
●『注意事項』

取扱説明書等の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合

があります。  

そのため、本サービスにおいて提供される取扱説明書の内容は、お客様

がご購入された製品や、現時点で販売されている製品に同梱の取扱説明

書等の内容と異なる場合があります。

本サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。

日本語取扱説明書の著作権はAction　Firstに帰属します。

● 権利者の許諾を得ることなく、取扱説明書の内容の全部または一部を

複製することは、著作権法上禁止されております。 

 但し、お客様が個人的用途に用いるために複製する場合は、この限り

ではありません。

ペン型スキャナー OCR
日本語取扱い説明書
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SCANMARKER AIR の使用を開始する
初めて使用する前に、Scanmarker Air を 3 時間充電することをお勧めします。

PCに接続された付属のUSBケーブルを使用するか、壁掛け充電器を使用し

て、Scanmarker Air を充電してください。

スキャナーのオン/オフ

注: Scanmarker Air を接続するには、デバイスにソフトウェアをインストールして

開く必要があります。 (以下の手順を参照してください)

オンにするには:
透明な先端を表面に 3 秒間当てます。

緑と青のライトが点灯します。緑色のライトはバッテリー表示です。

充電が必要になると点滅し始めます。充電中は緑色のライトが

ゆっくりと点滅し、フル充電になると点灯します。

青色のライトは Bluetoothの表示です。スキャナの電源がオンになると青色のライト

が点滅し、デバイスに接続されると点灯します。

オフにするには:

チップを表面に対して 3 回 (すばやく優しく) クリックします。

非アクティブ状態が 12 分間 (または切断モードで 2 分間) 続く

とScanmarker Air は自動的に電源がオフになります。

マック & ウィンドウズ

Android & iOS の説明については、5 ページを参照してください。

インストール

1. www.scanmarker.com/software-download から関連するソフトウェアをダウンロ

ードします。

2. ダウンロードしたセットアップを実行します。ファイルを作成し、インストール

にしたがってください。

http://www.scanmarker.com/
http://www.scanmarker.com/
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SCANMARKER AIR の接続

Bluetooth 経由で接続するには:
・Windows ユーザー: パッケージに含まれている Bluetooth ドングルを接続します。 

Mac ユーザー: ドングルは使用しないでください。次の手順から始めます。

・ Scanmarker アプリケーションを開きます。

・ Scanmarker Air の電源を入れます。

・接続が確立されると、青色のライトが点滅し、点灯します。

または、付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに接続することもできます。

旅行

Scanmarker Airを初めて接続すると、ツアーが表示されます。右手と左手の設定と言

語を選択するよう求められます。これらのオプションは、後でいつでも設定で変更で

きます。

アクティベーション

30 日間の試用期間後も引き続きソフトウェアを使用するには、アクティベーション

が必要です (この手順にはインターネット接続が必要です)。設定の [アクティベーシ

ョン] タブに移動し、パッケージに同梱されている保証カードに記載されているコー

ドを入力します。

スキャンオプション
Scanmarker アプリケーションに直接スキャンするか、選択した外部アプリケーシ ョンにス

キャンするかを選択できます。

・Scanmarker アプリケーションにスキャンする アイコンを選択します。

・Word または他のアプリケーションに直接スキャンする アイコンを選択します。

選択したスキャン オプションは白で表示されます。

ドキュメントへのスキャン

ドキュメント アイコンを選択し、スキャンを表示する場所にカーソルを置きます。

スキャンまたは翻訳されたテキストがドキュメントに入力されます。

・ドキュメントにスキャンする場合、デフォルトの設定では、各スキャンの後にスペ

ースが追加され、同じ行で次のスキャンが続行されます。

・次のスキャンを新しい行に配置するには、スキャンの最後でスキャナーをクリック

します。

・ アイコン > [設定...] > [スキャン] > [外部プログラムへの入力] をクリックし

て、これらのデフォルト設定を変更できます。
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注：Mac OS Mojave では、この機能を動作させるために、Scanmarker アプリのアク

セシビリティを有効にするための追加要件があります。10.14 では、この機能を使

用するために、Scanmarker アプリのアクセシビリティを有効にするための追加要件

があります。アクセシビリティ ドキュメントアイコンを初めてクリックすると、自

動的に「アクセス」を確認するポップアップが表示されます。表示されるはずで

す。もし表示されない場合は、他のアプリが開いていないか確認してください。
[必要に応じて、システム環境設定→プライバシーとセキュリティ→「プライバ
シー」タブをクリックし、許可することもできます。

「プライバシー]タブをクリックします。-> リストの中から「アクセシビリティ」

を選択→鍵のアイコンをクリックして変更→「スキャンマーク」の横にあるチェッ

クボックスをオンにします。

スキャンしてドキュメントを作成しま
す。

Scanmarker アプリケーション
の中でスキャンします。

右手／左手オプションの変更、

音声読み上げスキャナーの変更、

ヘルプとサポートなど、詳細設定は

ドキュメントをスキャンしている
間は、このオプションを最小化す
ることができます。

新しいデバイスに接続するとき

は、このオプションのチェックを

外して、正しいデバイスに接続さ

れるようにします（またはアプリ

ケーションを終了します）。 こちらを選択してください。
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スキャンタイプ

