張って開けます｡ 

 

2. ｸﾘｰﾅｰで湿らせた布を使って下記の部分を静かに拭きます｡表面に傷を付

けないよう注意してください｡ 

 

紙送りﾛｰﾗｰのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ: 
紙送りﾛｰﾗｰの端から端まで拭いてから回転させます｡表面全体がきれいになる

まで続けます｡ 

 

ｽｷｬﾅｰのｶﾞﾗｽをきれいにする: 

 

 
注意 

直接ｽｷｬﾅｰのｶﾞﾗｽ面にｸﾘｰﾅｰをｽﾌﾟﾚｰやめてください､残留洗

剤を霧状にして､ｽｷｬﾅを損傷することが恐れ有ります｡ 

3. ｸﾘｰﾆﾝｸﾞした部分が完全に乾くまで待ちます｡ 

4. ｶﾊﾞｰをきちんと元の場所にｶﾁｯとはまるまで閉めます｡ 
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ｽｷｬﾅのｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝを行う 
白であるべき部分に色が付いていたり､ｽｷｬﾝされた色が違いすぎたりする場合､ｽｷｬ

ﾅのｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝを行ってください｡これにより時間経過によって自然に生じる光学ｺﾝ

ﾎﾟｰﾈﾝﾄでの変化に対する調節や補償が可能です｡ 

以下ではｽｷｬﾅのｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ方法を説明します｡ 

1. ePhoto インタフェースのツールバーにある  ボタンをクリックして、キャリブ

レーションを選ぶと、キャリブレーションダイアログボックスが表示されます。 

     

2. スキャナに同梱されている特殊なキャリブレーション用紙を、表面を下向きに

して挿入します。キャリブレーション用紙をスキャナのキャリブレーション位置

合わせマークに合わせます。 

 

 
注意 

ｽｷｬﾅに同梱されている特殊ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｼｰﾄを挿入してください｡ 

3. [開始] ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ処理が始まります｡ 

4. ｽｷｬﾅはｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ用紙をｽｷｬﾅから引っ張り､このｽｷｬﾅのｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝが

完了します｡ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝが完了したら､[OK] をｸﾘｯｸします｡ 
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使用方法とメンテナンス 

 
情報 

ｽｷｬﾅをｽﾑｰｽに動作させるため下記の使用方法及びﾒﾝﾃﾅﾝｽにつ

いての説明をお読みください。 

 埃っぽいところでｽｷｬﾅを使用しないでください。埃の粒子や異物が損傷を与える

恐れがあります。長期間使用しない場合には輸送用のﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れてください。 

 ｽｷｬﾅを分解しないでください。感電の恐れがあります。ｽｷｬﾅ開けた場合には製品

保証は受けられません。 

 ｽｷｬﾅに過度の振動を与えないでください。内部の部品に損傷を与える恐れがあり

ます。 

 ｽｷｬﾅは 10℃～40℃の温度帯で使用してください。 
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別表 A: 仕様3

 

ePhoto Z300 
イメージセンサ カラー CCD 

光源 LED 

解像度 (オプティカル) 300 dpi / 600 dpi 

スキャンモード 
カラー:入力 48 ビット、出力 24 ビット 
グレースケール:入力 16 ビット、出力 8 ビット 

スキャン速度 
4" x 6" 写真: 約 2 秒  
ドキュメント(A4): 約 5 秒 

スキャン領域 
最低: 1" x 1" 
最高: 8.5" x 11.7" 

読み取リ可能原稿厚さ エンボス処理なし：0.76 mm 以下 

一日の推奨処理枚数 500 

電源 24 Vdc / 0.75 A 

接続 USB 2.0 

重量 1.48 Kg (3.26 Lbs) 

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2")  
 
 

                                                 
3 ﾊｰﾄﾞｳｴｱの仕様は予告なく変更される場合があります。 
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別表 B: ePhoto ホットキー  
Windows OS対象： 

一般的なキーボード ショートカット 

下表にはスキャン 画面におけるキーボードショートカット全般が示されています。 

押すキー 目的 
Ctrl 連続していない画像を選択 
Shift 連続した一連の画像を選択 
Ctrl + Z 操作の取消し(回転、削除などを含む) 
Ctrl + Y 操作の繰り返し(回転、削除などを含む) 
Ctrl + A 全部の画像を選択 
Ctrl + S 全部の画像を保存 
Del 選択された画像を削除 
→  現在位置から一つ右の画像へ移動 
←  現在位置から一つ左の画像へ移動 
↑  現在位置から一つ上の画像へ移動 
↓  現在位置から一つ下の画像へ移動 

