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このたびは、デジタル名刺ホルダー「メックル」MQ10 をお買い上げい
ただき、ありがとうございます。本機をお使いいただく際には、本書を
よくお読みになり、正しくお使いください。また、本書はすぐにお手に
できる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。「メックル」を本
書と共に末永くご愛用いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

●● 本機を、テレビ・ラジオなどの電波受信機に近づけて使用すると、雑
音などが発生することがございますのでご了承ください。
●● 本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権な
どをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著
作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複
製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセ
ンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等はおこなわない
でください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。
●● 本機は、日本国内専用です。
●● 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめくださ
い。
●● 本書に記載された内容、製品の仕様、デザインなどは予告なく変更す
ることがありますので、ご了承ください。
●● 本書の作成には万全を期しておりますが、万一誤りなどがございまし
たら、当社までご連絡ください。

はじめに
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注意
●● 本機やパソコンなどに保存したデータは、長期間・永久的な保存はできません。本
機の故障、修理、検査などに起因するデータの損失および損失利益、本機の使用を
原因としたパソコンの故障、修理、検査、それらに起因するデータの損失の障害お
よび損失利益などにつきましては、当社ではいっさい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。

●● 本機によって名刺をスキャンして作られる画像が、お客様の必要とする精度・品質
を満たしていること（例えば寸法精度、情報量、色調などにおける再現性）をご確
認のうえご使用ください。
また、読み取った名刺を破棄する際は、必ず名刺を読み取って作られた画像を確認
したうえでお客様の責任でおこなってください。画像の一部が欠けたり、損失する
ことがあります。

●● 名刺の状態（材質、厚み、色、折れ、穴あきなど）によっては、読み取り時にかすれ、
ゆがみ、よごれ、欠け、色を再現できない、名刺づまりなどが発生して、一部また
は全部が読み取れないことがあります。また、名刺づまりにより名刺を損傷するこ
とがあります。

●● 名刺にボールペンなどで記入したり、捺印された場合は完全に乾いてからスキャン
してください。スキャナにインクが付着して、スキャンした画像に線が入る可能性
がございます。

●● 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因になる
ことがあります。

キングジム、KING●JIM、メックル、MEQRU、ピットレック、ビズレー
ジは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
Windows●は、米国●Microsoft●Corporation 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す。
Mac、Mac●OS、OS●X は Apple●Inc.●の商標です。
その他記載の会社名、および商品名は各社の商標または登録商標です。
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お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本機をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いく
ださい。また、本書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り
出して見られる場所に保管してください。

●● 表示された指示内容を守らずに、誤った使い方によって起こる危害お
よび損害の度合いを、次のように説明しています。

警告
この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡また
は重傷などを負う可能性が想定される」内容を示していま
す。

注意
この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「傷害を負
う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」
内容を示しています。

●● 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

●表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

安全上のご注意　必ずお守りください！
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 警告

■本機の取り扱いについて
本機を踏んだり、落としたり、叩いたり、強い力や衝撃を与えないでく
ださい。破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場
合には、AC アダプタを抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用す
ると、火災・感電の原因となります。

ぬれた手で本機や AC アダプタ、プラグを操作しないでください。故障
や火災・感電の原因となります。

本機や本書が入っていた袋はお子様がかぶらないように手の届かないと
ころに保管または破棄してください。窒息のおそれがあります。

本機を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。
また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の
原因となります。

本機にお茶、コーヒー、ジュースなどの飲物をこぼしたり、殺虫剤を吹
きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となります。水
などをこぼした場合には、AC アダプタをコンセントから抜き、販売店へ
ご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

液晶画面が破損した場合、中の液晶には絶対に触れないでください。
万一、口の中に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してくだ
さい。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、きれいな水で充分に洗っ
た後、医師の診断を受けてください。

異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、異臭がした場合は、すぐ
に AC アダプタを抜いてください。そのままご使用になると、火災や感
電の原因となります。

本機に金属（クリップやホッチキスの針など）や液体、衣服や髪などが
入らないようにしてください。火災や感電、けが、故障などの原因とな
ります。
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 警告

■ AC アダプタについて
同梱の専用 AC アダプタ（AS0510JB）以外のアダプタは、使用しな
いでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電
の原因となります。

AC アダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでくださ
い。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因とな
ります。

AC アダプタのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものをのせない
でください。火災・感電の原因となります。