テキスト

標準的なテキスト行をスキャンするための初期設定です。

単一単語

単一の単語をスキャンする場合、各単語の前にカンナウェルを置き、単語の終わり

の後にスキャンウェルを終了させる

画像

手書き文字、署名、数式をスキャンすると、ドキュメント内のテキストと一緒に挿

入されます。

数字

数字のみをスキャンする場合。

(テキストと数字の組み合わせは、テキストオプションを使用してスキャンしてく
ださい)。

SCANMARKER ウィンドウでスキャンする

Scanmarker アプリケーション内でスキャンする場合（鉛筆アイコンを選択した場

合）、白いポップアウトウィンドウに電子テキストが挿入されます。

バーコード

バーコードの読み取り用です。バーコードを読み取るときは、スキャナの持ち方が

通常と異なります。

スキャナの先端は、縦線に対して平行ではなく、水平または傾いている必要があり

ます。平行でないこと。斜めに構える このような持ち方です：

ヘルプ＆サポートタブのツアーで、
このことを明確に示しています。
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IOS＆Androidの場合

インスタレーション

App Store / google playと検索で「scanmarker air」アプリを検索し、お使いの端末

にインストールしてください。

scanmarker airの接続

・ scanmarkerアプリを起動します。

・お使いのデバイスの Bluetoothがオンになっていることを確認してください。

・スキャナの電源を入れる（１ページ目のスキャナの電源オン／オフを参照）。

・"start "を選択すると、Scanmarker Airの検索が開始されます。

・スキャナの選択 にスキャナの名前が表示されたら、それをタップします。

スキャナが正常に接続されたことを示すメッセージが表示されます。

注意：初回ペアリング時はインターネット接続が必要で、通常より若干時間がかか

る場合があります。初回接続後は、スキャナで接続するだけです。

トラブルシューティングのヒント：青いライトは安定しているが、デバイスに接続さ

れていない場合 - 以前にペアリングした別のデバイス（コンピュータなど）に接続さ

れているかどうかを確認します。

クイックセットアップ

・初めてアプリを起動すると、クイック設定オプションが表示されます。初めてアプ

リを起動すると、クイック設定オプションが表示されます。(これらの設定は、各画

面の右下にあるアイコンを選択することで、後からいつでも変更することができま

す）。

・

メイン画面

・スキャンの練習をした後メインスクリプションに到着します。接続後、アプリを

起動し、scanmarker air を再接続すると、常にこの画面が表示されます。保存され

たドキュメントのリストが表示されます。アイコンをタップ（iPhone では "new"）
すると、新しいドキュメントを開始します。

テキストファイルとして保存され、メールや Dropbox、google drive などで自由に

共有することができます。文書内のオプションから「共有」をタップするか、メイ

ン画面で複数の文書を一度に共有します。
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文書内

ヒント:次のスキャンを新しい行から始めるには、スキャンの終了時にスキャナーを

下にクリックしてください。

スキャニングのコツ

・スキャナを 30～60 度の角度で構えます。

・スキャナの透明な先端を、スキャンしたい線の始点より少し手前に置き、線の終

点でスキャンを終了します。行の終わりでスキャンを終了してください。

・スキャンしたい文字が先端の中央にあることを確認してから、スキャンを開始し

ます。(Scanmarker は最初に検出した行を追い続けます)。
・流動的でかなり速い動きでスキャンする。

・過度な圧力をかけずにスキャンしてください。

・" Test Device "画面で、納得がいくまでスキャンを練習してください。

・数行のテキストをスキャンする場合、最初の行が画面に表示されるのを待ってか

ら、次の行をスキャンする必要はありません。

  ご質問がある場合は、support@scanmarker.com、私たちに連絡してください、

私たちは常に助けるためにここにいる!
  もしくは日本代理店のAction Firstまで、ご連絡ください。12時間以内にお返事致
します。



■保証内容

●保証期間

ご購入いただいた製品の保証期間は、お買上日より1年となります。

●保証範囲

保証期間中に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理を

消耗部品、寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

下記の場合は保証の対象外となります。

・不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合

・改造またはご自身による修理の場合

・製品本来の使い方以外の使用による場合

・水没、破損による場合

保 証 書

品名

注文番号

お客様

お名前

住所

電話番号

お買い上げ年月日日 年 月 日 保証期間 1年

販売店

Action First
東京都足立区梅田１－５－１
magokoro666@gmail.com

Ａｃｔｉｏｎ Ｆｉｒｓｔ 1年保証書

mailto:magokoro666@gmail.com



