
デジタル名刺ボックス 「ビズレージ」
取扱説明書

本製品の使用を原因とする損害・逸失利益などにつきましては、当社はいっさい
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。

本書は、基本ソフト日本語Windows 8.1/8/7/VistaまたはMac OS X
10.9/10.8/10.7のいずれかがコンピュータにセットアップされていること、ま
たそれらのコンピュータを使用するうえでの基本的な用語や操作について、すで
に理解されていることを前提に書かれています。用語や基本操作などについての
不明な点は、ご使用いただいているコンピュータやOSのマニュアルなどをご覧
ください。

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。

本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

この製品は、日本国内専用です。

仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

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。

本製品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。
本製品の故障、修理、検査、バッテリー消耗などに起因するデータの損失および逸
失利益、本製品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逸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。

• 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。間違った操作は、事故
や製品故障、名刺破損の原因になります。

Windows、Excel 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、BonjourはApple Inc.の商標です。

Intelは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

キングジム、KING JIM、Bizrage、ビズレージ、PITREC、ピットレック、
PITREC on PC 2は株式会社キングジムの商標または登録商標です。

お使いになる方々や他の方々への危害、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。

保証書
製品名

品番

保証期間

お客様

販売店名

シリアル番号

デジタル名刺ボックス「ビズレージ」

DNX100

本体お買い上げ日より１ヶ年

お買い上げ日　　　　   年　　　月　　　日

お名前

ご住所

電話番号

保証規定
1．本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に
は、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。当社が無償で修理
いたします。なお、修理・検査をおこなうと保存されたデータは消去されます。
あらかじめご了承ください。

2．保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書を
ご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

3．ご転居やご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を
ご依頼になれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。

4．保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。
（1）使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷
（2）お買い上げ後の浸（冠）水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂（泥）入り、圧力などによ

る故障および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷
（4）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
（5）本保証書の提示がない場合
（6）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字

句を書き替えられた場合

5.同梱付属品、別売品の保証はしておりません。取扱店にてお買い求めくださ
い。

6．保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある
場合を除き、お客さまが製品を使用することによって発生した間接的もしくは
波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使
用利益、および得べかりし利益の損失等に対して、当社は一切責任を負わず、
また製品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。

7．本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only 
in Japan.）

8．本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがって、本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。

※修理に出されるときは、製品と本保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼く
ださい。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「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。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可
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。

表示された指示内容を守らずに、誤った使いかた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。

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。

セットの確認
「ビズレージ」本体／取扱説明書（本書：保証書付）／
CD-ROM／ACアダプタ（AS1225J）／
USBケーブル／お客様登録カード

このたびは、デジタル名刺ボックス「ビズレージ」をお買い上げいただき、
ありがとうございます。「ビズレージ」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。

安全上のご注意

必ずおこなっていただきた
い事項（指示、行為）を示し
ています。

してはいけない行為（禁止
行為）を示しています。

必ずお守りください！

本製品へのアクセス中は、本製品から電源コード ( または AC アダプタ )
を抜いたりしないでください。
データが消失、破損するおそれがあります。

ローラーなどの可動部に衣服の袖、ネクタイ、ネックレス、または髪など
が巻き込まれないようにしてください。
けがの原因となります。

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、ホコリなどが本製品内部に
侵入し、故障や本製品の異常の原因となることがあります。また、静電気
などによるスパーク（火花）によって引火するおそれがあります。

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所
では使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

発煙、異臭や異音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
異常が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてから、お買い
上げ販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。
お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

可燃ガスおよび揮発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所で
は使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性のガスの
スプレーを使用しないでください。
引火による火災のおそれがあります。

各種ケーブルは、本書で指示されている以外の配線をしないでください。
発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷
を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とした
りしないでください。
感電・火災のおそれがあります。

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでくだ
さい。
故障や、感電・火災のおそれがあります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いてから、お買い上げ販売店、また
は当社お客様相談室にご相談ください。

取り扱い上のご注意

近くで雷が発生したときは、本製品の電源プラグをコンセントから抜い
てください。そのあと、本製品に接続されているケーブル（電源コード、
USB ケーブル、LAN ケーブル）を外してください。
そのままにしておくと本製品を破壊し、データが消失、破損するおそれ、
または、お客様の財産に被害をおよぼす原因となります。

本製品を落としたり、破損した場合は、すぐに電源プラグをコンセントか
ら抜いて、当社お客様相談室にご相談ください。
そのままご使用になると、感電・火災の原因となります。

