
ご使用上のお願い
 n 本機（本体／ペン）
 l 本機（本体／ペン）は精密機器です。分解したり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 l 本機には、USB2.0 規格に則った USB ケーブルを接続してください。  
 コネクタ形状 : Micro-B  Plug  
 ケーブル長 : コネクタ先端間距離 0.2m 以下  
 電源部分 : 0.5A 以上  
上記の条件を満たした USB ケーブルを使用してください。
 l テレビやラジオ、電子レンジなどの近くに置くと、誤動作する可能性があります。電磁妨害のもとにな
る機器の近くでは使用しないでください。
 l 金属製の定規など、磁石にくっつくものをノート上に置いて筆記しないでください。誤作動の原因となります。
 l 本機（本体／ペン）を清掃するときに、シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機性溶剤は表面の仕
上げを痛めるので使用しないでください。塗装がはがれたり、傷の原因となります。本機（本体／ペン）
の汚れは、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。外装部の汚れがひどいときは、うすい中性洗剤液
でしめらせた布をよく絞ってから拭いてください。粘着シートは水もしくはアルコールで拭いてください。
 l 本機（本体／ペン）の上に、ゴムやビニールを長期間置かないでください。しみになることがあります。
 l ノートを貼り付ける面は傷つきやすいので、鋭利なものには接しないようにしてください。
 l 本体透明ポケットの中に、固いものを入れないでください。本体が傷ついて故障の原因となります。
 l 本機（本体／ペン）の上に、重いものを置かないでください。故障の原因となります。
 l 直射日光のあたる場所や車の中など、温度が高くなる場所に放置しないでください。故障の原因となります。
 l Micro-USB ポートが汚れていると、充電不良の原因となります。ときどき、乾いた綿棒などで清掃して
ください。
 l ペン等の先が尖ったもので電源スイッチを押さないでください。故障の原因となります。
 l Micro-USB ポートにケーブルを挿したまま持ち歩かないでください。また、挿したケーブルを持ち上げ
ないでください。Micro-USB ポート部分の故障の原因となります。
 l ノートまたはメモパッドは、常に本体に貼り付けておいてください。はがした状態で保管しておくと、粘
着シート同士が貼り付いたり、粘着シートに異物が付着したりします。
 l ノートやメモパッド、しおり紐を持って、本体を持ち運ばないでください。
 l ノート、メモパッドを本体から取りはずす際は、ゆっくりはがしてください。
 l ノートを粘着シートからはがした状態で本体を閉じないでください。粘着シート同士が貼り付いてしま
います。粘着シート同士が貼り付いた場合は、ゆっくり丁寧にはがしてください。
 l ペンを上向きで筆記しないでください。筆記できなくなったり、故障、誤動作の原因となります。
 n ノート
 l ノートの仕様上、1ページと最終ページが本体読み取り部に対して大きくずれ、正常に動作しない場合
があります。ご了承ください。
 n 専用バッテリーの廃棄
不要になった専用バッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクルにご協力ください。廃
棄の際、接点部分をテープで覆い、絶縁してください。分解しないでください。なお、定められた法規、
自治体のルールにしたがって廃棄してください。お近くの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
最寄りの充電式電池リサイクル店
詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページ（http://www.jbrc.com）をご参照ください。

 危険  l 一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境破壊のおそれに加え、破裂、発
火のおそれがあります。

規格
 n VCCI 規格
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
 n 海外でのご使用について
本機は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。本機は、日本国内でのみ
お使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
 n Bluetooth ® の電波に関するご注意
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、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）が運用されています。
(1)  本機を使用する前に、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が運用されていない
ことを確認してください。

(2)  万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに
Bluetooth  LED が消灯するまで Bluetooth スイッチを長押しして、電波の発射を停止してください。

(3)  その他、本機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ときは、弊社お客様相談室へお問い合わせく
ださい。

