
裏面に続く

Step 2

Step 3

Step 1

追加の設定

Denshi- Pen 1.1
セットアップガイド

本書は、Denshi-Penをはじめてお使いになるかたのために、ソフトウェアのインストール、ペンの準備、
ペンの使い方について説明しています。本製品をお使いになる前に、必ず本書をお読みください。また、操
作がわからないときや困ったときに、読み直してご活用ください。
さらに詳しい内容については、付属のDVD-ROMに収録されているマニュアルを参照してください。

付属品を確認する
箱からペンと付属品を取り出し、次のものがすべてそろっていることを確認してください。
付属品が不足、または破損しているときは、お買い求めの販売店または富士ゼロックスの営業担当者にご
連絡ください。

インストールするソフトウェア
本製品をお使いになるにあたって、インストールするソフトウェアは次のとおりです。

本製品が動作する前提となるソフト
ウェア
● Microsoft® .NET Framework 3.5 Service Pack 1
● Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
    日本語 Language Pack 
● Fuji Xerox License Manager

アップデートのためのソフトウェア
● Fuji Xerox ApeosWare Management Suite 
Update Service （アップデートサービス）

● Windows® コンポーネントのメッセージキュー

Denshi-Pen のソフトウェア
● Denshi-Pen Backup Tool
● Denshi-Pen Document Viewer
● Denshi-Pen Form Import Tool
● Denshi-Pen Form Viewer
● Denshi-Pen License Management Tool
● Denshi-Pen Note Viewer
● Denshi-Pen Pen Manager
● Denshi-Pen Printer Setup Tool
● Denshi-Pen Studio

•ペン

•Entry Note

•Denshi-Pen ソフトウェア
DVD-ROM •USBケーブル •リフィル抜き具

•セットアップガイド（本書）
•アルカリ乾電池

•ライセンス証書　•ペンの保証書　•ペン本体の修理サービスのご案内

動作環境を確認する
本製品のソフトウェアをインストールできるPCの環境は、以下のとおりです。

ソフトウェアをインストールする
付属のDenshi-PenソフトウェアDVD-ROMをDVD-ROMドライブにセットすると、自動的にインストー
ルメニューが表示されます。
インストールメニューは、次のように構成されており、本製品を使うために必要なソフトウェアを順番にインストー
ルしていきます。

前提となるソフトウェアがインストールされているかを自動的に確認します。インストールされていな
い場合は、インストールします。

前提となるソフトウェアをインストールする

必要に応じて、Update Serviceをインストールします。Update Serviceは、Denshi-Penのソフトウェア
が更新されたときに、自動的に更新、または更新のお知らせを通知するソフトウェアです。

Update Serviceをインストールする

項目 内容

OS ・ Microsoft Windows Vista® （32/64ビット） 日本語版 Service Pack 2
 ・ Microsoft Windows 7 （32/64ビット） 日本語版 Service Pack 1
 ・ Microsoft Windows 8 （32/64ビット） 日本語版
 ・ Microsoft Windows 8.1 （32/64ビット） 日本語版

CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 3.0GHz以上
（インテル Core™2 Duo プロセッサー 2.0GHz 以上推奨）

ハードディスク容量 2GB以上の空き容量 （20GB以上の空き容量を推奨）

メモリー容量 1GB以上 （2GB以上を推奨）

ディスプレイ 800×600ピクセル以上 （1024×768ピクセル以上を推奨）

ネットワーク ・ ライセンス認証時、インターネットまたはメールを使用できる環境が必要
 ・ Windows 8、Windows 8.1でMicrosoft .NET Framework 3.5をインストー

ルする場合、インターネットに接続できる環境が必要
その他のハードウェア DVD-ROMドライブ

その他のソフトウェア ・ Microsoft Office Word/Excel®/Outlook®と連携する場合：
   Microsoft Office 2007 (SP3以降） /2010/2013
 ・ DocuWorks文書形式のファイルを出力する場合：DocuWorks 7.3以降

