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ご使用になる前に

安全のために
電気製品は安全に使っていただくための注意事項を守
らないと火災や人身事故になることがあります。本書内の

「安全上の注意」には、事故を防ぐための重要な注意事
項と製品の取り扱い方を示しています。熟読の上、理解さ
れたうえで、製品を安全にお使いください。
また、このマニュアルは、いつでもご覧になれるように必
ず大切に保管してください。
このマニュアルに掲載されているイラスト、画面上のコン
テンツは、実際の製品と異なることがあります。

使用許諾契約書について
本製品にインストール、または付属されているソフトウェア
をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、
ご同意いただくことを使用の条件とさせていただいている

「ソフトウェアの使用条件」は、本製品内に格納しています。
ホームボタンを押し、「設定」－「この機器について」－「使
用許諾契約書」の順に タップし、内容を確認ください。

国内専用
本製品は、日本国内仕様であり、海外での保守サービスお
よび技術サポートは行っていません。また、国内専用での
使用を前提に作られています。海外での使用については
お客様の責任で行っていただくようお願い致します。

取扱説明書について
本取扱説明書はお使いになる上での注意事項や初期設定
導入までの操作方法などを記載しています。
取扱説明書は、改善のため変更することがあります。ウェブ
サイトで最新版を公開しています。
altericnote.com

製品を確認して下さい
梱包品（付属品）の確認
梱包箱から製品を取り出し、製品が揃っていることを確認し
てください。万一、足りないものがあった場合は、恐れ入りま
すが、お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

• 取扱説明書（本書）
• 電子ペーパー本体
• スタイラスペン
• 替え芯 x 3
• 芯抜き
• USBケーブル x 1本

危険
下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などによ
り人が死亡や重傷を負う人身事故が生じます。

火の中に投入しないこと

分解禁止

分解しないこと
お客様自身で絶対に修理、改造しないでください。
分解すると故障や感電の原因となります。修理が
必要な場合は、お問い合わせ窓口、または、ご購
入元にご連絡ください。

火のそばや炎天下などで充電しない、高温の場所
で使用、保管、放置しないこと
故障、火災の原因となります。

本製品のUSB端子、充電コネクタのそばにコイン、
キー、ネックレスなどの金属類を置かないこと
故障、感電、火災の原因になります。

警告
下記の注意事項を守らないと、人が死亡や重傷、ケガを負
う人身事故の原因となります。

指定された充電方法以外では、充電はしないこと
故障、感電、火災の原因になります。

本製品や本製品を設置している台にぶら下がったり、
上に乗ったり、寄りかかったりしないこと
本製品が落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原
因になります。特に、お子様が近くにいる場合は
注意してください。

運転中、歩行中は使用しないこと
自動車、自動二輪車、自転車などの運転中や歩行
中に細かい作業をしたり、表示画面を見ることは
絶対におやめください。交通事故の原因になります。

周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しな
いこと
踏み切りや駅のホーム、車の通る道、工場現場な
ど、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わな
いでください。

内部に水や異物をいれないこと
水や異物が入ると火災、感電の原因になります。
万一、水や異物が入ったときは本製品に接続して
いるものを外し、お問い合わせ窓口、または、
ご購入元にご連絡ください。

充電方法
本製品は、パソコンに接続して充電します。
1．パソコンの電源を入れます。
2． 付属のUSBケーブルを、本体のUSB端子(Type-C)とパ

ソコンのUSB端子に接続します。

ポイント
•  推奨温度の範囲内（5℃ - 35℃）で充電してください。

推奨温度の範囲外で充電できないときは、本機からUSB
ケーブルを取り外し、推奨温度の範囲内に戻してから、
再度USBケーブルを接続して充電してください。

•  コンピューターの電源が切れているとき、または電源が
入っていてもスリープモードやスタンバイモード、休止状
態のときは充電されません。

• 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

PCアプリの設定
本製品とパソコンの設定を行ってください。（順序は以下
の通り）
1. パソコンの電源を入れ、インターネットに接続する。
2. 専用のPCアプリをダウンロードサイト(altericnote.com)

からコンピューターにダウンロードして、パソコンにイン
ストールします。Wi-Fi、Bluetoothを使ったドキュメント
(PDF)の転送などをするには本PCアプリが必要です。