 

下表には編集画面におけるキーボードショートカット全般が示されています。 

押すキー 目的 
Ctrl + Z 操作の取消し(回転、削除などを含む) 
Ctrl + Y 操作の繰り返し(回転、削除などを含む) 
Del 選択された画像を削除 
→  現在位置から一つ右の画像へ移動 
←  現在位置から一つ左の画像へ移動 

 

マウス制御 

動作 操作方法 
画像をクリック 画像の選択、複数の画像選択にはキーボードのホッ

トキーが使用できます。 
画像をダブルクリック 編集画面が表示されます。 
画像をクリックしてドラッグ  画像をファイル キャビネットフォルダーに移動する

か、画像を並べ換えます。 
空いている場所をクリックして

ドラッグ  
選択された長方形エリアにある画像を全て選択しま

す。 
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Mac OS対象： 

一般的なキーボード ショートカット 

下表にはスキャン 画面におけるキーボードショートカット全般が示されています。 

押すキー 目的 
Command 連続していない画像を選択 
Shift 連続した一連の画像を選択 
command + Z 操作の取消し(回転、削除などを含む) 
command + Y 操作の繰り返し(回転、削除などを含む) 
command + A 全部の画像を選択 
command + S 全部の画像を保存 
Delete 選択された画像を削除 
右矢印 現在位置から一つ右の画像へ移動 
左矢印 現在位置から一つ左の画像へ移動 
上矢印 現在位置から一つ上の画像へ移動 
下矢印 現在位置から一つ下の画像へ移動 

 

下表には編集画面におけるキーボードショートカット全般が示されています。 

押すキー 目的 
command + Z 操作の取消し(回転、削除などを含む) 
command + Y 操作の繰り返し(回転、削除などを含む) 
Delete 選択された画像を削除 
右矢印 現在位置から一つ右の画像へ移動 
左矢印 現在位置から一つ左の画像へ移動 

 

マウス制御 

動作 操作方法 
画像をクリック 画像の選択、複数の画像選択にはキーボードのホッ

トキーが使用できます。 
画像をダブルクリック 編集画面が表示されます。 
画像をクリックしてドラッグ  画像をファイル キャビネットフォルダーに移動する

か、画像を並べ換えます。 
空いている場所をクリックして

ドラッグ  
選択された長方形エリアにある画像を全て選択しま

す。 
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別表 C: ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽと製品保証 
ｽｷｬﾅの問題が発生した場合には本書の設置の注意事項、ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞの項を参

照して対処してください。 

当社ウェブサイト www.plustek.com より、カスタマーサービスの詳細情報が入手でき

ます。更なる支援が必要な場合は、ウェブサイトに記載の当社カスタマーサポートの

電話番号までお電話ください。月曜から金曜の下記の営業時間内で対応しておりま

す。 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ 9:00 a.m. – 5:30 p.m. (CET) 

その他の地域 9:00 a.m. – 6:00 p.m. 台湾時間 

電話でお問い合わせになる場合には下記を事前に準備してください。 

 ｽｷｬﾅの名称及びﾓﾃﾞﾙ No. 

 ｽｷｬﾅのｼﾘｱﾙ No.（ｽｷｬﾅの底面に貼ってあります。） 

 障害内容 

 ご使用のｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾒｰｶｰ名、ﾓﾃﾞﾙ名 

 ご使用のｺﾝﾋﾟｭｰﾀの CPU 速度（例：Pentium 133、等） 

 ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ及び BIOS 

 ｿﾌﾄｳｴｱ名、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ No.、ﾘﾘｰｽ No.、ｿﾌﾄｳｴｱのﾒｰｶｰ名 

 ｲﾝｽﾄｰﾙされているその他の USB 機器 

サービスおよびサポート情報 
必要時には交換部品入手可能期間および製品アップグレード情報が提供されます。

これら情報は地元の代理店や販売店にお尋ねください。 

対応する施行制度によって要求された情報。地元の代理店や販売店に施行制度の

テストレポート情報をお尋ねください。 

製品の処分はまず地元の代理店や販売店に正しい廃棄方法を確認して行うことで、

環境への影響を最小限にとどめることができます。 

製品や付属品の廃棄を望む場合、最寄りの廃棄業者への連絡方法を地元の代理店

または販売店にお尋ねください。 

メンテナンスが必要な場合は、最寄りのメンテナンスセンターへの連絡方法を地元の

代理店または販売店にお尋ねになり、製品使用可能期間を延ばすことができます。 

製品のメンテナンスや撤去が必要であれば、地元の代理店または販売店に最寄りの

お店の情報をお尋ねください。 
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製品保証 
製品保証は正規代理店から転売目的でなく自らの使用目的のために購入された方