注記
・管理者権限を持つユーザーアカウントで、Windowsにログインしてインストールしてください。
・ウイルスチェック用のソフトウェアなど、ほかのソフトウェアはすべて終了してください。
・1台のPCにインストールしてください。複数のPCにインストールして使用できません。

注記
シリアル番号を登録してから、
30 日以内にライセンス認証して
ください。30 日経過すると、
Denshi-Pen のソフトウェアが
起動できなくなります。

補足
Windows の設定によっては、インストールメニューが自動的に表示されない場合があります。そ
の場合は、Windowsのエクスプローラーを起動し、［コンピューター］のDVD-ROMドライブから、
［autorun］＞［Autorun.exe］をダブルクリックしてください。

補足
・ Windows 7 Starterには対応していません。
・ 最新の対応OSについては、富士ゼロックスのホームページをご覧ください。

補足
インターネット経由以外の方法でライセンス認証する場合や、ソフトウェアをインストールしたあ
とにライセンス認証する場合は、『Denshi-Pen ユーザーガイド ソフトウェア編』の「11 ライセ
ンス認証」を参照してください。

補足
お使いの環境によっては、［ユーザー
アカウント制御］ダイアログボックス
が表示される場合があります。この場
合は、［はい］をクリックします。

Step 1
前提となるソフトウェアをインストール
する

追加の設定
Update Serviceをインストールする

Step 2
Denshi-Penのソフトウェアをインストー
ルする
Step 3
ライセンス認証する

クリック

1 インストールメニューの［Step 1) 必要
条件の設定］をクリックします。

前提となるソフトウェアがインストー
ルされている場合
インストールされていることを確認す
るメッセージが表示されますので、
［OK］をクリックします。インストール
メニューに戻ります。

前提となるソフトウェアがインストー
ルされていない場合
前提となるソフトウェアがインストー
ルされます。
インストールが完了すると、完了したこ
とを確認するメッセージが表示されま
すので、［OK］をクリックします。インス
トールメニューに戻ります。

2 ［はい］をクリックします。

Denshi-Pen のソフトウェアをイン
ストールする

ライセンス認証する

補足
Microsoft Office がインストールさ
れていない場合、一部の機能が使用で
きないメッセージが表示されます。こ
の場合は、［次へ］をクリックします。

補足
お使いの環境によっては、［ユーザー
アカウント制御］ダイアログボックス
が表示される場合があります。この場
合は、［はい］をクリックします。

補足
［Windows セキュリティ］ダイアロ
グボックスが表示される場合がありま
す。この場合は、［インストール］を
クリックします。

補足
「失敗」と表示された場合は、シリア
ル番号に誤りがあるか、認証済みのシ
リアル番号です。［戻る］をクリック
して、シリアル番号を入力し直します。

補足
再インストール、またはすでに富士ゼ
ロックスにメールアドレスを登録して
いる場合は、［登録済みメールアドレス］
を選択してメールアドレスを入力し、
［次へ］をクリックします。メールアド
レスが見つかると、ライセンス認証が
完了します。手順13に進んでください。

クリック

1 インストールメニューの［Step 2) 
Denshi-Penのインストール］をクリッ
クします。

2 ［次へ］をクリックします。

クリック

7 ［次へ］をクリックします。

8 ［完了］をクリックします。
9 ［完了］をクリックします。

クリック

4 ［インストール］をクリックします。

ソフトウェアがインストールされます。

ペンのデバイスドライバーがインス
トールされます。

ソフトウェアのインストールが終了し、
インストールメニューに戻ります。

クリック

2 ［次へ］をクリックします。

クリック

4 ［次へ］をクリックします。

クリック

5 ［インストール］をクリックします。

6 ［完了］をクリックします。
Update Serviceの設定が終了したこと
を確認するメッセージが表示されます。

7 ［OK］をクリックします。
Update Serviceのインストールが終了
し、インストールメニューに戻ります。

PCの再起動が必要なことを確認する
メッセージが表示されます。

15 ［終了］をクリックします。
インストールメニューが終了します。

1 インストールメニューの［追加の設定) 
Update Serviceの設定］をクリックし
ます。
Windows コンポーネントのメッセージ
キューがインストールされます。