 取り扱い上のご注意

●● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコー
ル／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しな
いでください。
●● 清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用し
ないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが本機
内部に侵入し、故障などの原因となることがあります。
●● 本機で使用している液晶画面は、非常に高度な技術で作られていますが、一部に
点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。
故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●● 液晶画面を強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃を与えたり、強くこすったりし
ないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
●● エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度変化により結露
すると、内部が腐食し故障の原因となります。
●● 使用中に無理な操作をおこなうと、動作が停止する、データが失われるなど通常
と異なる動作をする場合があります。
●● 故障、修正、その他の扱いにより読み取ったデータが変化また消失する可能性が
あります。その場合当社は変化また消失したデータの修復や生じた損害について
一切責任を負いません。
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セット内容の確認

本体 ACアダプタ（AS0510JB/1.8ｍ）

キャリブレーション
カード

クリーニングカード 保証書

クイックガイド 取扱説明書（本書）

【別売品のご案内】
液晶保護フィルム（２枚入り）MQP1

※●「メックル」の液晶画面のキズや
汚れ、反射を防止します。

準備
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各部の名称とはたらき

＜本体正面＞

検索モードの切り替え
ボタン

ボタン

ボタン
1つ前の画面、項目へ戻る

名刺挿入口

メニュー選択画面を表示

液晶画面

micro USB コネクタ
※ micro USB ケーブルは別売です。
※ 赤いカバーを取り外すとmicro USBコネクタが現れます。
 カバーを紛失したり、子供が誤飲しないように注意してく
ださい。

＜本体ダイアル部分＞

ダイアル
名刺／項目の選択

選択項目の決定（実行）
表示切り替え（名刺選択時）

ボタン

＜本体背面＞ ＜本体裏面＞
AC アダプタ差込口 RESET ボタン

名刺排出口

※ボールペンなど、
　先のとがったもので
　押してください。
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電源の接続

1 本体の AC アダプタ差込口に、付属の AC アダプタの端子
を差し込み、もう一方をコンセントに差し込む

AC アダプタ差込口

起動画面が表示されます。

メモ

●● ご購入後、はじめて電源をオンにすると、初期設定の画面が表示されます。
言語設定と時計設定をおこなってください。（→ P.13）

●●「メックル」に登録した名刺データは、電源をオフにしても保持されています。

注意

●● 名刺登録や編集時、PC リンク時などは絶対に電源を抜かないでください。
データが消失、破損するおそれがあります。

基本操作
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画面表示オン／オフ

＜画面表示オン＞

1 ダイアル／  ／  ／  ／  のいずれか
を操作する

画面表示がオンになります。

メモ

●● 名刺を挿入するとスキャン画面が
表示されます。

ダイアル

＜画面表示オフ＞

1  を長押しする

画面表示がオフになります。

メモ

●● 約３分間何も操作しないと、オートパワーオフ機能が働き、自動的に画面表示が
オフになります（初期設定）。オートパワーオフの設定は変更できます。（→ P.42）
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初期設定

ご購入後、はじめて電源をオンにしたときは、言語設定と時計設定をお
こなう必要があります。名刺の登録日は、時計設定で設定した日時をも
とに記録されます。以下の手順に従って、必ず設定してください。

1 ［日本語］または［English］を選び、  を押す

2 ダイアルを回して項目内の値を変更し、  を押すと、次
項目（年→月→日→時→分→ OK）へとカーソルが移動する

3 設定が終わったら、[OK] を選び、  を押す

メモ

●● 日本語を選ぶとメッセージが日本語となり、インデックスに「あ～ん」「A～ Z」「？」
が表示されます。

●● English を選ぶとメッセージが英語となり、インデックスに「A ～ Z」「？」が表
示されます。

注意

●● 時計設定できる範囲は「1975/1/1●00：00 ～ 2037/12/31●23:59」です。
●● 初期設定後に言語を切り替える場合には、すべてのデータを消去する必要があります。
（→ P.53）
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名刺をスキャンする

