
ワイヤレス方式

通 信 範 囲

モードお知らせランプ

ボ タ ン

電 池 寿 命

使 用 電 池

サ イ ズ・重 量

Bluetooth 4.0

約10m

青色・緑色

4ボタン

約1年※1時間使用/日（23時間不使用）の場合

CR2032×1個

W33×D60×H12.2mm・約18g(電池含む)

対 応 O S

対 応 機 器

対 応
アプリケーション

iOS 10※4

Windows 10・8.1・8(64bit/32bit) ※3
Mac OS X 10.11※2・3

各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※2
※但し標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
iPhone 5以降、iPad 第4世代以降、iPad mini 2・3・4
※機種により対応できないものもあります。

※1. Microsoft、Windows、PowerPointおよびロゴは米国MicrosoftCorporation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。
※2. Macintosh及びMac OS、Keynoteは米国及び他の国々で登録されたApple,Inc.の商標です。
※3. Bluetoothモードを利用できるOSはBluetooth4.0を搭載したWindows 10・8.1・8、Mac OS X 10.11に限ります。
※4. iOSモードでは、専用アプリ「PresenPro」を使用したプレゼン機能をご使用いただけます。他のアプリを使った
 プレゼンには対応していませんのでご注意ください。

Bluetoothモード

iOSモード

PresenPro※PresenProアプリをご利用になるにはAppStoreにて事前にダウンロードください。

Microsoft Powerpoint 2016/2013/2010※1
Microsoft Powerpont for MAC 2016/2011※1
Keynote6.6※1

Bluetoothモード

iOSモード※4

※工場出荷時の初期モード設定は
Bluetoothモードになっています。

①モードお知らせランプ

②戻る（PowerPointのページ戻し)
　長押しでスライドショー開始

③進む（PowerPointのページ送り)
　長押しでブラックアウト 

④モード切替え（Bluetoothモード/iOSモード）

⑤カメラ撮影（Bluetoothモードのみ）

⑥ストラップ取付穴

①

②

③

④

使用時の注意事項
⑤

⑥

本製品は2つの通信モードでご使用いただけます。
ご利用になる設備環境によって適切なモードを選んでください。

■ 通信モードの切替え方法

■ 通信モードの選択

Bluetooth通信でパソコンと接続できるモード。Bluetoothモード

取外し用穴

電池を
スライド
させる

基盤電池
セット

本体背面のカバー取外し用の四角穴を、爪やピンセットで開けてください。
上カバー、下カバー、基盤電池セットに分かれます。

コンパクトプレゼンター
取扱説明書

200-LPP025

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

●本体
●ストラップ

１個
１個

・・・・・・●取扱説明書・保証書（本書） １部

セット内容

この度は、コンパクトプレゼンター「200-LPP025」(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おります。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。
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ございます。
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。

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
りないものがございましたら、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。

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が
掛かり痛みや痺れを感じることがあります。
そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあ
ります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中
止し、場合によっては医師に相談してください。
また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が
掛からないように心がけてください。

健康に関する注意

本製品を使用する環境に様々な周波数帯の無線がある状況では通信距離が変わる可
能性があります。
本製品の無線操作機能をご使用になる場合は、なるべく他の無線がない場所でご利用
いただきますようお願いします。

警告

●Bluetoothで接続するリモートコントローラー。
●Bluetoothモード、iOSモードの2つのワイヤレス通信が可能です。
●戻る・進むのPowerPoint操作が可能です。
●PowerPoint操作機能（スライドショー開始、ブラックアウト）※Bluetoothモードのみ

特長

仕様

本製品の基本的な使い方

各部の名称

本体背面のカバーを外します。

本製品にはボタン電池が内臓されています。
電池はテスト用ですので、電池寿命は短くなります。
交換には「CR2032」を1つご使用ください。

お使いになる前に

電池の交換方法

通信モードの設定方法

1

モード切替えボタンを5秒間長押しします。1

モードお知らせランプ（青色＋緑色）が点滅します。2

LEDが3回点滅したらモード設定完了です。4

戻る・進むボタンでモードを選択します。3

基盤電池セットの電池を新品電池に交換します。
電池を交換します。2

カバーを本体に取付けます。3

Bluetooth通信でiPad・iPhoneと接続できるモード。
iPad・iPhoneでプレゼン操作をされたい方にオススメです。

iOSモード

●青色点滅→Bluetoothモード
●緑色点滅→iOSモード
使いたいモードの色に設定したら、モード切替えボタンを3秒間長押しします。



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。
　①保証書をご提示いただけない場合。　
　②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。
　③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　④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。
　⑤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。
　⑥譲渡や中古販売・オークション・転売等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。

保証期間 6ヶ月 　お買い上げ年月日　　年　  月　  日

型 番: 200-LPP025保 証 書
お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BG/BC/NSDaFu

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

①画面左下のスタートメニューをクリックしてください。
②設定をクリックし、デバイスを選択してください。
③接続中のデバイスを選択し、「デバイスを追加する」をクリックしてください。
④デバイスリストに表示されている「PresenPro」を選択してください。
　※デバイスリストにPresenProが表示されていない場合は、
　　一度パソコンのBluetoothをOFFにして、再度ONにしてください。
⑤ペアリング設定が完了します。

