
●本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してくださ
い。

●本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では
本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。

注意！

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目を
よくお読みになり必ず守ってご使用ください。

●電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてくだ
さい。

危険！

●本製品を分解したり改造したりしないでください。

●過度の衝撃や振動を与えないでください。

●感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでく
ださい。

●小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。

●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で
使用、保管しないでください。

●ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。

●破損したまま使用しないでください。

●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

●万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

●本製品にCR2025（ボタン電池）以外のものを使用しないでください。　

●電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。

●使い切った電池は本体から取り外してください。

警告！

●対応OSはWindows 10、Windows 11のみ対応 です。
●お客様によるドライバのインストールをする必要はありません。
●筆圧ペンに電池は必要ありません。 
●本製品は、LED側と電子メモ側 (LCD) の両側ペンタブレットとしてご使用できます。
[LED側 ]
　LED側が発光するため、トレーシングペーパーなどの紙を本体上に敷き、トレースすること
ができます。

[電子メモ側（LCD）]
　パソコンと接続しなくとも電子メモとしてご使用できます。
　また、電子メモとしてメモしながら、ペンタブレットとしてもご使用できます。

【はじめてお使いになるには】
① 電子メモの削除用電源としてボタン電池（CR2025）がセットされています。放電を防止
するため、電池カバー部に絶縁フィルムがセットされていますので、絶縁フィルムを取り外し
てください。

② LED側の面には保護フィルムが貼り付けられています。必ず剝がしてからご使用ください。
③ お好みによりタブレット本体と筆圧ペンをストラップでつないでください。

1. 電子メモとして使用する
　書き込みパネルには付属の筆圧ペンで記入できます。常時記入が可能です。(専用USBケ
ーブルは必要ありません )

　　※付属の専用筆圧ペン以外でも記入できますが、傷や故障の原因となる可能性があるた
　　め、付属の筆圧ペン以外でのご使用はお控えください。 

　　※筆圧ペンの上ボタンおよび下ボタンは、電子メモ記入時には機能しません。
　　※過度の圧力をかけることはお止めください。また、パネルの表面を破損する恐れがある
　　金属や先端の固く鋭いもので使用することはお止めください。

　　※書き込みパネルに記入した内容をロックする機能はありません。

安全上のご注意

使用方法

●本製品の上に熱いもの、または重いものを置かないでください。また、金属など導電性のあるものを置かないで
ください。

●スチール天板の机の上で使用しないでください。筆圧ペンが認識しない場合があります。

●目の健康のため以下のことにご注意ください。 

- 本製品をお使いになるときは、必ず部屋を明るくし、モニタから十分に顔を離してお使いください。

- 長時間本製品をお使いになるときは、適度に休憩をお取りください。

[パネル ]

●両パネルに過度の圧力をかけることはお止めください。また、パネルの表面を破損する恐れがある金属や先端の
固く鋭いもので使用することはお止めください。

[筆圧ペン ]

●ペンは電源が不要です。分解をしないでください。

●付属の筆圧ペンに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

●小さなお子様が 筆圧ペンや替え芯などを口の中に入れないようにご注意ください。

●筆圧ペンの芯は交換可能な消耗品です。磨耗によって短くなったり、滑らかさを失ったりした場合は替え芯に交
換してください。

[専用USBケーブル ]

●本製品以外では使用しないでください。

●ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称

<電子メモ(LCD)側＞

<LED 側＞
複写パネル

型番：3R-PTN01取扱説明書

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。 
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。 
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