「メックル」で名刺をスキャンします。

1 名刺の表面を上にして、名刺挿入口にまっすぐに差し込む

名刺の向きに注意して差し込み、
名刺が自動的に引き込まれるまで
軽く押さえたままにしてください。

注意

●● 名刺を強く押し込まないでください。
●● 検索モード（→ P.19）で名刺を差し●
込んでください。

メモ

●● 名刺はスキャンした方向に対して右に
90 度回転して表示されます。

2 「名刺（表）をスキャンしますか？」と表示されたら、  
を押す

注意

●● 名刺排出口を指などでふさがないでく
ださい。

スキャン中の画面が表示されます。
→「スキャンした画像を確認する」（→ P.15）に進みます。

登録
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スキャンした画像を確認する

名刺をスキャンしたら画像を確認します。画像の編集（回転、裏面スキャ
ン、登録日変更）をおこなえます。

1 スキャンした画像を確認する

ダイアルを回してアイコンを選び、
●を押すと、各操作をおこなえま

す。

●：画像を 180 度回転

●：名刺の裏面をスキャン

●：登録日の変更

：決定

メモ

●● 名刺の裏面スキャンをする場合は、「名刺の裏面を登録する」の手順③～⑤
（→ P.37）の操作をします。

●● スキャンをやり直す場合は● ●を押します。「スキャンをやり直します
か？」と表示されたら［Yes］を選択して● ●を押し、「名刺をスキャンする」
の手順①～②（→ P.14）の操作をします。

2 確認が終わったら、  を選び、  を押す

→「名刺を登録する」（→ P.16）に進みます。

注意

●● スキャンした名刺にほこりが映り込む場合などは、スキャナをクリーニング
してください。（→ P.52）

●● 画像に点や線などのノイズが入る、色合いが変化してきた場合などは、色合
いを補正してください。（→ P.51）
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名刺を登録する

画像を確認したら名刺を登録します。
「メックル」では、グループ単位で名刺を登録できます。
「会社」単位をグループとして登録したり、名前の「五十音」をグループ
として登録することもできます。
概念的には、パソコン上での「フォルダ＝グループ、ファイル＝名刺」
と考えるとわかりやすいでしょう。

※名刺を登録すると自動的にグループが作成されます。
　既存のグループに任意で名刺を追加することもでき
　ます。

あ
い
う
え
お

「メックル」では、グループ
単位で名刺を登録できます

インデックス（あ、い、う…）

グループ（フォルダのイメージ）

名刺（ファイルのイメージ）

概念図

ここでは、「キングジム」という会社単位のグループに、スキャンした名
刺を登録してみましょう。
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1 ダイアルを回してインデックスを選び、  を押す

「キングジム」という
名称であれば、「き」
（行）または「K」な
どを選びます。

インデックス

注意

●●「キングジム」という名称は登録できません。
●●「メックル」では、すべて「グループ」という単位で登録されます。

2 インデックス内のグループを選び、  を押す

注意

●● インデックス内にグ
ループが登録されてい
る場合は、この画面が
表示されます。

スキャンした
名刺

グループ

メモ
●● 新規グループ作成の場合は、グループ間を選択し、 ●を押します。
●● グループ（ ）の中に、名刺（ ）を複数枚登録できます。
●●「?」インデックスに自動登録できます。（→ P.49）
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3 グループ内での登録先（登録位置）を選び、  を押す

注意

●● グループ内に名刺が登録されている場
合は、この画面が表示されます。

4 お気に入りに登録するときは［Yes］、登録しないときは
［No］を選び、  を押す

メモ

●● お気に入りへの登録は、名刺の登録後
でも変更できます。（→ P.29）

●● お気に入り登録をスキップできます。
（→ P.49）

5 お気に入りに名刺を登録する場合は、登録先（登録位置）
を選び、  を押す

注意

●● お気に入りに名刺が登録されている場
合は、この画面が表示されます。

6 完了メッセージが表示される
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5 つの検索モードについて