3. PCアプリを起動し、付属のUSBケーブルを、本体の
USB端子(Type-C)とパソコンのUSB端子に接続する。

4. PCアプリの画面に従って、コンピューターとの接続設
定（ペアリング）を行う。ペアリングしたコンピューター
のみ、ドキュメントの転送などができます。

5. 本機のソフトウェアアップデートがある場合は、アップ
デートを行う。

安全上の注意
本製品は安全に十分に配慮し、設計・製造されてい
ます。しかし、電気製品は間違った使い方がされた
場合はあなたや他の人々に火災や感電による危害
や損害を加え、人身事故になることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のために注意事項を守る
マニュアル内の「安全上の注意」の注意事項をよくお読み
ください。

定期的に点検する
1年に1度は、接続端子などにほこりが溜まっていない、故
障したまま使用していないか、などを点検して下さい。

各部の名称

端子から内部に異物を差し込まないこと
火災、感電の原因となります。

お子様、乳幼児の手の届かない所に置くこと
スタイラスペン、替えの芯、芯抜きなどの部品は口
の中に入れない様にお子様や乳幼児の手の届か
ないところに置いてください。芯やボタンが抜け
て誤って飲み込むと窒息の原因になります。万一、
飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因
となるため、ただちに医師にご相談ください。
梱包に使用している袋類は、口に入れたり、頭に
かぶったりすると、窒息の原因になります。

画面を長時間継続して見ないこと
画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、
視力が低下する恐れがあります。画面を見続け
て体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐ
に本製品の使用をやめて休息してください。万一、
休息しても不快感や痛みが取れない場合は医師
の診断を受けてください。

長時間使い過ぎないこと
長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなった
りすることがあります。使用中、体の一部に不快感
や痛みを感じたときは、すぐに本製品の使用をやめ
て休息してください。万一、休息しても不快感や痛み
が取れない場合は医師の診断を受けてください。

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池には
触らないこと
取り扱いを誤ると、人体に影響を及ぼす恐れがありま
す。リチウムイオン電池はご自身で交換せずに、お問い
合わせ窓口、または、ご購入元にご連絡ください。

注意
下記の注意を守らないと事故によりケガをしたり、物的損
害が発生することがあります。

使用する際には、明るい場所で使用すること
お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の
刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な
筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす
場合がありますので、注意してください。
過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、
事前に医師に相談してください。本製品をご使用中
にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製
品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

本製品を布団などでおおった状態で使わない
熱がこもって本製品が変形したり、火災の原因と
なることがあります。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、本製品が破損していることに気
づいた場合はすぐにお使いをおやめください。

バッテリーパック（充電式電池）が液漏れしたとき
本製品のバッテリーパックはリチウムイオン電池を使用し
ております。バッテリーパックの液が漏れた時は素手で液
を触らないでください。液が内部に残ることがあるため、
お買い上げ店の相談窓口にご相談ください。液が目に入っ
たときは、失明の原因となることがあるので、目をこすらず、
すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師
の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、
思わぬケガの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流
し、皮膚に炎症やケガの症状がある時は医師に相談してく
ださい。

警告表示について
このマニュアルでは次のような絵表示を使っています。絵
表示の意味をよく理解の上、お読みください。

危険
この絵表示を無視して、誤った使い方を
すると、火災・感電・破裂などにより人が
死亡や重傷を負う人身事故が生じます。

警告
この絵表示を無視して、誤った使い方を
すると、人が死亡や重傷、ケガを負う人
身事故の原因となります。

注意
この絵表示を無視して、誤った使い方を
すると、事故によりケガをしたり、物的損
害が発生することがあります。

注意

で示した絵表示は、警告・注意をうながす記号です。
記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されて
います。

禁止 分解禁止

で示した絵表示は、行為を禁止する記号です。記号の
中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。

指示

で示した絵表示は、行為を指示する記号です。記号の
中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

取扱説明書
電子ペーパー ALTERICNOTE（オルタリックノート）
JPMUK4/JPMUK5

9 10 11 12 13

1　ストラップホール
2　RESETボタン
3　USB2.0 Type-C コネクタ
4　電源ボタン
5　充電ランプ
6　NFC/Felicaポート
7　ホームボタン（　　 ）
8　タッチパネル

  9　ペン先
10　サイドボタン
11　クリップ
12　ストラップホール
13　テールスイッチ
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アフターサービス

アフターサービス
調子・具合の悪いときはお買い上げ店の相談窓口にご相
談ください。お問い合わせの際は、次のことをお知らせく
ださい。
●製造（シリアル）番号（本体裏面に記載）
●お買い上げ年月日

保証と修理
アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げ店
の相談窓口に直接お問い合わせください。また、保証に
ついてもお買い上げ店にご確認ください。修理によって
機能が維持できる場合、ご要望により有料修理をさせ
ていただきます。

