
3秒長押し

3秒長押し

××

充電用USBケーブルを、本製品とパソコンやAC充電器(別売り)に接続します。
※充電時間は約４時間です。

スクリーン右上に表示される
電池残量が確認できます。

5.充電方法

②充電用USBケーブル
USB充電ポート

①スキャナ

USBポート

パソコン

AC充電器（別売り）

5V1Aの充電器を使用してください。

USB A
コネクタ

Type-C
コネクタ

●取付け取外しの時は慎重に作業を行なってください。
　機器の故障の原因となります。
●次のようなところで使用しないでください。
　⑴直接日光の当たる場所　　⑵湿気や水分のある場所　　⑶傾斜のある不安定な場所　　⑷静電気の発生する場所
　⑸通常の生活環境とは大きく異なる場所(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
　⑹ホコリの多い場所　　　　 ⑺振動の影響を受けやすい場所　
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
　(火傷の恐れがあります)
●本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。
■お手入れについて
⑴清掃する時は電源を必ずお切りください。
⑵機器は柔らかい布で拭いてください。
⑶シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

●分解、改造はしないでください。
　〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
●本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
　〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

●スマートフォン・タブレット
●Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ
　　※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

この度は、ペン型スキャナ「400-SCN060」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありが
とうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意
事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書
は大切に保管してください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

最初にご確認ください

絵表示の意味

取扱い上のご注意

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

ペン型スキャナ　取扱説明書

400-SCN060

! 警告

! 警告

人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

! 注意

! 注意

人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

1.対応機種・対応OS

2.仕様

3.各部の名称とはたらき

注意していただきたい内容

液 晶 画 面
メ モ リ ー 容 量
レ ン ズ
環 境 温 度
ス ピ ー カ ー
デ ー タ 転 送・充 電
バ ッ テ リ ー
製 品 サ イ ズ

付 属 品

2.98インチ（解像度800×268）
8GB
0.3メガピクセル
0℃～45℃
8Ω（1W）
USB Type-C
1,050mAhリチウムポリマー
約W146.5×D31.6×H14.3mm
スキャナ、充電用USBケーブル、クイックガイド、収納ケース、
取扱説明書・保証書

スクリーン Bボタン

音量+ボタン 音量-ボタン

ON・OFFボタン

アラインメントライン

USB充電ポート

スピーカー
マイク

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
●メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。

■ 対応機種

■ 対応OS
　Windows 11・10・8.1・8・7
　macOS 11、iOS 10～、Android 8～、iPadOS 12～

Aボタン

①スキャナ

②充電用USBケーブル

4.電源のON・OFF

電源がOFFの状態で
ON・OFFボタンを約３秒間長押しすると、
電源がONになります。

❶電源がONの状態で
　ON・OFFボタンを約３秒間長押しします。

❷スクリーンに表示される
　「電源を切る」をタップすると
　電源がOFFになります。

ON・OFFボタンを約10秒長押しすると、システムが強制終了します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

①スキャナ
②充電用USBケーブル
③クイックガイド

１台
１本
１部

④収納ケース
⑤取扱説明書・保証書(本書)

※欠品や破損があった場合は、品番（400-SCN060）と
　上記の番号（①～⑤）と名称（充電用USBケーブルなど）をお知らせください。

1個
1部

セット内容

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ことがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

【上面】

【底面】

■電源をONにする

■電源をOFFにする

■強制終了

■電池残量の確認

※本製品の詳しい機能や使い方などは、
　下記URLまたは二次元コードからご確認ください。
　https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN060

電源のON・OFFができます。

付属のUSB充電用ケーブルを
接続し、本製品を充電できます。

指でタッチして操作を行います。

音量を上げます。

音声を出力します。

ライブ翻訳ができます。

ライブ翻訳ができます。

音声を入力します。

スキャン時のセット位置の
目安になります。

音量を下げます。



そっと
押し当てる

●●●●●●●●●●●●

山路を登りながら

山路を登りながら山路を登りながら 山路を登りながら ××××

クイックガイドのURLよりソフトウェアをダウンロードして、パソコンへインスト
ールして使用してください。

6.スキャン方法

7.Wi-fi接続

8.パソコンとの接続

9.スマートフォン・タブレットとの接続

10.ヘッドセットとの接続(Bluetooth接続)

❸ペン先を右方向に文章に沿わせて
　一定のスピードでなぞります。

❹文章の終わりでペン先を持ち上げて、スキャンを終了します。

❶スキャナを手に持ち、
　アラインメントラインを
　文章の中心に向けます。

❶「設定」を押します。

❷「ブルートゥースの設定」を
　タップします。

❶「設定」を押します。

本製品はWi-fiに接続することで、パソコン・タブレット・スマートフォンと接続したり、
ライブ翻訳機能を使用できるようになります。

文章の中心を真っ直ぐなぞってください。

本製品はヘッドセットなどをBluetooth接続することができます。

インストール後の手順やアプリケーションの使用方法は、Webでご確認ください。

インストール後の手順やアプリケーションの使用方法は、クイックガイドでご確認ください。

❷「無線LAN」をタップします。

❸接続するネットワークを
　選択します。

❹ネットワークのパスワードを
　入力し「OK」をタップすると
　接続完了です。

❸「ブルートゥース」をONにし、
　接続したい機器を
　タップします。

❹接続したい機器の
　ペアリングの準備ができたら
　「マッチ開始」をタップします。

❺「OK」をタップし、
　接続完了です。

❷ペン先を文章の上にそっと押し当て
　ペン先から光が出るのを確認します。

ペン先を少し傾けて、ペン先
全体が紙面に当たるように
なぞってください。

縦書きには対応していません。

必ずスマートフォンと本製品が同じWi-Fiネットワークに接続されているか
確認してください。

接続する機器の操作
については、お使い
の機器の取扱説明
書をご覧ください。

11.保証規定

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
CB/BA/HWDaU

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

Ver.1.0

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　　　　年　　  　月　　　  日

担当者名

型 番: 400-SCN060
保 証 書

お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

シリアルナンバー：

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました
場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　⑴保証書をご提示いただけない場合。　
　⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度
な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に
本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)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。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

■Windows

AppStoreで「WorldPenScan Go」と検索してアプリをインストールしてください。

■Mac

AppStoreで「WorldPenScan Go」と検索してアプリをインストールしてください。

■iOS

Google playで「WorldPenScan Go」と検索してアプリをインストールしてください。

■Androidアラインメントライン
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