「メックル」に登録した名刺は、5つのモードから検索できます。用途に
あわせてご利用ください。
検索モードは、 ●を押して切り替えます。

スクロールモード（水色）→ P.20

すべての名刺を検索

グループモード（青色）→ P.21

グループを選択
※各グループの先頭名刺のみ表示

グループ内の名刺を検索

インデックスモード（赤色）→ P.22

インデックス（あ、い、う…）を選択

グループを選択

グループ内の名刺を検索

お気に入りモード（黄色）→ P.23

お気に入りに登録した名刺のみを検索

登録日モード（緑色）→ P.24

登録日順にすべての名刺を検索

検索



検索

20

スクロールモードで探す

登録したすべての名刺をインデックス順に検索できます。

1  を押して、 （水色）を選ぶ

2 ダイアルを回して、名刺を検索する

•● ●：●名刺の編集（→ P.29）
本体の設定（→ P.40）

•● ● ：●名刺の表示（→ P.25）

•●ダイアルを回したときの名刺の
回転方向を切り替えられます。
（→ P.48）

＜名刺選択画面＞
グループ内の名刺枚数

登録日 裏面アイコン
お気に入りアイコン

メモ

●● お気に入りアイコン／裏面アイコンは、お気に入り登録／裏面登録されている場合
に点灯します。

●● 名刺を表示した状態で● ●を押すと、以下の編集操作をおこなえます。

／ ：お気に入りに登録／除外する（→ P.29）

※●グループ選択画面（→P.21）／インデックス選択画面（→P.22）では表示されません。

：名刺／グループの登録位置を変更（→ P.30）

※●インデックス選択画面では表示されません。

：裏面をスキャンして登録（→ P.37）

※●グループ選択画面／インデックス選択画面／裏面登録済みの場合は表示されません。

：名刺／グループを削除（→ P.39）

※●インデックス選択画面では表示されません。

：本体の各種設定操作（→ P.40）

●● 名刺を表示した状態で● ●を押すと、名刺の表示を切り替えられます。（→ P.25）
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グループモードで探す

登録したグループごとに名刺を検索できます。

1  を押して、 （青色）を選ぶ

2 ダイアルを回してグループを選び、  を押す

各グループの先頭名刺のみが、順
番に表示されます。

•● ●：●グループの編集（→P.31）
本体の設定（→P.40）

＜グループ選択画面＞

グループ内の名刺枚数

3 ダイアルを回して、グループ内の名刺を検索する

•● ●：●名刺の編集（→ P.29）
本体の設定（→ P.40）

•● ● ：●名刺の表示（→ P.25）

＜名刺選択画面＞
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インデックスモードで探す

インデックスでグループを絞り込んだあとで、グループ内の名刺を検索
できます。

1  を押して、 （赤色）を選ぶ

2 ダイアルを回してインデックスを選び、  を押す

•● ●：●本体の設定
（→ P.40）

インデックス内
のグループ数

インデックス

＜インデックス選択画面＞

3 ダイアルを回してグループを選び、  を押す

例えば、手順②で「き」（行）を選
んだ場合は、「き」（行）内のグルー
プの先頭名刺のみが順番に表示さ
れます。

•● ●：●グループの編集（→P.31）
本体の設定（→P.40）

＜グループ選択画面＞

グループ内の名刺枚数

4 ダイアルを回して、グループに登録した名刺を検索する

•● ●：●名刺の編集（→ P.29）
本体の設定（→ P.40）

•● ● ：●名刺の表示（→ P.25）

＜名刺選択画面＞
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お気に入りモードで探す

お気に入りに登録した名刺のみを検索できます。

1  を押して、 （黄色）を選ぶ

2 ダイアルを回して、お気に入りに登録した名刺を検索する

•● ●：●名刺の編集（→ P.29）
本体の設定（→ P.40）

•● ● ：●名刺の表示（→ P.25）

＜お気に入り名刺選択画面＞

お気に入りの名刺枚数
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登録日モードで探す

登録日順に最新のものからすべての名刺を検索できます。

1  を押して、  （緑色）を選ぶ

2 ダイアルを回して、登録日順に名刺を検索する

•● ●：●名刺の編集（→ P.29）
本体の設定（→ P.40）

•● ● ：●名刺の表示（→ P.25）

＜登録日名刺選択画面＞

全名刺枚数

メモ

●● ●を押すとスクロールモードに戻ります。
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名刺を回転する

名刺を時計回りに 90 度ずつ回転させて、表示内容を確認できます。

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

メモ

●● 裏面を登録していない場合は、 ●は
表示されません。

3  を選び、  を押す

メモ

●● ●を押すと元の画面に戻ります。

4  を繰り返し押して、名刺を回転させる

メモ

●● ●を押すと元の表示に戻ります。
●● 回転後の状態を保存することはできま
せん。

表示
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名刺を拡大／縮小する

名刺を拡大／縮小して、表示内容を確認できます。

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3  を選び、  を押す

4  または  を選び、  を押して、名刺を拡大／縮小
する

メモ

●● ●を長押しすると、連続して拡大／
縮小できます。

●● ●を押すと元の表示に戻ります。
●● 拡大／縮小後の状態を保存することは
できません。
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名刺を上下左右に移動する

名刺を上下左右に移動して、表示内容を確認できます。

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3  を選び、  を押して、任意の大きさに名刺を拡大する

4     を選び、  を押して、名刺を上下左右に
移動する

メモ

●● ●を長押しすると、連続して移動で
きます。

●● ●を押すと元の表示に戻ります。
●● 移動後の状態を保存することはできま
せん。
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裏面を確認する