4WAY ペンタブレット

いまじぼーど

LEDボタン

切り替えスイッチ

電池カバー
※CR2025( ボタン電池 )
本体取付済み

USB Type-C ソケット

ペンホルダー

書き込みパネル

削除ボタン

上ボタン

下ボタン

ペン先

< 筆圧ペン＞

<その他付属品＞
ストラップ×1

<替え芯用工具＞

<替え芯＞

本体側USB Type-C プラグ

デバイス側USB Type-C プラグ

デバイス側USB Aプラグ

<専用USBケーブル＞

[削除ボタン ]
　書き込みパネルに記入した内容を全て削除します。
　※1度削除した内容は復元できません。また、部分的に削除することはできません。

▶電子メモの削除用ボタン電池の交換方法
電池カバーはUSB Type-Cソケットの横にあります。
使用電池：CR2025（ボタン電池）
　① 電池カバーを引き抜きます。
　② 電池カバー内の電池を取り替えます。
　　※電池の極性に注意してください。
　③ ②を本体に差し込みます。

2. ペンタブレットとして使用する
▶本体に専用USBケーブルをセットする
※対応OSはWindows10およびWindows 11です。
① ペンホルダーを右にしてパソコンの前に本体を置きます。
② 付属の専用USBケーブルの本体側USB Type-Cプラグを本体のUSB Type-Cソケット
に接続してください。
③ 専用USBケーブルの反対側をお持ちのパソコンのUSB AポートもしくはUSB Type-C
ポートへ接続してください。  
　※2in1ケーブルとなっています。デバイス側の2つのプラグはどちらか1つしか接続しな
　いでください。

④ 接続されると、自動でドライバがインストールされ、使用することができます。
　※USBハブに接続した場合、 動作しないことがあります。
　※お客様によるドライバのインストールをする必要はありません。

▶筆圧ペンの使い方
※カーソルの動きがペンの動きと逆になっている場合は、タブレットの向き（ペンホルダーを右）
および切り替えスイッチをご確認ください。

① 移動
　ペン先に連動して、ポインタの位置が移動します。
　例えば筆圧ペンをパネル上の左下に置いた場合、モニタ画面上にあるポインタカーソルも、
　モニタ画面の左下に位置します。

② ポインタの移動
　画面から少し浮かせながらペンを動かすと、画面上にあるポインタも移動します。

③ クリック・ダブルクリック・ドラッグの操作方法
　マウスでの左クリック
　　→ ペン先でパネルを1度軽くたたきます。
　マウスでの左ダブルクリック
　　→ ペン先で同じ場所を連続で2度軽くたたきます。
　ドラッグ
　　→ 対象をクリックし、ペン先を軽く押し付けたままペンを移動します。

④ ペンのボタン機能
　上ボタン
　　→ マウスの左ダブルクリックと同じ動きをします。
　下ボタン
　　→ マウスの右クリックと同じ動きをします。

⑤ ペン先
　筆圧によって、線の太さや点の大きさを調整できます。
　　※ペンの筆圧機能に対応したソフトのみ

▶複写パネルを使用する
※付属の筆圧ペンをご使用ください。
※過度の圧力をかけることはお止めください。
※モニタの縦横比を問わず、本製品パネルをモニタの全画面にマッピングします。
※本製品パネルの縦横比率と、使用するモニタの縦横比率が極端に異なる場合、図形や文字
の描写に変形が加わることがあります。

① 切り替えスイッチを“LED”にセットします。
② トレースさせる紙を本体上にセットし、LEDボタンで複写パネルのLEDを点灯させます。
　LEDボタンは押すたびに色が変化します。(消灯→白色→黄色→白黄色→消灯・・・)
　また、LEDボタンを長押しすることで照度が変化します。
　※長時間LEDを点灯すると本体が熱くなりますが故障ではありません。
　※使用後にはLEDを消灯してください。

( 側面 )

+ 極を合わせる

複写パネル側を
+極に合わせる

▶書き込みパネルを使用する
※付属の筆圧ペンをご使用ください。
※過度の圧力をかけることはお止めください。
※モニタの縦横比を問わず、本製品パネルをモニタの全画面にマッピングします。
※本製品パネルの縦横比率と、使用するモニタの縦横比率が極端に異なる場合、図形や文字の
描写に変形が加わることがあります。