16 PCを再起動します。

Update Serviceがインストールされます。

クリック選択

3 使用許諾契約事項を確認して、［使用許
諾契約の全条項に同意します］を選択
し、［次へ］をクリックします。

クリックチェックマーク

8 個人情報の取り扱いを確認して、［内容
を確認のうえ、同意］にチェックマーク
を付け、［次へ］をクリックします。

クリック［日本］を選択

9 ［日本］を選択して、［次へ］をクリックし
ます。

クリック情報を入力

10 名前とメールアドレスなどの情報を入
力して、［次へ］をクリックします。

クリック情報を入力

11 住所などの情報を入力して、［次へ］をク
リックします。

クリック

12 表示された内容を確認して、［次へ］をク
リックします。

13 ［完了］をクリックします。

1 インストールメニューの［Step 3) ライ
センスの設定］をクリックします。

クリック選択

2 ［シリアル番号入力］を選択して、［次へ］
をクリックします。

クリック選択

5 ［インターネット経由でライセンス認証す
る］を選択して、［次へ］をクリックします。

クリック選択

6 入力したシリアル番号を選択して、［次
へ］をクリックします。

クリック選択

7 ［新規登録］を選択して、［次へ］をクリッ
クします。

クリック
クリック

入力

3 付属のライセンス証書に記載されてい
るシリアル番号を入力して、［追加］、［次
へ］をクリックします。

クリック確認

4 「成功」と表示されていることを確認し
て、［次へ］をクリックします。

3 使用許諾契約事項を確認して、［使用許
諾契約の条項に同意します］を選択し
て、［次へ］をクリックします。

14 ［OK］をクリックします。
ライセンス認証が完了し、インストール
メニューに戻ります。

この取扱説明書の中で　　 と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

クリック

5 (初回インストール時のみ） ［次へ］をク
リックします。

6 (初回インストール時のみ） ［OK］をク
リックします。

注記
Windows 8、Windows 8.1でMicrosoft .NET Framework 3.5をインストールする場合、イ
ンターネット接続が必要になります。また、インストールには時間がかかることがあります。

注記
Denshi-Pen 1.0 がインストールされている PC に 1.1 をインストールする場合は、1.0 のライ
センス認証を解除し、シリアル番号を削除してから、1.0 をアンインストールします。その後、
改めて1.1 をインストールしてください。
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指挟み
注意

回転物
注意

高温注意感電注意破裂注意発火注意注　意

禁　止 火気禁止 接触禁止 風呂等での
使用禁止

分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止

指　示 電源プラグ
を抜け

アース線を
接続せよ

静電気
破損注意

ペンを準備する
はじめてペンを使うときの準備について説明します。

ペンを使用する前に、必ずペンの時刻を設定してください。通常は、ペンを接続してユーザー認証すると
自動的に設定されます。正しく設定されていない場合や、設定し直す場合は、手動で設定してください。

Entry Noteに筆記して、
データを取り込む
付属のEntry Noteに自分の名前を書き、PCにデータを取り込んで保存するまでの手順を説明します。

付属の定型帳票を印刷して使う
付属のDVD-ROMには、約100種類の定型帳票データが収録されています。
定型帳票データをDenshi-Pen専用プリンターで印刷して、ペンで手書きすると、筆記した内容をPCに取
り込めます。

Denshi-Penをより使いやすく
Denshi-Penで書いた内容は、ソフトウェアを使ってさらに活用できます。目的に応じて、以下のマニュア
ルを参照してください。

PDFマニュアルを開くには
PDF ファイルを表示するには、Adobe® Reader® が必要です。お使いのコンピューターにインス
トールされていない場合は、最初にAdobe Reader をインストールしてください。
● ユーザーガイド ペン編
 ［スタート］＞［すべてのプログラム］＞［Fuji Xerox］＞［Denshi-Pen］＞［Common］＞
［Denshi-Pen ユーザーガイド ペン編］の順に選択します。
● ユーザーガイド ソフトウェア編
 ［スタート］＞［すべてのプログラム］＞［Fuji Xerox］＞［Denshi-Pen］＞［Pen］＞［Denshi-Pen 
ユーザーガイド ソフトウェア編］の順に選択します。