スキャンした名刺の裏面を確認します。画像の編集（回転、拡大／縮小、
上下左右に移動）をおこなえます。

1 裏面を登録した名刺画像（表面）を表示して、  を押す

裏面を登録した名刺画像（表面）の下部には、 ●が点灯しています。

2  を選び、  を押す

裏面画像が表示されます。

3 裏面画像を確認する

●：画像を 180 度回転

●：名刺を拡大／縮小

● ● ● ●：上下左右に移動
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お気に入りに登録／除外する

よく利用する名刺は、お気に入りに登録すると便利です。お気に入りモー
ドを選ぶと、お気に入りに登録した名刺だけを検索できます。

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

お気に入りに登録されている名刺
を除外するときは、 ● を選び、

●を押します。

3 登録先（登録位置）を選び、  を押す

注意

●● ご購入時またはお気に入り未登録の場合は、本操作はありません。

4 完了メッセージが表示されたら、  を押す

お気に入りに登録すると、名刺画像（表面）の下部の● ●が点灯し
ます。

編集
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名刺を移動する

名刺の登録位置を変更できます。
検索モードごとに名刺の移動方法を説明します。

●（水色）＜スクロールモード＞

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3 移動先（登録位置）を選び、  を押す

•●インデックスお
よびグループ間
に境界線が表示
されます。
•●グループアイコン
が表示されている
ときに● ●を押す
とグループを移動
できます。

個人アイコン

グループ
境界線

インデックス
境界線

グループ
アイコン

4 完了メッセージが表示されたら、  を押す



編集

31

●（青色）＜グループモード（グループごと移動）＞

1 対象となるグループを表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3 移動先を選び、  を押す

•●インデックス間
に境界線が表示
されます。

グループ
アイコン

4 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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●（青色）＜グループモード（名刺を移動）＞

1 対象となるグループを表示して、  を押す

2 対象となる名刺を表示して、  を押す

3  を選び、  を押す

4 別のグループに移動する場合は、移動先（グループ）を選び、
 を押す

•●インデックス間
に境界線が表示
されます。

グループ
アイコン

5 グループ内で登録位置を変更する場合は、移動先を選び、
 を押す

個人アイコン

6 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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● ●（赤色）＜インデックスモード（グループごと移動）＞

1 ダイアルを回してインデックスを選び、  を押す

2 対象となるグループを表示して、  を押す

3  を選び、  を押す

4 移動先のインデックスを選び、  を押す

5 移動先を選び、  を押す

注意

●● インデックス内にグループ
が登録されている場合は、
この画面が表示されます。

グループ
アイコン

6 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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● ● （赤色）●＜インデックスモード（名刺を移動）＞

1 ダイアルを回してインデックスを選び、  を押す

2 対象となるグループを表示して、  を押す

3 対象となる名刺を表示して、  を押す

4 を選び、  を押す

5 「インデックスモード（グループごと移動）」の手順④～⑤
の操作をおこなう（→ P.33）

6 グループ内で登録位置を変更する場合は、移動先を選び、
 を押す

7 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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（黄色）●＜お気に入りモード＞

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3 移動先を選び、  を押す

4 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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（緑色）●＜登録日モード＞

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3 移動先を選び、  を押す

登録日表示

4 ダイアルで登録日を選び、  を押す

•●上下の名刺登録日の範囲内で設
定ができます。設定できる範囲
は「1975/1/1● 00：00●～●
2037/12/31●23:59」です。

5 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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名刺の裏面を登録する

名刺の裏面をスキャンして登録できます。

1 対象となる名刺を表示して、  を押す

2  を選び、  を押す

3 名刺の裏面を上にして、名刺挿入口にまっすぐに差し込む

名刺の向きに注意して差し込み、名刺が自動的に引き込まれるまで
軽く押さえたままにしてください。（→ P.14）

注意

●● 名刺を強く押し込まないでください。

4 「名刺（裏）をスキャンしますか？」と表示されたら、  
を押す

メモ

●● 名刺はスキャンした方向に対して右に 90 度回転して表示されます。
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5 画像を確認する

●：画像を 180 度回転

●：決定

6  を選び、  を押す

名刺の裏面を登録すると、名刺画像（表面）の下部の● ●が点灯
します。

7 完了メッセージが表示されたら、  を押す

注意

●● 画像に点や線などのノイズが入る、色合いが変化してきた場合などは、色合
いを補正してください。（→ P.51）
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名刺／グループを削除する