電波の種類と干渉距離
NST-CAS-NA5/  NST-CAS-PA5
本機は 2.4GHz  帯を使用しています。変調方式として FH-SS  変調方式を採用
し、与干渉距離は10mです。
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NST-CAS-N5/NST-CAS-P5
本機は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式は、DS-SS/FH-SS/OFDM

離は 80m 以下です。

2. 4 X X 8

「2.4」 ：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
[FH]、[XX]  ：変調方式を表す。
[1]、[8]  ： 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離を表す。
「 」 ： 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

仕様
項目 仕様

品番 NST-CAS-NA5 NST-CAS-N5 NST-CAS-PA5 NST-CAS-P5
タイプ ノートブックタイプ メモパッドタイプ
対応端末 OS Android TM 4.0 以上 iOS7 以上 Android TM 4.0 以上 iOS7 以上
NFC 対応 対応 非対応 対応 非対応
ノートサイズ A5
ペン 専用ペン（電池不要）（品番：NST-CAS-P1）
ペンの読取可能距離 ノート・メモパッド設置面から7mm
通信方式 Bluetooth  Ver.2.1+EDR Bluetooth  4.0 Bluetooth  Ver.2.1+EDR Bluetooth  4.0
電源 専用リチウムイオン充電池（電池寿命：約 5日間 *1）
充電方式 USB 充電（Micro-USB（Bタイプ）)※USB によるデータ通信はできません。
消費電力 DC5V  0.5A  2.5W
使用温度 5℃～ 40℃
本体サイズ／質量 179  x 258  x 38  mm／約 730  g

（閉じた状態、ノート含む）
186  x 243  x 17  mm／約 460  g

（メモパッド含む）
*1： 1日 2.5 時間の会議使用を想定。※使用条件によって異なります。
Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth  SIG、Inc. が所有する登録商標であり、 
コクヨ S&T 株式会社  はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基
づき使用されています。
Android は Google  Inc. の商標です。

取扱説明書
デジタルノート <CamiApp  S>

品番 :  NST-CAS-NA5  
NST-CAS-N5  
NST-CAS-PA5  
NST-CAS-P5

このたびは、「デジタルノート <CamiApp S>」をお買い上げくださいまして、まことにありが
とうございます。
この説明書は、この製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために
以下に示す注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
万一、異常が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
 n 本機（専用リチウムイオン充電池を含む）について

 危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、ほぼ間違いなく人が死亡あるい
は重傷を負う極めて高度な危険があることを示しています。

 l 指定された専用リチウムイオン充電池以外、使わないでください。発火・故障の原因となります。
 l 製品に同梱されている専用リチウムイオン充電池（以下単に「専用バッテリー」）は、必ず下記の注意事
項を守り、正しくご利用ください。下記以外の使い方をしますと、発熱、発火、破裂、感電、故障の原
因となります。 
充電は、専用バッテリーを本機本体に設置し、お持ちのMicro-USB ケーブルを使用し、パソコンと
USB 接続して行ってください。
 •専用バッテリーは、本機以外には、設置・使用しないでください。電源コンセント、車のシガレット
などに直接接続しないでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機を加圧、加熱、または強い磁界などの環境（例えば、
電子レンジやオーブン、乾燥機、高圧容器、電磁調理器の上など）にさらさないでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機を火中に投入したり、加熱または高温環境下（例
えば、火のそば、ストーブのそば、炎天下、高温になった車内など、60℃以上になるところ）には放
置しないでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機を水や海水につけたり、水中になげたり、濡らさ
ないでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機を端子間を直接短絡、または金属類で短絡させな
いでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機を釘などの鋭利なもので刺したりして、穴を開け
ないでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機をハンマーでたたいたり、踏みつけたり、投げたり、
落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 •専用バッテリーおよび専用バッテリーの入った本機を分解したり改造したりしないでください。
 •外傷、変形の著しい専用バッテリーは使用しないでください。
 •腐食環境下（塩害、海水、酸、アルカリ、腐食ガスなど）では使用しないでください。
 •廃棄の際は、接点部分をテープ等で覆い、絶縁してください。