本製品に金属や液体が入らないように、製品の上や上方に、下記のもの
を置かないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
もし、誤って入った場合は、電源コードを抜いてから、当社お客様相談室
にご相談ください。
・クリップやホチキス針などの金属　　・ネックレスや指輪などの貴金属
・コップ、花瓶、植木鉢などの液体が入った容器　　・ペットの尿

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、すぐに電
源プラグをコンセントから抜いて、当社お客様相談室にご相談ください。
そのままご使用になると、感電・火災の原因となります。また、お客様に
よる修理は危険ですから絶対におやめください。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けが
をするおそれがあります。

名刺保存ボックスをセットする際は指を挟まないように注意してくださ
い。
けがのおそれがあります。

各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないで
ください。
けがや故障、火災のおそれがあります。
本書の指示に従って、正しく取り付けてください。

製品内部の、本書で指示されている箇所以外には触れないでください。
けがや感電、火災のおそれがあります。

雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電
源コード、AC アダプタ）に触れないでください。
感電のおそれがあります。

取り扱い上のご注意（続き）

電源に関するご注意（続き）

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。

AC アダプタを取り扱う際は、以下の点を守ってください。
感電・火災のおそれがあります。
・雨や水のかかる場所で使用しない
・電源コードで吊り下げない
・コネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない
・布団などで覆わない

指定の AC アダプタ（AS1225J）以外は使用しないでください。
また、指定の AC アダプタを他の機器に使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災になるおそれがあります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

AC100V 以外の電源は使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コード
を他の機器に使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源コードが破損したときは、お買い上げ販売店、または当社お客様相
談室にご相談ください。また、電源コードを破損させないために、以下の
点を守ってください。
・電源コードを加工しない
・電源コードに重いものを載せない
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
・熱器具の近くに配線しない

電源に関するご注意

DNX100

設置上のご注意

本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。
内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かな
いでください。
感電・火災のおそれがあります。

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでく
ださい。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

本製品 を移動する場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、本製品
に接続されているケーブル（電源コード、USBケーブル、LANケーブル）
を外してください。また、足元に十分注意して移動作業をしてください。
ケーブルを接続したまま本製品 を移動させると、ケーブルが傷つき、火
災や感電の原因となります。また、ケーブルが移動作業の妨げとなり、け
がの原因となります。



「ビズレージ」をパソコンに接続する前に、「DA-1」のインストールが
必要です。

「ビズレージ」単体では、名刺データを管理することはできません。
名刺データの管理には「DA-1」を利用してください。

※Windows 8 の画面を例として記載しています。

「DA-1」のインストール
Windows / Mac OS 共通

初期設定

インストール

アンインストール

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブ
に入れ、画面の指示に従ってソフトウェアをインスト
ールする

1

［開始］をクリックし、画面の指示に従って初期設定をする1

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入
れ、画面の指示に従ってソフトウェアをアンインストー
ルする

1

完了画面が表示されたら、［完了］をクリックする2

完了画面が表示されたら［OK］をクリックする2

続いて、初期設定をおこなう画面が表示されます。
→「初期設定」に進んでください。

ファイアウォールをご利用の場合、「DA-1.exe」および「da-1_daemon.exe」
の通信を許可する設定に変更してください。正しく設定されないと、ご利用にな
れない場合があります。

インストール項目

■ ソフトウェア使用許諾契約書への同意
■ インストール先のフォルダ指定
■ 利用する端末の選択
※「ビズレージ」だけをご利用になる場合は、「デジタル名刺ボックス
「ビズレージ」DNX100」にチェックを入れてください。

■ Windowsファイアウォールの設定

注意

・他の OS でのエミュレート環境での動作は保証できません。

・パソコンへのインストールは、必ず Administrator 権限で実行してくださ
い。Administrator 権限でおこなわない場合、インストールに失敗し、ソフ
トウェアが正しく動作しません。

・ウイルス対策ソフトの影響により、インストールに失敗することやソフトウェ
アが正しく動作しない場合があります。お使いのウイルス対策ソフトの説明
書などをご確認のうえ、インストール時にウイルス対策を停止するなどの対
処をしてください。また、｢DA-1｣の動作に必要なプログラムが、ウイルスと
して誤検出される場合があります。正しく動作しなくなった場合は一旦アン
インストールをおこない、再インストールをお試しください。

・ドライバをインストールしていない状態で｢ビズレージ｣をパソコンに USB
接続すると、｢新しいハードウェアの追加｣画面が表示される場合がありま
す。｢キャンセル｣をクリックし、パソコンから｢ビズレージ｣を外してください。

・CD-ROM に含まれるプログラムをご使用になったうえでの故障や不具合、
データ損失などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