名刺を削除したり、グループごと削除することができます。

注意

●● グループごと削除すると、そのグループに登録されているすべての名刺データが削
除されます。削除したデータは元に戻せませんので、ご注意ください。

1 対象となる名刺（またはグループ）を表示して、   
を押す

2  を選び、  を押す

3 「この名刺を削除しますか？」と表示されたら、［Yes］を
選び、  を押す

注意

●● グループを選んだ場合は、確認メッセー
ジが 2回表示されます。よく確認をし
てから［Yes］を選んでください。

4 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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設定項目一覧

設定項目は以下のとおりです。

項目 内容 参照先

時計 日時を設定する P.41

オートパワーオフ オートパワーオフを設定する P.42

パスワード パスワードを設定する P.43

PC リンク 名刺データをバックアップする／バック
アップデータを展開する

P.45、47

スクロール 名刺の回転方向を切り替える P.48

登録設定 名刺の登録方法を設定する P.49

輝度 画面の明るさを調整する P.50

キャリブレーション 色合いを補正する P.51

クリーニング スキャナのクリーニングをする P.52

フォーマット データを消去する P.53

本体情報 本体情報を確認する P.54

設定
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日時を設定する

1  →  →  を押す

2 「時計」を選び、  を押す

3 ダイアルを回して項目内の値を変更し、  を押すと、次
項目（年→月→日→時→分→ OK）へとカーソルが移動する

4 設定が終わったら［OK］を選択し、  を押す

注意

●● 時計設定できる範囲は「1975/1/1●00：00 ～ 2037/12/31●23:59」です。
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オートパワーオフを設定する

自動的に画面表示がオフになるまでの時間（分）を設定します。

1  →  →  を押す

2 「オートパワーオフ」を選び、  を押す

3 ［1 分］／［3 分］／［5 分］／［10 分］のいずれかを選び、
 を押す

メモ

●● 初期設定は「3分」です。
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パスワードを設定する

パスワード（4桁の数字）を入力しないと、「メックル」を使用できない
ように設定できます。初回起動時は、パスワードは設定されていません。

［パスワードの設定］

1  →  →  を押す

2 「パスワード」を選び、  を押す

3 ダイアルを回して 1 桁ずつ数字を選び（4 桁）、  を押す

4 新しいパスワードを入力したら［OK］を選び、  を押す

5 もう一度、1 桁ずつ数字を選び（4 桁）、  を押す

新しいパスワードを再入力します。

注意

●● パスワードが一致しない場合は「パス
ワードを確認してください。」と表示さ
れます。 ●を押して、最初からもう
一度入力し直してください。
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6 新しいパスワードを再入力したら［OK］を選び、  を
押す

7 完了メッセージが表示されたら、  を押す

重要 !

●● 設定したパスワードは、紙に書くなどして絶対に忘れないようにしてください。
RESET ボタンを押しても、セキュリティーのためパスワードは解除されません。

注意

●● パスワードを設定すると電源オン時、オートパワーオフからの復帰時、PC リンク
時にパスワードが求められます。

［パスワードの解除］

1 「パスワードの設定」の手順①～②の操作をする（→ P.43）

2 「パスワードを解除しますか？」と表示されたら、ダイア
ルを回して現在のパスワードを 1 桁ずつ選び（4 桁）、  
を押す

3 設定が終わったら［OK］を選択し、  を押す

4 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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名刺データをバックアップする

「メックル」本体をパソコンに接続すると、登録されている名刺データを
パソコン内にバックアップできます。
万一、データが消えた場合に備えて、バックアップをするようにしてく
ださい。