① 切り替えスイッチを“LCD”にセットします。
② 必要に応じて削除ボタンで、書き込みパネルに記入した内容を全て削除します。

[筆圧ペン 替え芯交換方法]
① 替え芯用工具で筆圧ペンのペン先をつまみ、ペン先を引き抜く
② 替え芯を筆圧ペンに差し込む

3. マルチモニタで操作するモニタを切り替える
Windowsの「コントロールパネル」→「タブレットPC設定」→「画面内の構成」→「セットアップ（
S）」→「ペン入力」を選択し画面表示の指示に従ってください。

●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

●使用する電池の表示に従って使用してください。

●液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。

●LED側の複写パネルの LEDを照射させる際は、直接光源を見続けないでください。

●長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。

●本来の目的以外に使用しないでください。

●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
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サポートおよび企業情報

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

092-260-3033 092-260-8506FAX
product-support@3rrr-hd.jp

第1版　2021.12.13

製品保証：ご購入日から1年間
※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書や
レシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目８-３０-２階〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目８-３０-２階

製品仕様

●対応OSはWindows 10、Windows 11のみ対応 です。
●お客様によるドライバのインストールをする必要はありません。
●筆圧ペンに電池は必要ありません。 
●本製品は、LED側と電子メモ側 (LCD) の両側ペンタブレットとしてご使用できます。
[LED側 ]
　LED側が発光するため、トレーシングペーパーなどの紙を本体上に敷き、トレースすること
ができます。

[電子メモ側（LCD）]
　パソコンと接続しなくとも電子メモとしてご使用できます。
　また、電子メモとしてメモしながら、ペンタブレットとしてもご使用できます。

【はじめてお使いになるには】
① 電子メモの削除用電源としてボタン電池（CR2025）がセットされています。放電を防止
するため、電池カバー部に絶縁フィルムがセットされていますので、絶縁フィルムを取り外し
てください。

② LED側の面には保護フィルムが貼り付けられています。必ず剝がしてからご使用ください。
③ お好みによりタブレット本体と筆圧ペンをストラップでつないでください。

1. 電子メモとして使用する
　書き込みパネルには付属の筆圧ペンで記入できます。常時記入が可能です。(専用USBケ
ーブルは必要ありません )

　　※付属の専用筆圧ペン以外でも記入できますが、傷や故障の原因となる可能性があるた
　　め、付属の筆圧ペン以外でのご使用はお控えください。 

　　※筆圧ペンの上ボタンおよび下ボタンは、電子メモ記入時には機能しません。
　　※過度の圧力をかけることはお止めください。また、パネルの表面を破損する恐れがある
　　金属や先端の固く鋭いもので使用することはお止めください。

　　※書き込みパネルに記入した内容をロックする機能はありません。

必ず本体の電源をオフにしてください。
お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

お手入れ方法

[削除ボタン ]
　書き込みパネルに記入した内容を全て削除します。
　※1度削除した内容は復元できません。また、部分的に削除することはできません。

▶電子メモの削除用ボタン電池の交換方法
電池カバーはUSB Type-Cソケットの横にあります。
使用電池：CR2025（ボタン電池）
　① 電池カバーを引き抜きます。
　② 電池カバー内の電池を取り替えます。
　　※電池の極性に注意してください。
　③ ②を本体に差し込みます。

2. ペンタブレットとして使用する
▶本体に専用USBケーブルをセットする
※対応OSはWindows10およびWindows 11です。
① ペンホルダーを右にしてパソコンの前に本体を置きます。
② 付属の専用USBケーブルの本体側USB Type-Cプラグを本体のUSB Type-Cソケット
に接続してください。
③ 専用USBケーブルの反対側をお持ちのパソコンのUSB AポートもしくはUSB Type-C
ポートへ接続してください。  
　※2in1ケーブルとなっています。デバイス側の2つのプラグはどちらか1つしか接続しな
　いでください。