注意

初期設定項目

■ 「ビズレージ」の電源オン（付属の AC アダプタ）
電源ランプが点灯すると、スキャンが可能になります。

■  「ビズレージ」とパソコンの接続（付属の USB ケーブル）

■ シリアル番号の入力

■  「ビズレージ」の表示名の設定
設定した表示名が、「DA-1」の画面に表示されます。

■  「ビズレージ」の時刻設定
パソコンと同じ時刻にしたい場合は、［パソコンから取得する］を選択してください。

■ パスワード設定
「ビズレージ」にアクセスするときに使用します。

■ ネットワーク設定
・LAN 接続を利用する場合は、｢ネットワーク設定｣を選択してください。
　　＜変更できる項目＞
　　・IP アドレスの設定： 初期値　IP アドレスを自動で取得
　　・ポート番号： 　 初期値　8449
・「DA-1」と本体は、独自のプロトコルで通信をおこなうため、各 OS 上で表示さ
れません。本体から名刺データを取得するなどの通信をおこなう場合、「DA-1」
を利用する必要があります。

・LANの設定は、本体をパソコンに接続したあと、「ネットワーク設定」で変更できます。

■ 名刺データ保存先の設定
・「DA-1」を利用して、取得した名刺データをパソコン内に保存する場合の、保存
先（場所）を設定できます。

・名刺データ保存先の設定は、メニュー項目の［ファイル］ー［ライブラリの編集］
で変更できます。

■ ストック名称の設定
・ストックとは、名刺データを保存するデータベースの単位です。設定したストッ
ク名称が、「DA-1」の画面に表示されます。

・ストック名称の設定は、ストック名の上で右クリックし、表示されるメニューから
「ストック名の編集」を選択して変更できます。

・「ビズレージ」の表示名、時刻設定、パスワード設定は、本体をパソコンに接続し
たあと、「プロパティ」などから変更できます。詳しくは、「DA-1」のヘルプをご
確認ください。

・パスワードを忘れると、本体からスキャンした名刺データを取り出せなくなりま
す。必ずメモなどで控えをとるようにしてください。パスワードを忘れてしまった
場合は、本体をパソコンに接続して、本体のプロパティから初期化を実行する必
要があります。初期化を実行すると、すべての状態が初期出荷状態に戻るため、
本体内に保存された名刺データは削除されます。

注意

「DA-1」と本体を LAN 上でお使いの際には、適切なセキュリティ対策をおこなっ
てからご利用ください。

注意

｢ビズレージ｣のシリアル番号が正しく入力されないと、OCR 機能がご利用いた
だけません。

注意

上記の必要システムは、2015 年 3 月現在のものです。最新の情報は当社ホー
ムページをご確認ください。

http://www.kingjim.co.jp/

注意

アンインストール中に「｢ドキュメント｣フォルダ内の名刺データも同時に削除しま
すか？」と表示されます。必要に応じて選択してください。一度消去した名刺デー
タは元に戻せませんので、注意して選択してください。

注意

if はじめてインストールされた場合

「ピットレック」DNH11 のデータは、｢DA-1｣でも編集できます。
DNH11 をご利用の方で、｢PITREC on PC 2｣をインストールさ
れている場合は、｢PITREC on PC 2｣をアンインストールしてく
ださい。｢PITREC on PC 2｣と「DA-1」は機能が競合することが
あるため、正しく動作しないことがあります。

if 「ピットレック」DNH11をご利用の場合

・初期設定後にはチュートリアル（「ビズレージ」や「DA-1」のかんたん
な使い方）が表示されます。チュートリアルは、メニュー項目の［ヘル
プ］ー［チュートリアル］から確認できます。
・詳細については、メニュー項目の［ヘルプ］ー［ヘルプの表示］から確認
してください。

if 各操作についてわからない／詳細が知りたいときは

必要システム

Windows

OS X

Windows 8.1/8/7（32/64bit版）、
Vista（32bit版）各日本語版 
※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。
・ .NET Framework 4.5 以上
・ Microsoft Office Excel（2013 / 2010 / 2007）
Intel Celeron 2.5GHz以上を推奨
2GB以上（3GB以上推奨）
約640MB以上の空き容量
・ 解像度1024×768以上
・ High Color（16bit、65536色）以上
・ USB2.0（Aタイプ）
・ 有線LAN（10BASE-T / 100BASE-TX）
CD-ROMドライブ

OS

ソフトウェア

CPU
メモリ
ハードディスク
ディスプレイ

インターフェイス

その他

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。Bonjourには非対応です。
対応OSが正常に動作する環境以上
約640MB以上の空き容量
・ 解像度1024×768以上
・ High Color（16bit、65536色）以上
・ USB2.0（Aタイプ）
・ 有線LAN（10BASE-T / 100BASE-TX）
CD-ROMドライブ