1 micro USB コネクタに、micro USB ケーブル（市販品）
の端子を差し込み、もう一方をパソコンに接続する

赤いカバーを取り
外す（→P.10）

2  →  →  を押す

3 「PC リンク」を選び、  を押す

パソコンに「MEQRU」というデバイスが認識され、「MEQRU2.
DAT」、「CARDPIC フォルダ」のデータが表示されます。

注意

●●「MEQRU2.DAT」、「CARDPIC フォルダ」は、自動的に作成されるデータ
です。ファイル名やファイルの中身は、絶対に変更しないでください。



設定

46

4 「MEQRU2.DAT」「CARDPIC フォルダ」のデータをデ
スクトップなどにすべて保存する

注意

●● micro●USB ケーブルはデータ転送できるものをご使用ください。充電専用
のものは使用できません。

●● PC リンク中は AC アダプタ、micro●USB ケーブルを絶対に抜かないでく
ださい。データが消失、破損する恐れがあります。

［パソコンとの接続解除］

1 バックアップが完了したら、パソコン側で「安全な取り外
し」の操作をおこなう

2  micro USB ケーブルを抜く

micro●USB ケーブルを抜くまで、PC リンク画面は消えません。

名刺データの管理・編集をおこなうときは
デジタル名刺管理ソフト「DA-1」を利用すると、「メックル」に登
録した名刺データの管理・編集操作を簡単におこなうことができます。
OCR（自動文字認識）による会社名や氏名でのグループ自動振り分
けや名刺データのテキスト化を行うことができます。
また、デジタル名刺ホルダー「ピットレック」やデジタル名刺ボッ
クス「ビズレージ」をお使いの場合は、名刺データを移行すること
ができます。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
（http://www.kingjim.co.jp/）

注意

●●「DA-1」は最新のバージョン（Ver.2.00 以降）をご使用ください。最新バージョ
ンでない場合は、「メックル」が認識されませんのでご注意ください。

●●「メックル」本体にはテキストデータを保存する機能がないため、「DA-1」でのみ
テキストデータをご活用いただけます。●
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バックアップデータを展開する

1 「名刺データをバックアップする」の手順①～③の操作を
おこなう（→ P.45）

パソコンに「MEQRU」というデバイスが認識されます。

2 パソコンに保存しておいた「MEQRU2.DAT」「CARDPIC
フォルダ」のデータをすべて上書きする

注意

●● 上書きをすると、「メックル」のすべてのデータが書き換わり、現在の登録内容は
すべて失われます。

［パソコンとの接続解除］

1 バックアップデータの展開が完了したら、パソコン側で「安
全な取り外し」の操作をおこなう

2 micro USB ケーブルを抜く

micro●USB ケーブルを抜くまで、PC リンク画面は消えません。
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名刺の回転方向を切り替える

ダイアルを回したときの、名刺の回転方向（スクロール方向）を切り替
えられます。お好みに応じて設定してください。

1  →  →  を押す

2 「スクロール」を選び、  を押す

3 ［Up］または［Down］を選び、  を押す

メモ

●● 初期設定は「Up」です。
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名刺の登録方法を設定する

名刺の登録方法を変更できます。お好みに応じて設定してください。

1  →  →  を押す

2 「登録設定」を選び、  を押す

3 有効にする場合は、  にカーソルを当て  を押す

4 設定が終わったら［OK］を選択し、  を押す

メモ

●● 初期設定は無効です。
●● 有効にすると● ●から● ●に変わります。
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画面の明るさを調整する

1  →  →  を押す

2 「輝度」を選び、  を押す

3 ダイアルを回して明るさを調整し、  を押す

明るい

暗い
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色合いを補正する

画像に点や線などのノイズが入る、色合いが変化してきた場合などは、
以下の操作（キャリブレーション）をおこない、色合いを補正してくだ
さい。

1  →  →  を押す

2 「キャリブレーション」を選び、  を押す

3 付属のキャリブレーションカード（→ P.9）を、名刺挿入口
にまっすぐ差し込む（→ P.14）

4 「キャリブレーションを行いますか？」と表示されたら、
 を押す

5 完了メッセージが表示されたら、  を押す

注意

●● 付属のキャリブレーションカード以外は使用しないでください。
●● キャリブレーション中にキャリブレーションカードを抜いたり、動かしたりするこ
とは、絶対におこなわないでください。
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スキャナのクリーニングをする

スキャンした名刺にほこりが映り込む場合などは、付属のクリーニング
カードを何度かスキャンしてください。スキャンの方法は名刺の場合と
同様です。

1  →  →  を押す

2 「クリーニング」を選び、  を押す

3 付属のクリーニングカード（→ P.9）を、名刺挿入口にまっ
すぐ差し込む（→ P.14）

4 「クリーニングを行いますか？」と表示されたら、  を
押す

5 完了メッセージが表示されたら、  を押す

注意

●● スキャンした画像に不自然なドットやラインがあれば、ホコリの粒子やその他の異
物がスキャナ内に入り込んだ可能性があります。

●● 1 度のクリーニングで改善されない場合は、何度か繰り返し行いスキャンした画像
を確認してください。

●● クリーニングカードは安全で清潔な場所で保管してください。
●● スキャナのクリーニングには、クリーニングカード以外のものを使用しないでください。
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データを消去する