記録内容
記録内容の補償はできません。お客様の記録したデー
タの破損（消滅）については、一切の責任を負いかねま
すのでご容赦ください。

バックアップのおすすめ
万一の誤消去や電子ペーパーの故障による、データの
消滅や破損に備え、大切な記録内容は必ずコンピュー
ターなどにバックアップしてください。

主な仕様
モデル
JPMUK4/JPMUK5

基本情報

ディスプレイ 13.3"/ 10.3"フレキシブル電子ペーパー
16階調グレースケール

タッチパネル
EMR方式ペン入力対応タッチパネル

静電容量式タッチパネル

本体メモリー容量／
使用可能領域 32GB ／約20GB

インターフェース USB2.0 Type-Cコネクタ

電源関係

充電池 内蔵型リチウムイオン充電池

動作推奨温度 0℃ - 40℃（充電時：5℃ - 35℃）

外形寸法/質量

外形寸法
（幅×高さ×奥行き）

13.3" : 約222.8 x 301.1 x 5.7mm

10.3" : 約173.2 x 242.5 x 5.9mm

質量
（充電池含む）

13.3" : 約368g

10.3" : 約261g

※本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更
することがありますが、ご了承ください。

サポートしているファイル形式
本製品では、以下のファイル形式のデータを表示できます。
ただし、ファイルサイズやデータの形式によっては、表示
ができない場合もあります。（　）内はファイル形式の拡
張子です。
ドキュメント
• PDF（.pdf）*
* PDF 1.7の仕様に準拠しています。
Adobe extension level 1-8の拡張機能が含まれるPDF
はサポートしていません。

廃棄・リサイクル
本製品を廃棄・リサイクルときの注意
機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
この充電式の電池の取外しはお客様自身では行わず、お
買い上げ店の相談窓口にご相談ください。
本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物扱いとなりますの
で、お客様自身では分解せず、地方自治体の廃棄処理に関
連する条例又は規則に従ってください。

商標および著作権
本製品に収録されているデータの一部または全部および
本書に記載されている著作物（イラストや関連ドキュメン
ト等）の一部または全部を無断で複写することは、著作権
法で禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使
用できませんのでご注意ください。
● ALTERICNOTEは伊藤忠商事株式会社の登録商標です。
● 日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）のiWnnを使

用しています。
iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 
All Rights Reserved.

● Microsof t  および Windowsは 、米国Microsof t 
Corporation の米国およびその他の国における登録商
標、または商標です。

● Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple 
Inc.の商標です。
This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
OpenSSL Licenseについて詳しくは、本機に収録され
ている「使用許諾契約書」をご覧ください。

● Foxit PDF SDK Copyright © 2021, Foxit Corporation 
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.
Portions of this software are Copyright ©2005 
The FreeType Project (www.freetype.org). All 
rights reserved.

● This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

● N - M a r k  は 米 国 および そ の 他 の 国 におけるN F C 
Forum, Inc.の商標または登録商標です。

● FeliCaはソニー株式会社の商標または登録商標です。
その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に
各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本
文中では™、®マークは明記していません。

温度上昇について
本製品を充電中、または長時間お使いになると、本体の温
度が上昇することがありますが、故障ではありません。

高温になる場所に置かない
本製品を火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の
場所で使用、保管、放置しないでください。内蔵の電池が
破裂したり液が漏れたりして、けがややけどの原因となる
ことがあります。
直射日光が長時間当たる場所や、暖房器具の近くなど温
度が非常に高い（60℃以上）ところや、湿気の多いところ
でのご使用、放置は避けてください。特に窓を閉め切った
自動車内などに放置したまま直射日光を当てると窓ガラ
スのレンズ効果により一層過熱が促進されることがあり、
キャビネットが変形するなど故障の原因になりますので、
充分にご注意ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設
置しない

磁石、スピーカーなどの磁気を帯びたものの
近くには設置しない

USBケーブル
必ず付属のUSBケーブルを使う事。付属のUSBケーブル以
外の使用については、性能および安全を保証しません。

Wi-Fi機能について
本製品のWi-Fiはパソコンとのドキュメント転送で使用さ
れます。インターネット上のホームページを表示することは
できません。

NFCの使用環境について
本製品を置く机などの材質が金属の場合、FeliCaカード
やFeliCa対応機器との通信に失敗するなど、本製品が正
常に動作しないことがあります。正常に動作しない場合は、
机などの金属から数センチ程度離してお使いください。

充電について
充電時間は電池の使用状態により異なります。
電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいに
なったときは、電池が劣化していると思われます。お買い
上げ店の相談窓口へお問い合わせください。
充電中の本機に長時間ふれないでください。
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原
因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたまま
になっていると、低温やけどになる可能性があります。