④ 接続されると、自動でドライバがインストールされ、使用することができます。
　※USBハブに接続した場合、 動作しないことがあります。
　※お客様によるドライバのインストールをする必要はありません。

▶筆圧ペンの使い方
※カーソルの動きがペンの動きと逆になっている場合は、タブレットの向き（ペンホルダーを右）
および切り替えスイッチをご確認ください。

① 移動
　ペン先に連動して、ポインタの位置が移動します。
　例えば筆圧ペンをパネル上の左下に置いた場合、モニタ画面上にあるポインタカーソルも、
　モニタ画面の左下に位置します。

② ポインタの移動
　画面から少し浮かせながらペンを動かすと、画面上にあるポインタも移動します。

③ クリック・ダブルクリック・ドラッグの操作方法
　マウスでの左クリック
　　→ ペン先でパネルを1度軽くたたきます。
　マウスでの左ダブルクリック
　　→ ペン先で同じ場所を連続で2度軽くたたきます。
　ドラッグ
　　→ 対象をクリックし、ペン先を軽く押し付けたままペンを移動します。

④ ペンのボタン機能
　上ボタン
　　→ マウスの左ダブルクリックと同じ動きをします。
　下ボタン
　　→ マウスの右クリックと同じ動きをします。

⑤ ペン先
　筆圧によって、線の太さや点の大きさを調整できます。
　　※ペンの筆圧機能に対応したソフトのみ

▶複写パネルを使用する
※付属の筆圧ペンをご使用ください。
※過度の圧力をかけることはお止めください。
※モニタの縦横比を問わず、本製品パネルをモニタの全画面にマッピングします。
※本製品パネルの縦横比率と、使用するモニタの縦横比率が極端に異なる場合、図形や文字
の描写に変形が加わることがあります。

① 切り替えスイッチを“LED”にセットします。
② トレースさせる紙を本体上にセットし、LEDボタンで複写パネルのLEDを点灯させます。
　LEDボタンは押すたびに色が変化します。(消灯→白色→黄色→白黄色→消灯・・・)
　また、LEDボタンを長押しすることで照度が変化します。
　※長時間LEDを点灯すると本体が熱くなりますが故障ではありません。
　※使用後にはLEDを消灯してください。

▶書き込みパネルを使用する
※付属の筆圧ペンをご使用ください。
※過度の圧力をかけることはお止めください。
※モニタの縦横比を問わず、本製品パネルをモニタの全画面にマッピングします。
※本製品パネルの縦横比率と、使用するモニタの縦横比率が極端に異なる場合、図形や文字の
描写に変形が加わることがあります。

① 切り替えスイッチを“LCD”にセットします。
② 必要に応じて削除ボタンで、書き込みパネルに記入した内容を全て削除します。

[筆圧ペン 替え芯交換方法]
① 替え芯用工具で筆圧ペンのペン先をつまみ、ペン先を引き抜く
② 替え芯を筆圧ペンに差し込む

3. マルチモニタで操作するモニタを切り替える
Windowsの「コントロールパネル」→「タブレットPC設定」→「画面内の構成」→「セットアップ（
S）」→「ペン入力」を選択し画面表示の指示に従ってください。

商品名：4WAY ペンタブレット いまじぼーど

型番：3R-PTN01

サイズ：約 257×172×8mm

アクティブエリア：約 210×148mm

重量：約 380g

付属品：専用USBケーブル、筆圧ペン、替え芯、替え芯用工具、
ストラップ

入力電圧 / 電流： 5V/380mA(Max)

使用可能電池：CR2025

筆圧レベル：2048 レベル

読み取り高さ：約 5～7mm

使用環境：温度10 ～ 40℃、湿度 20 ～80%RH

保管環境：温度－10 ～ 60℃、湿度10 ～ 90%RH

対応OS：Windows10、Windows11

① ②
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