 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危
険の可能性が想定される内容を示します。

 l 航空機内などの使用を禁止された場所では、その指示に従ってください。指示に従わずに使用すると、
運行装置に影響を与え、事故の原因となります。
 l 医療機器の周辺など、特殊な環境でご使用になる場合には、電磁波の問題がないか事前に十分に確認
してください。電磁波の干渉による損害について、弊社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
 l 本機の内部や端子に異物を入れないでください。発火・感電・故障の原因となります。
 l 万一、異物が本機に入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、専用バッテリーを外して、保証
書と一緒に弊社お客様相談室に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、発火・感電・故障の原因
となります。
 l 本機に、コーヒーやジュースなどの飲み物、水などをかけないでください。発火・感電・故障の原因と
なります。
 l 次の場所では使用、充電、保管しないでください。液漏れ・発火・感電・故障の原因となります。特に、
高温環境下で充電すると大変危険ですので、避けてください。
 •浴室・給湯器の近くなど水がかかる場所、湿気の多い場所
 •雨・霧などが直接入りこむ場所
 •ほこりの多い場所
 •火気・熱機器の近く、強い直射日光が当たるなど高温の場所
 •炎天下の閉めきった車内
 •結露のあるところ、凍結する場所 
（万一、結露が発生したときは専用バッテリーを外して、自然乾燥させてください。）
 l 濡れた手で本機に触れないでください。感電の原因となります。
 l 本機または専用バッテリーから液体が漏れたときは、専用バッテリーの故障による液漏れが考えられ
ます。専用バッテリーから液が漏れたときには、引火しないよう、火気から本機または専用バッテリー
を隔離してください。発火の原因となります。また、漏れた液には触れないようにしてください。液が
目に入ったり、皮膚につくと目や皮膚に傷害を与えるおそれがあります。万一、液が目に入った場合は、
すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が皮膚や衣服についた場合は、
すぐにきれいな水で洗い流してください。本機を袋に入れて隔離し、弊社お客様相談室にご連絡くださ
い。
 l 本機を分解、改造しないでください。発火・感電・故障の原因となります。内部の点検・調整・修理は
弊社お客様相談室にご依頼ください。（お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内で
も有料修理となります。）
 l 本機を落とす、踏むなどの強い衝撃を与えると破損することがあります。そのまま使用すると発火・感
電の原因となります。破損したときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、専用バッテリーを外して、
弊社お客様相談室にご連絡ください。
 l 煙が出ている、変な臭いがする、変な音がする、過剰に発熱しているなどの異常な状態で使用しない
でください。発火・感電・故障・火傷の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、すべての接
続を外し、弊社お客様相談室に修理をご依頼ください。
 l 指定された機器以外では充電しないでください。

 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および、
物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。

 l 本機または付属品（専用バッテリーやボールペン替芯、透明袋など）を子供、特に乳幼児の手の届か
ないところに保管してください。口に含む事故やけがなどの原因となります。
 l 液漏れや変色、変形、その他異常がある場合は、使用しないでください。
 l 本機のパネルの 間に指を挟まないように注意してください。 
（NST-CAS-NA5/NST-CAS-N5 使用時）

 l ペンの先端がとがっているので注意してください。替芯の取り替え時に手などをけがしないように注意
してください。
 l はくりフィルムをはがす際、爪と皮膚の間にフィルムの角が刺さらないように注意してください。