「メックル」で保存した名刺データをすべて消去することができます。

注意

●● 言語を切り替える場合は以下の操作をおこなって、すべてのデータを消去する必要
があります。

●● 以下の操作をおこなうと、「メックル」に登録されているすべての名刺データが消
去されます。消去したデータは元に戻せませんので、ご注意ください。

1  →  →  を押す

2 「フォーマット」を選び、  を押す

3 「フォーマットを行いますか？」と表示されたら、［Yes］
を選び、  を押す

4 「本当にフォーマットを行いますか？」と表示されたら、
［Yes］を選び、  を押す

5 完了メッセージが表示されたら、  を押す
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本体情報を確認する

「メックル」の空き容量（あと何枚程度名刺を登録できるのか）と、ソフ
トウェアのバージョンを確認できます。

1  →  →  を押す

2 「本体情報」を選び、  を押す

3 空き容量とソフトウェアのバージョンを確認し、  を押す

注意

●● 空き容量は目安（名刺１枚（片面）当たり 92KB で計算）です。
本機の使用条件などによって変化しますのでご了承ください。

●● 空き容量がなくなった場合は、本体内の不要なデータを削除するか（→ P.39）、デジ
タル名刺管理ソフト「DA-1」を利用して、パソコンでデータの管理をおこなって
ください。（→ P.46）
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•●画面 ：3.5 インチ●TFT●カラー LCD　HVGA（320 × 480dot）
•●スキャナ種別 ：シートフィードスキャナ（片面読み取り）
•●スキャンサイズ ：最小●36 × 75mm●●最大●54 × 90 ｍｍ
•●スキャン紙厚 ：最小●0.1mm　最大●0.43 ｍｍ
•●センサー ：カラー CIS センサー
•●光源 ：LED
•●解像度 ：300dpi
•●スキャン速度 ：6秒以内 / 枚
•●保存可能枚数 ：片面約 5,000 枚 / 両面約 2,500 枚
※●保存可能枚数は目安（名刺片面当たり 92KB で計算）です。●
本機の使用条件などによって変化します。

•●電源 ：AC アダプタ（AS0510JB）
•●インターフェイス ：USB2.0（microB タイプ）
※●USB ケーブルはデータ通信可能な市販品をお使いください。充電専用ケーブル
には対応しておりません。

•●外形寸法 ：約 139（W）× 125（D）× 129（H）mm
•●質量 ：約 325g
•●動作環境 ：温度　5～ 35℃

湿度　30 ～ 80％（非結露）
•●セット内容 ：本体、AC アダプタ（AS0510JB）、キャリブレーショ

ンカード、クリーニングカード、クイックガイド、取扱
説明書（本書）、保証書

•●保存環境 ：温度　-10 ～ 55℃
湿度　5～ 80％（非結露）

対応 OS（PC リンク時）
•●Windows●8.1●/●8●/●7●/●Vista　(32/64bit)●各日本語版
•●Mac●OS●X●10.10●/●10.9●/●10.8●/●10.7
※●OS をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。　
※●最新の動作環境に関しては弊社ホームページ（http://www.kingjim.co.jp/）を
ご参照ください。

仕様
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■ 保証書
保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け
取りください。保証書と裏面の保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管して
ください。

■ 修理に出されるときは
保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機および保証書をお買い上
げ販売店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご
要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、本機の修理や点検等の場合において、お客様が作成されたデータまたは外部
から取り込まれたデータ等が変化、消失等する場合があります。また、当社の都合
により本体を代替品に交換することにより修理に変えさせて頂く場合がありますが、
その場合にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し変えることはでき
ません。当社は、これらのデータ等の変化、消失、移し替えられないことについて
何らの責任を負うものではありません。
当社が修理等のためお客様からお預かりした本機を協力工場に引渡す際、故障現象
の確認のため個人情報の一部に接する場合があります。予めご了承ください。なお、
個人情報に接した場合は厳正に管理し、漏洩のないよう万全を期しております。

■ お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または当社
お客様相談室にお問い合わせください。

※通話料お客様負担

受付時間：平日（月～金曜日）午前 9：00～午後 5：30

F A X からの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759

デジタル名刺ホルダー「メックル」MQ10　取扱説明書
2015年　8月　第2版

株式会社キングジム
〒101-0031　東京都千代田区東神田二丁目10番18号
http://www.kingjim.co.jp/

アフターサービス
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