Entry Note やそのほかのDenshi-Pen 対応ノートに書いた
内容を、PCで確認、編集したい

�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「2 ノートに筆記した手書きデータの操作」

取り込んだ議事録をWord ファイルに変換したい
�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「2 ノートに筆記した手書きデータの操作」

書いたスケジュールを外部スケジューラー（Outlook、サイ
ボウズ、Google カレンダー）に反映させたい

�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「2 ノートに筆記した手書きデータの操作」

ペンで書くときのコツが知りたい
�『ユーザーガイド ペン編』の「2 ペンの使い方」

ペンの消耗品を取り替えたい
�『ユーザーガイド ペン編』の「2 ペンの使い方」の「日常の管理」

付属のソフトウェアについて詳しく知りたい
�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「1 Denshi-Penの概要」

安全にご利用いただくために
本製品を安全にご利用いただくために、本製品をご使用になる前に必ず「安全にご利用
いただくために」および電池に記載されている警告・注意をよくお読みください。
お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商
品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場
合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡
または重傷を負う可能性があり、かつ切迫の度合いが高いと
思われる事項があることを示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡
または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを
示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負
うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される
事項があることを示しています。

　 記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示
内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。

　 記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよ
く読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

　 記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内
容をよく読み、必ず実施してください。

設置時の注意

以下のような場所には製品を保管しないでください。
・ 発熱器具に近い場所
・ 揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く
・ 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所
・ 直射日光の当たる場所
・ 調理台や加湿器のそばなど

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行年月 2014年 4 月 第1版
発行者 富士ゼロックス株式会社 （管理No. MT3441J1-1）

Printed in Japan

ペンに電池を入れる

ペンとPCを接続する

ペンの時刻を設定する

ペンを取り外す

注記
枠からはみ出さないように書いてくだ
さい。枠からはみ出すと、文字が正し
く認識されません。

1 ペンの電源を入れ、Entry Noteの「はじ
めに」のページにある「所属」と「名前」の
欄に記入します。

1 電源ボタンを2秒以上押し続けて、ペン
の電源を切ります。
電源ランプが消灯します。

2 ペンとPCに接続しているUSBケーブル
を取り外します。1 バッテリーカバーロック （図の①） を矢

印の方向にスライドし、バッテリーカ
バーを取り外します。

1 電源ボタンを2秒以上押し続けて、ペン
の電源を入れます。

電源ボタンの隣の電源ランプが緑色に
点灯します。

2 USB端子カバーを開け、付属のUSB
ケーブルを接続します。

3 USBケーブルの他方をPCに接続します。

ペンが自動的に認識され、タスクトレイ
に　 が表示されます。

3 バッテリーカバーを取り付け、バッテ
リーカバーロックを矢印の方向にスラ
イドします。

2 付属の電池をセットします。

2 ペンとPCをUSBケーブルで接続しま
す。

クリック

クリックする

3 ［現在の日時を設定］をクリックします。 4 ［閉じる］をクリックします。

4 リンクボタンを押します。

リンクボタンの隣の通信ランプが緑色
に点滅します。

3 ユーザー認証パスワード「usermode」
を入力して、［OK］をクリックします。 6 Entry Noteに記入した内容が取り込ま

れていることを確認して、　 （保存）を
クリックします。
データが保存されます。
Entry Noteのスケジュール、議事録、フ
リーメモなどに筆記した内容も、同様の
手順でPCに取り込みます。

Note Viewerが起動して、ペンで触れた
ページが表示されます。

5 通信ランプが緑色でゆっくり点滅してか
ら5秒以内に、名前を記入したページをペ
ンで触れます。

確認クリック

ペンに日時が設定されます。

補足
タスクトレイにアイコンが表示されて
いない場合は、タスクトレイの　　を
クリックし、通知アイコンボックスを
確認します。

補足
・ タスクトレイにアイコンが表示さ
れていない場合は、タスクトレイ
の　　をクリックし、通知アイコ
ンボックスを確認します。

・ ペンが認識されない場合は、ペン
のデバイスドライバーが正しくイ
ンストールされていない可能性が
あります。「ソフトウェアをインス
トールする」の手順をやり直して
ください。