その他
 l 専用バッテリーは、本機の動作確認用に若干量の充電がしてありますが、お持ちのMicro-USB ケー
ブルを使用し、パソコンと接続して充電してからお使いください。
 l バッテリー寿命を長くするには、使いきってから充電してください。バッテリー残量が十分な状態で充
電を繰り返すと、バッテリー寿命が短くなります。 
専用バッテリーは、温度によってバッテリーの使用持続時間が変化します。特に温度の低い場所では、
使用持続時間が低下します。
 l 専用バッテリーは、一定の温度以上または以下では充電できません。保護回路により充電を停止します。
5℃以上 40℃以下の温度環境で充電してください。
 l 長時間使用しない場合は、本機から専用バッテリーを取り外して、常温、常湿環境（温度 15℃～
25℃、湿度 40％～  60％が望ましい）かつ静電気の発生しない場所で保管してください。専用バッ
テリーの性能・寿命の低下を防ぐため、6ヶ月に一度は充電してください。
 l 専用バッテリーが高温になりますので、温度に弱いものは本体の裏ポケットには入れないでください。
（ノートブックタイプのみ）
 l 本機は専用バッテリーを使用しています。十分に充電しても、本機の使用できる時間が短
くなったときは専用バッテリーの寿命ですので、新しい専用バッテリーと交換してください。
取り外した専用バッテリーは、端子部分にテープを貼るなどして絶縁してください。 
※通常の使用で約５００回の充放電が可能です。
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保証規定
一般用途以外の、工業、検査用途などの厳しい条件下での使用は保証対象外とします。
1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合には、無料で修理させていただき
ます。

2. 保証期間内でも、次の場合には、原則として有料修理させていただきます。
（１）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（２）お買い上げ後の落下、輸送上の故障および損傷。
（３）火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、塩害や異常電圧等による故障および損傷。
（４）航空機、車輛、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
（５）接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷。
（６）消耗部品の消耗およびそれによる故障。
（７）お客様のご使用頻度による部品の摩耗や汚れなどによる故障。
（８）使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化、および保管上の不備による故障および損傷。
（９）本書のご提示のない場合。
（１0）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 保証期間内に故障が発生した場合は、弊社お客様相談室に修理をご依頼ください。
4. 出張修理は行いません。
5. 保証は、本製品の修理・交換に限られ、接続された他の機器の損傷などの直接、間接損害についてはその責任を
負いません。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ
てお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