PowerPoint、Keynote上で「戻る」「進む」「スライドショー開始」「ブラックアウト」機
能をボタン操作できます。

■ Windows 10の場合

■ Bluetoothペアリングする際の注意

①パソコンのPC設定の変更<PCとデバイス/Bluetoothを選択し、
　パソコンのBluetoothをONにします。
②パソコンのBluetoothデバイスリストに「PresenPro(ペアリングの準備完了)」が
表示されます。
③デバイスリストに表示されている「PresenPro」を選択してください。
　ペアリングに約10秒程かかります。
④ペアリング設定が完了します。

■ Windows 8.1の場合

③ペアリング設定が完了します。

本製品を初めてBluetoothでペアリングする場合は、パソコンのBluetoothをONに
した後65秒間の間にペアリングしてください。この間にペアリングが行われないと本
体のBluetoothがスリープモードになります。機能キーを押すと再度65秒間ペアリン
グ設定が可能となります。

■ iOSモードからBluetoothモードでペアリングする際の注意

iOSモードを使用した後に、Bluetoothモードでペアリング設定をする場合は、iOSで
のペアリングを完全に解除する必要があります。専用アプリ「PresenPro」でペアリン
グ解除をした後、iPad/iPhoneの「設定」でBluetoothデバイス登録の解除をしてく
ださい。その後、モード切替えでBluetoothモードに変更し、パソコンとのペアリング
を行ってください。

■ Mac OS X 10.11の場合

①システム環境設定から「Bluetooth」を選択します。
②デバイスリストに表示されている「PresenPro」を選択してください。

③ペアリング設定が完了します。

■ ペアリングの解除方法

iOSモードを使用した後に、Bluetoothモードでペアリング設定をする場合は、iOSでのペアリ
ングを完全に解除する必要があります。専用アプリ「PresenPro」でペアリング解除をした後、
iPad/iPhoneの「設定」でBluetoothデバイス登録の解除をしてください。その後、モード切替
えでBluetoothモードに変更し、パソコンとのペアリングを行ってください。

iOSモードからBluetoothモードでペアリングする際の注意

※ペアリングを完全に解除したい場合は、設定<Bluetoothを開き、デバイスから
「PresenPro」のデバイス登録を解除してください。

iPhone・iPadの設定<Bluetoothを開き、「PresenPro」のデバイス名をタップ
してペアリングします。

タップ

タップ

アプリ名 :PresenPro
販売元 :Raytac Corporation
デベロッパ :raytac
カテゴリ :ビジネス

アプリを立ち上げ、画面左上の「Disconnection」をタップしてください。

本体をiOSモードに設定します。戻る・進むボタンを押した時に、
LEDが緑色に点灯する状態がiOSモードです。

対応OS : iOS 10のみ

本体をBluetoothモードに設定します。戻る・進むボタンを押した時に、
LEDが青色に点灯する状態がBluetoothモードです。

対応OS : Windows 10・8.1・8、Mac OS X 10.11

専用アプリ「PresenPro」にプレゼンデータを保存し、本製品を使ってページ送り・戻し
などの機能を使用することができます。

「PresenPro」は、パワーポイントとKeynoteで作成したデータを保存、開くことができます。
パワーポイントで作成したデータ : ●●●.pptx
Keynoteで作成したデータ : ●●●.key
詳しい操作方法は、アプリケーション内取扱説明用のPowerPointファイル”ReadMe"
をご確認ください。

■ 保存できるプレゼンデータ

全ての操作が
できない 電池を消耗していませんか？ 電池を交換してください。

通信モードは合致していますか？ 通信モードを適切に設定してください。
ペアリングは
されていますか？

全ての通信モードでペアリング
設定が必要です。

OSバージョン、ソフトウェア
バージョンは対応していますか？

Bluetoothモードで他のPCと
接続中ではありませんか？

対応OS、ソフトウェアを
確認してください。

iOSモードで他のデバイスと
接続中ではありませんか？ 
 

PowerPointが
操作できない

ペアリング
設定ができない

起動中のPCとペアリング済で通
信可能圏内であれば、PCをシャッ
トダウンするか、PCとの接続を解
除してから接続してください。

Bluetoothモードで接続・操作する

カメラ撮影モードを使用する(iPhone/iPadのみ)

故障かなと思ったときは

iOSモードで接続・操作する

iOSモードで接続するBluetoothモードで接続する

iOSモードでプレゼン操作をする

Bluetoothモードでプレゼン操作をする

本製品は、iPhone・iPadのカメラ撮影をボタン操作で行えます。
iPhone・iPadに標準で入っているカメラアプリのみ対応しています。

本製品をBluetoothモードにしてください。1

iPhone・iPadとペアリングします。2

カメラアプリを立ち上げ、本製品のカメラ撮影ボタンを押して
撮影します。

3

専用アプリをダウンロードします。1

iPad/iPhoneのBluetooth設定をONにします。2

アプリを立ち上げ、ペアリングをします。3
①専用アプリ「Presen Pro」を立ち上げてください。
②本製品の「Back」または「Next」ボタンを押してください。
③画面左上の「Connection」をタップすると接続の要求画面が出ますので、
　「ペアリング」を選択してください。

④ペアリングが完了すると、中央のアプリアイコンが赤色に変化します。
　これで設定は完了です。

保証規定・保証書

※App Storeにて「PresenPro」で検索。

注意 本製品は、専用アプリ「PresenPro」でのプレゼン機能に対応しています。
「PresenPro」以外のアプリではプレゼン機能は使えませんのでご注意ください。