にのみ適用されます。 

ﾒｰｶｰの保証は部品、修理費用を含みますが購入時の領収書がない場合には保証

は適用されません。製品保証ｻｰﾋﾞｽを受けるには弊社正規代理店、販売店にご連絡

いただくか弊社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからｻｰﾋﾞｽ情報をﾁｪｯｸしてください。E-Mail でのお問い

合わせも受け付けております。 

製品を他のﾕｰｻﾞｰに譲渡した場合、譲渡されたﾕｰｻﾞｰは保証の残存期間ｻｰﾋﾞｽを受

けることができます。譲渡する場合には領収書等の購入時の証拠書類も渡してくださ

い。 

弊社では取扱い説明書類に記載された通りに製品が動作することを保証いたします。

購入時の証拠書類の提示により交換された部品の保障期間は製品の残存期間と同

じとします。 

保証ｻｰﾋﾞｽで製品を持ち込む際には全てのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ﾃﾞｰﾀ、脱着可能なｽﾄｰﾚｯｼﾞﾒﾃﾞｨ

ｱは外してください。ｶﾞｲﾄﾞ、ｿﾌﾄｳｴｱなしで返却された製品は、修理後ｶﾞｲﾄﾞ、ｿﾌﾄｳｴｱな

しで返却されます。 

事故、天災、破壊、誤使用、不正使用、不適切な環境での使用、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの変更、他

の機械、本機の改造に対して製品保証は適用されません。 

本機が本来設計された目的の用途で使用された場合にのみ製品保証は適用されま

す。 

製品保証についてのお問い合わせはお買い求めになった正規販売店またはﾒｰｶｰに

お願いいたします。 

この製品保証は明示、黙示を限定せずある目的のための目次的保証を含む他の全

ての保証置き換わるものとします。法律によっては黙示的保証の除外を許容しないこ

とがあり、この場合全ての明示、黙示的保証は保障期間内にのみ限定されます。こ

の期間を過ぎた後はいかなる保証も適用されません。 

黙示的な保証がどれだけ長く続くか制限を設けることを許容しない法律の場合には

上記の制限は適用されません。 

如何なる場合でも下記に対しては免責とします。 

 第三者が貴社（貴殿）に対して行う損失、損害の請求 

 貴社（貴殿）の記録、ﾃﾞｰﾀも喪失、損害 

 因果的な経済的損失（遺失利益、節約を含む）、付随的な損害 

付随的、因果的な損害の制限を排除することを許容しない法律の場合には上記の制

限はまたは除外は適用されません。 

製品保証は法的権利を与えるもであって、法律によって他の権利をもつこともありえ

ます。 
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製品保証受けるためには； 

 

正規販売店、代理店に連絡をする。 

弊社ｳｴﾌﾞｻｲﾄで最新のｻｰﾋﾞｽ情報をﾁｪｯｸする。 

E-Mail でﾘｸｴｽﾄを送る。 

FCC（連邦通信委員会）電磁妨害 (干渉)について 
 
本機はテストの結果、FCC Rules の Part 15 に規定されたクラス B デジタル機器の限

界値に適合していることが確認されています。 この限界値は、住宅環境で発生する

有害な妨害に対して適切に保護するためのものです。 この機器は、無線周波数エネ

ルギーを生成し使用し、また放射することがあります。説明書どおりに設置して使用し

ないと、無線通信に対して有害な妨害を及ぼすことがあります。 ただし、特定の設置

状況において妨害が発生しないことを保証するわけではありません。 この機器がラジ

オやテレビの受信に対して有害な妨害を発生させ、それが機器のオン/オフによって

確認できる場合、次のいずれかを行って妨害に対処するようにしてください。  
 

 受信アンテナの方向や位置を変える。 

 機器と受信機の距離を離す。 

 機器と受信機の電源コードを別々のコンセントにつなぐ。 

 販売店または経験を積んだラジオ/テレビ技術者に相談する。 

VCCI 
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