Printed  in China

商品に関する最新情報
詳しい使い方、Q&A、オプション品など商品に関する最新情報はこちらでご確認いただけます。

URL：http://kokuyo.jp/camiapp-s/
QRコードはこちら　

故障かなと思ったら
こんなときは 確認してください
電源が入らない 専用バッテリーは挿入されていますか？

専用バッテリーは充電されていますか？
充電ができない 高温または低温の場所に長時間放置したりして、本機の温

度が一定以上または一定以下になった場合は充電しません。
5℃～ 4 0℃の場所へ移動し、しばらく待ちます。

専用ペンが反応しない（筆記中
にステータス LED がオレンジ
色点灯しない）

本機の電源は入っていますか？
替芯が正しくセットされていますか？

保存ができない 本機の電源は入っていますか？
SAVE ボックスにチェックしましたか？
専用のペンを使用していますか？

スマートフォン・タブレットで
データを取得できない

本機とスマートフォン・タブレットが Bluetoothで接続され
ていますか？

アクションマーカー・SAVE
チェックが正しく反応しない

ノート・メモパッドが正しく貼り付けられていますか？

ノート・メモパッドを貼っても、
すぐにはがれる

粘着シートにゴミ等が付着していませんか？
粘着シートを水もしくはアルコールで拭くと粘着力が復帰し
ます。

ノートに書いた文字や図形と
データ化された画像が異なる

製品の仕様上、ペンの傾きなどにより、実際に書いたもの
とは数ミリずれが生じる可能性があります。ご了承ください。

お問い合わせ先
この商品に関するお問い合わせは、弊社お客様相談室にお願いいたします。

受付時間：  午前 9 時～午後 5時  
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く）

保証期間後も、修理によって使用可能なときは、お客様のご要望により有償で修理いたします。

準備する
同梱品
ご使用の前に、以下のものがそろっていることをご確認ください。

ノートブックタイプ

本体取扱説明書
（本書・アクションマーカーシート）

専用ノート専用ペン ボールペン
替芯

専用バッテリー

メモパッドタイプ

専用メモパッド本体取扱説明書
（本書・アクションマーカーシート）

専用ペン ボールペン
替芯

専用バッテリー

用意していただくもの

スマートフォン・タブレット
（Android TM4.0 以上、
または iOS7 以上）

Micro-USB ケーブル
（充電用）

※推奨品はこちらでご確認ください。
　URL：http://kokuyo.jp/camiapp-s/

 n アプリの準備
スマートフォン・タブレットには、あらかじめ専用アプリのインストールが必要です。
裏面の「アプリをインストールする」の説明を参照してください。

LBE165001



ノートブックタイプ メモパッドタイプ

ノートブックタイプ

1 2 3 4

各部のなまえ 専用バッテリーを入れる
同梱の専用バッテリー（品番：NST-CAS-BAT) を下記の方法で取り付けます。LEDの見かた

ノートブックタイプ LED メモパッドタイプ LED 状態表示

バッテリー
ステータス

Bluetooth

バッテリー 点灯

点滅

消灯

ステータス

Bluetooth

LED 状態 内容

Bluetooth
消灯 オフ
点灯（青） オン
点滅（青） オン（ペアリングモード）

ステータス
点灯（緑） 電源オン
点灯（オレンジ） 筆記中
点滅（赤） エラー

バッテリー

消灯 充電完了、充電不要
点灯（オレンジ） 充電中
4 秒に1回点滅（オレンジ）電池残量少
1秒ごとに点滅（オレンジ） 要充電

使いかた（ノートブックタイプで説明しています）ペアリングの設定をする

アプリで確認する

ノート・メモパッドを取り付ける
メモパッドタイプ

5

スマートフォン・タブレットで取得したデータ
はCamiAppアプリで確認できます。

ノートに書く

本体左側のはくりフィルム
をはがす

ノートの表紙を透明ポケット
に挿入する

ll この粘着シートは、ノートの表面
を傷つけません。何回でもご利
用できます。

ll ずれないようにしっかり押さえ
て固定してください。

はくりフィルムをはがす

本体をリセットする
本体をお買い上げ時の設定に戻したいときや保存したすべてのデータを削除したいときは、以下の
手順で本体をリセットすることができます。

電源スイッチを押したまま、Bluetooth スイッチを
必要回数押して、電源スイッチを離す
nnBluetooth スイッチ押下回数とリセット内容

押下回数 LED 状態 リセット内容
1回 B l u e t o o t hl

LED が青点灯
本体設定のみ、お買い上げ
時の設定に戻す。本体に保
存されているすべてのファイ
ルは削除されません。

２回 ス テ ー タ ス
LEDが赤点灯

本体に保存されているすべ
てのファイルを削除する。

３回 バ ッ テ リ ー
LED がオレン
ジ点灯

本体設定をお買い上げ時の
設定に戻し、本体に保存さ
れているすべてのファイルを
削除する。

ll 電源スイッチを離すと、LED が点滅します。点滅を
終えたらリセット完了です。

本体電源オフの状態で、
Bluetooth スイッチと
電源スイッチを同時に約
3秒押す
ll すべての LEDが順番に
点滅します。

保存したデータを取得・確認する

本体右側のはくり
フィルムをはがす

裏表紙を本体のへこみにn
合わせ、貼り付ける

ll 取り付け面のホコリ・汚れを良く拭き取ってく
ださい。
ll ずれないようにしっかり押さえて固定してくだ
さい。

メモパッドを本体のへこみに合わせ、
貼り付ける

バッテリーカバーを矢印
の方向にスライドさせて
開ける

端子が上側になるよう
に図のように専用バッテ
リーを入れる

充電する
充電は、お持ちのMicro-USB ケーブルを使い、パソコンと接続して行います。

端子部

バッテリーカバーを閉じ
る

ノートを使う

ll 粘着シートは本体からはがさない
でください。

1

2

3

表紙を本体のへこみにn
合わせ、貼り付ける

1

2

3

本体の電源を切る

パソコンの電源を入れ、Micro-USBケーブルを接続する
ll 充電中はバッテリー LEDがオレンジ点灯します。
ll 充電が完了するとバッテリー LEDが消灯します。
ll 充電中も本機は使用できます。