補足
筆記するときと同じくらいの筆圧で
ページに触れてください。触れ方が弱
すぎると、Note Viewer は起動しま
せん。

2 タスクトレイの　 をダブルクリックし
ます。

その他
本製品の使用環境は次のとおりです。
使用温度：0℃～40℃ （結露なきこと）
保管温度：－20℃～60℃ （結露なきこと）
ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、製品内部に水滴
が付着し部分的に手書きデータを読み取れない場合があります。

製品使用上の注意

本製品の説明書に明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わない
でください。
付属のDVD-ROMをDVD-ROM対応プレーヤー以外では絶対に使用しない
でください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそ
れがあります。

次のようなときにはただちに使用を中止し、電源ボタンを2秒以上押し続け
て、電源を切ってください。その後、当社のDenshi-Pen修理受付窓口までご
送付ください。そのまま使用を続けると、感電や火災、やけどの原因となる
おそれがあります。
・ 製品から発煙したり、製品の外側が異常に熱くなったとき
・ 異常なにおいがするとき
・ 製品の内部に水が入ったとき
・ 製品が水をかぶったとき
・ 製品の部品に損傷があったとき
分解・改造・ご自身での修理はしないでください。発熱・発煙・破裂など故障、
感電や怪我の原因となります。
湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使ったり、保管しないでください。火
災や感電の原因となります。
濡れた手で本製品を触らないでください。感電・故障の原因となります。

消耗品取り扱い上の注意

電池はプラスとマイナスの向きに注意して入れてください。向きを間違える
と乾電池の破裂や液漏れにより火災やケガの原因となるおそれがあります。
電池は、指定されたものをご使用ください。指定された以外の電池と交換し
た場合、爆発の危険があります。使用済み電池は、取り扱い指示に従って処
分してください。

電池や小さな付属品は、乳幼児の手の届きやすいところに放置しないでく
ださい。誤って飲み込む危険性があります。万一飲み込んだ場合は、直ちに
医師に相談してください。
指定外の電池を使用しないでください。電池および製品を発熱・破損させる
原因となります。
長時間ご使用にならない場合は、本製品から電池を外しておいてください。製
品の故障、および電池の発熱、破裂等により、火災や怪我の原因になります。
長時間使用した後は、直ぐに電池を取り出さないでください。電池の発熱な
どにより、やけどの原因になります。

規制について
電磁波障害対策自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接
して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品によ
る影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってくださ
い。
電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復す
るようでしたら、この商品をテレビやラジオへの影響がなくなるまで離して
ご使用ください。

電池はプラスとマイナスの向きに注意して入れてください。向きを間違える
と乾電池の破裂や液漏れにより火災やケガの原因となるおそれがあります。

電池は、指定されたものをご使用ください。指定された以外の電池と交換
した場合、爆発の危険があります。使用済み電池は、取り扱い指示に従って
処分してください。

参照
・ 定型帳票の確認�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「4 フォームの表示」
・ 定型帳票のインポート�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「6 フォームのインポート」
・ コード付き印刷�『ユーザーガイド ソフトウェア編』の「7 コード付き印刷」

参照
変換したテキストデータの修正方法
�『ユーザーガイド ソフトウェア編』
の「2 ノートに筆記した手書きデータ
の操作」

注記
通信ランプが緑色でゆっくり点滅
してから 5 秒経過すると、通信
ランプの点滅が終了し、点灯状態
に戻ります。この場合は、ペンで
ページに触れても Note Viewer
は起動しません。通信ランプが緑
色の点灯に戻った場合は、再度リ
ンクボタンを押して、ページに触
れてください。

1 ［ユーザー認証］ダイアログボックスに
ユーザー認証パスワード「usermode」
を入力して、［OK］をクリックします。

［ユーザー認証］ダイアログボックスが表
示されていない場合は、手順3の画面で
［認証］をクリックして［ユーザー認証］ダ
イアログボックスを表示させます。