お手入れについて
汚れたときは、柔らかい布（市販のめがね拭きなど）で軽
く拭いてください。拭き取る際にめがね拭きなどの布に埃
が付いていると本体に傷が付く場合がありますのでご注意
ください。

専用のスタイラスペンについて
本製品のタッチパネル操作には、必ず付属のスタイラスペ
ンをお使いください。タッチパネル操作以外の用途に使用
しないでください。
ペン先やペンのボタンに強い圧力をかけないでください。
ペンを曲げたり、ペン先を押しつけたままにすると、誤動
作および故障の原因になりますので、おやめください。破
損したペンは使用しないでください。

タッチパネルとペンの扱いについて
画面上に手を置いた状態でペンでの操作を行うことがで
きます。そのため、画面にペンを置いたままや、ペンが近
づいた状態では、指でのタッチパネル操作が無効になり
ます。ペンを画面の上に乗せたままにすると、本製品は使
用していない時でもバッテリーを消費します。ペンを画面
の上には放置しないでください。

本製品の取り扱いについて
● 本製品を投げつけたり、不安定な姿勢で使用しないでく

ださい。
● 水がかからないようご注意ください。本製品は防水仕様

ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
- 雨や雪、湿気の多い場所での使用
- 汗をかく状況での使用
濡れた手で触ると水濡れの原因となる場合があります。
結露が発生する場所では使用しないでください。結露と
は、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる
現象です。結露が生じたときは、結露がなくなるまで電
源を入れずに放置してください。そのままご使用になる
と故障の原因になります。

● 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されているこ
とを確認してください。本製品を使用中、万一、不具合に
より記録されなかった場合の記録内容の補償について
は、ご容赦ください。

● お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故
障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中およ
び保証期間経過後にかかわらず、補償いたしかねますの
でご了承ください。

● 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からの
いかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。

● 本機内に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は
負いかねます。

● 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断に
ついて、一切の責任を負いかねます。

本製品を調理台や加湿器の近くなどの油煙や湯気
の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用した
り、置いたりしないこと
感電、火災の原因になることがあります。

使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止す
ること

安定した場所におくこと
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かない
でください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因と
なることがあります。

本製品の上に重いものを載せない
本製品が壊れる、また、けがの原因になる事があり
ます。

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない
本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが
発生した場合には、本製品のワイヤレス機能を使
用しないようにしてください。また、緊急の場合に
は、ただちに本製品の電源を切ってください。
・ 病院などの医療機関内、医療機器の近くでは使

用しない。
電波が影響を及ぼし、医療機器の誤動作による
事故の原因となる恐れがあります。

・ 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。
電波が影響を及ぼし誤動作による事故の原因と
なる恐れがあります。ワイヤレス機能の航空機内
でのご利用については、ご利用の航空会社に使
用条件などをご確認ください。

・ 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発
生した場合は、ただちに使用をやめる。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因と
なる恐れがあります。

本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機
器の近くで使用しない
電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因と
なる恐れがあります。

本製品を心臓ペースメーカーなどの装着部位から
22 cm 以上離す
電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与え
るおそれがあります。

本製品は国内専用
海外では国によって電波利用制限があるため、本
製品を使用した場合、罰せられることがあります。

ご使用上の注意
無線の周波数について
この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・
科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで使用され
ている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線
局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用
されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内

無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線
局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対し
て有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やか
に使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止し
たうえ、以下記載の連絡先にご連絡いただき、混信回
避のための処置など（例えば、パーティションの設置な
ど）についてご相談してください。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線
局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉
の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた
場合は、以下記載の連絡先にご連絡ください。

連絡先：お買い上げ店の相談窓口

認証マークの表示について
本製品は、電波法/電気通信事業法に基づくマークおよび
認証番号を画面に電子的に表示しています。
これらのマークおよび認証番号は、下記の手順で表示して
ください。ホームボタンを押し、「設定」－「認証情報」の
順にタップしてください。

5GHz 帯無線LAN 機器の屋外使用について
5GHz 帯無線LAN 機器の屋外使用は法令により禁止され
ています。この内容は、本製品の画面上でも確認すること
ができます。ホームボタンを押し、「設定」－「認証情報」
の順にタップしてください。

タッチパネルについて
薄型軽量化実現のためディスプレイの材料には、プラス
チックフィルムを使用しています。このため、光を当てると
歪みのようなものが見える場合がありますが、故障ではあ
りません。
タッチパネルを強く押さないでください。画面のシミや故
障の原因になります。
寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えること
がありますが、異常ではありません。
タッチパネルにシールやシート類（保護フィルムやのぞき
見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作し
ない場合があります。