充電が完了したら、Micro-USBケーブルを取り外す

4

nn アプリ起動・データ取得
本体のNFCタグにスマートフォン・タブレット
のNFC領域をかざす
ll 本体に保存されたデータを取得できます。

1 2

電源スイッチを長押し（約5秒）
して「設定モード」にする

ノート・メモパッドを設定する
※l本体同梱のノート・メモパッドを使用するときは、この操作は不要です。
※lアプリからタイプを設定することも可能です。

nn ノートブックタイプの場合
表紙の裏側にある「ノートタイプを設定する」
の手順に従い設定してください。

nn メモパッドタイプの場合
1枚目にある「メモパッドタイプを設定する」
の手順に従い設定してください。※lお買い上げ時は、本体同梱のノート・メモ

パッドのタイプ（横罫）に設定されています。
※lステータス LED が点滅し続ける場合は、
本体の電源をオフにして、設定しなおして
ください。

1 2 1

1 2

LED

同時に3秒長押し

ll 取り付け面のホコリ・汚れを良く
拭き取ってください。
ll ノートが粘着シートに触れないよ
うに挿入してください。

LED

透明ポケット
NFCタグ※

Bluetooth スイッチ
電源スイッチ
Micro-USBポート

裏表紙 裏側

ポケット
（内側に電池
取付部あり）

ペンホルダー

※AndroidTM 版のみ

Bluetooth スイッチ
電源スイッチ
Micro-USBポート
LED

NFCタグ※

バッテリーカバー

粘着シート

粘着シートしおり

NFCでできること（NST-CAS-NA5/NST-CAS-PA5）
※lNFC 機能に対応したスマートフォン・タブレットのみ使用できます。
※lスマートフォン・タブレットの電源がオフもしくはロックされている状態では使用できません。

スマートフォン・タブレットの操作
スマートフォン・タブレットのNFCモードを有効にしてください。
nn ペアリング（初回使用時のみ）
本体のNFCタグにスマートフォン・タブレットのNFC領域をかざす
ll スマートフォン・タブレットとCamiApplS が接続されます。l
スマートフォン・タブレットに専用アプリがインストールされていない場合、
GooglelPlay の専用アプリページが自動的に表示されます。

※l通信料はお客様ご負担となります。
※lお使いの機種により、自動で接続できな
い場合があります。その際は、「使いかた」
のペアリングを参照ください。

専用ペンの準備をする
お買い上げ時には、ペンの芯はセットされていません。下記の方法で同梱のボールペン替芯をセッ
トしてご使用ください。
また、インクが空になったときや書けなくなったときは、同様の手順で替芯を交換してください。
※l専用のペン、ボールペン替芯（品番：NST-CAS-PR7D）を使用してください。

1 2 3先端部を矢印の方
向に回して開ける

替芯を取り出し、専用ペ
ンにセットする

先端部を矢印の方向
に回して閉める

使いかた（つづき）

ll 芯が止まるまで差し込んでください。
※l芯を外すときはあらかじめペンをノックしてペン先が出て
いる状態にしておいて、芯を引き出してください。

ll 本体が電源オンの状態で筆記します。
ll 筆記中はステータス LED がオレンジ色点
灯します。

オレンジ 筆記中

スマートフォン 本体

保存したデータを取得する

※lNFC 機能に対応したスマートフォン・タブレットをお
使いの場合は「NFC でできること」を参照ください。

3

ll 文字認識結果なども確認することができます。
アプリの詳しい使い方はこちらでご確認いただけます。
http://kokuyo.jp/camiapp-s/

アプリを起動し、データ取得ボタン
（ ）を押し、データを取得します。
ll 筆記中のデータなど、保存され
ていないデータは取得できませ
ん。
ll アプリから自動取り込み設
定をすることで、自動でデー
タ取得することもできます。

※lBluetoothlLED が点灯してい
ないときは、BluetoothlLED
が青点灯するまで Bluetooth
スイッチを長押ししてください。

ペアリング（初回使用時のみ）

スマートフォン・タブレットの操作
※lNFC 機能に対応したスマートフォン・タブレットをお使いの場合は「NFC でできること」を参照ください。

本体の操作
電源スイッチを、ステータス LEDがn
点灯するまで長押し（1秒以上）して
電源を入れる（①）
ll ペアリング未設定時は、電源スイッチを
入れるとペアリングモードになります。

※l手動でペアリングモードにするには、
Bluetooth の LED が点滅するまで、
Bluetooth スイッチを長押し（５秒以上）
してください（②）。

2 3

12

LED

アプリをインストールする（初回使用時のみ）
AppnStoreまたはGooglenPlayで専用のアプリをダウンロー
ドする
※l通信料はお客様ご負担となります。

nn iOS の場合
ApplStoreで「CamiApp」アプリを検索し、ダウンロードしてください。
nn AndroidTM の場合
GooglelPlayで「CamiApp」と「CamiApplSl設定」2 つのアプリ
を検索し、ダウンロードしてください。
※lAndroid　の場合２つのアプリをダウンロードする必要があります。

1

アプリの動作環境とダウンロードはこちら
http://kokuyo.jp/camiapp-s/

QRコードはこちら　

本体の電源を切る
電源スイッチを、ステータス
LEDが消灯するまで長押しn
（1秒以上）して電源を切る

※lアプリでオートパワーオフ機能の設定を
することが可能です。

1

LED部LED

ノートブックタイプ裏表紙

メモパッドタイプ裏面

マジックテープをはがすと
ポケットが開きます。

バッテリーカバー

バッテリーカバー

ノート・メモパッドのタイプを設定する

LED

充電中 充電完了

※lApplStore は ApplelInc. のサービスマークです。
※lGoogle,lGooglelPlay は、GooglelInc. の商標または登録商標です。

nn AndroidTMの場合
(a)n「設定」→「Bluetooth」で Bluetooth を「オン」にする
(b)nn専用アプリを起動し、連携設定をするn
「設定（ ）」→「CamiAppnS 連携設定」を開く

(c)nn「Bluetooth 設定」をタップし、本体をペアリングするn
「デバイスの検索」をタップし、検索結果から本体を選択する（★）

(d)nn端末の「戻る」ボタンをタップし、専用アプリに戻る
(e)nn「デバイス」をタップし、検索結果から本体を選択する
(f)n接続されたことを確認する

ll 接続が完了すると、CamiApplS 本体の Bluetoothl
LED が点滅（青）から点灯( 青 )に変わります。

ll 保存後に追加で記入した場合は、保存したデータ
には上書きされません。追加で記入し、保存した
場合は別のデータとして保存されます。

保存する

記入後、「SAVE」ボックスに「4」を書いてください。
ll 保存が確定するとステータス LEDが３回
点滅します。

2

nn iOS の場合
(a)n「設定」→「Bluetooth」で Bluetooth を「オン」

にする
(b)nn専用アプリを起動し、連携設定を有効にするn
「設定（ ）」→「CamiAppnS 連携設定」
→「有効」を「オン」にする

(c)nn「デバイス」をタップし、検索結果から本体を
選択する（★）

(d)n接続されたことを確認する
ll 接続が完了すると、CamiApplS 本体の
BluetoothlLED が点滅（青）から点灯( 青 )
に変わります。

★「デバイス」をタップすると本体は次のように表示します。
例）lNST-CAS-NA5（ノートブックタイプ、AndroidTM 版の場合）：
CamiAppnSnNA****（**** には製品シリアル No. の下 4 桁が入ります。）

※lシリアル No. は、ノートブックタイプでは裏表紙のポケットの内側、メモパッドタイプでは本体裏面に表示されています。
※lPINコードの入力を求められた場合は、製品のシリアル No. の下４桁を入力してください。
※lお使いの機種により、操作方法が異なる場合があります。

３回点滅（緑）

LED

LED

LED部LED

ノートを使う（つづき）

TM