OS

メモリ
ハードディスク
ディスプレイ

インターフェイス

その他
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アフターサービス

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は変化、消失します。本機を修理に出される際に
は、初期化をおこなってください。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

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/

受付時間： 平日（月～金曜日） 午前9：00～午後5：30

FAXからの場合　　0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担

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。

当製品はソフトウェア使用許諾契約書に基づいてご使用いただけます。ソフト
ウェア使用許諾契約書につきましては、インストール時にご確認ください。

※1 お使いの名刺や本製品の使用条件によって変化します。

DNX100 仕様
USB2.0(Bタイプ)、 
有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX)

ＡＣアダプタ（AS1225J）

105(W) × 216(D) × 195(H)mm　
※給紙トレイを閉じた状態

約1.4kg  ※ＡＣアダプタ含まず

温度5～35℃　湿度30～80% (非結露)

温度-10～55℃　湿度5～80％ （非結露）

自動給紙方式、両面同時読取、カラー

カラー　ＣＣＤイメージセンサー

約600dpi相当(固定)

3秒以内/枚

約15枚※1

約800枚(名刺保存ボックス片側につき約400枚)※1

約400枚※1

DA-1、DNX100専用ドライバ

「ビズレージ」本体、取扱説明書（本書：保証書付）、
CD-ROM、ACアダプタ（AS1225J）、USBケーブル、
お客さま登録カード

インターフェイス

電源

外形寸法

質量

動作環境

保存環境

読取方式

センサー

解像度

読取速度

セット可能枚数

収納枚数

本体メモリ保存可能枚数

添付ソフト

セット内容



スキャンできる名刺サイズは以下のとおりです。
最小給紙可能サイズ： 52×88mm  厚さ 0.18mm

最大給紙可能サイズ： 56.5×94mm  厚さ 0.31mm

以下の名刺は給紙可能サイズでもスキャンできません。以下の名
刺をスキャンすると、正しくスキャンできなかったり、製品故障、
名刺破損の原因になります。

エラーランプ（赤）
エラーランプの点灯
／点滅で、エラーをお
知らせします。
（→右ページ参照）

■ 紙以外の素材の名刺
■ 透明度の高い名刺
■ 表面にラミネートやエンボス、カッテ
ィングなどの特殊な加工がされてい
る名刺

■ 四角形状以外の特殊な形の名刺
■ 折り目のある名刺や、カールしてい
る名刺

■ 複数折りや貼り合わせがされている
名刺

■ 汚れが付着した名刺

■ テープ類、ふせん紙、修正液、修正テ
ープ等が付着している名刺

■ 毛羽立ちが激しく、紙粉が発生する
名刺

■ 表面低摩擦処理がされている名刺
■ 劣化の激しい名刺
■ シリコン系のインクで印刷されてい
る名刺

■ ステープルやクリップがついている
名刺

エラーランプが
点灯／点滅したら

　　　　名刺保存ボックスがいっぱいになったら

エラーランプの1番が点滅します。（→右ページ参照）

名刺保存ボックスを引き出す

名刺保存ボックスの空のほうを手前にしてセットする

1

2

スキャンボタン

名刺保存ボックス

給紙トレイ

1番

2 番

3 番

4 番

1

2

紙詰まりが発生したときや、名刺が 2 枚同時に送られたと
きなどは、エラーランプの点灯／点滅でお知らせします。
下表を参照して対処してください。

1番 点滅 名刺保存ボックスがいっぱいに
なりました

・名刺保存ボックスを取り出して向きを変えて
ください。

・名刺保存ボックスから名刺を取り出してくだ
さい。

2 番 点滅 名刺保存ボックスが検知されません ・名刺保存ボックスが正しくセットされている
か、確認してください。

3 番 点滅 名刺送りローラーカバーが開いています ・名刺送りローラーカバーを閉じてください。

1番と4 番 点滅 給紙に失敗しました ・名刺送りローラーカバー部分や、名刺排出口
に名刺が詰まっていないか、確認してくださ
い。詰まっていた場合は、力を加えて、引き抜
いてください。名刺が破損しそうな場合は、無
理をせずに、お買い上げ販売店に修理を依頼
するか、当社お客様相談室にお問い合わせく
ださい。
エラーを解消するには、名刺送りローラーカ
バーを一度開いて、正しく閉じる必要があり
ます。（→名刺送りローラーカバーに関しては、左ペ
ージ参照）

2 番と4 番 点滅 名刺が 2 枚同時に送られているか、
名刺サイズが定形外です

（→下記の「スキャンできる名刺について／
スキャンできない名刺について」を参照）

3 番と4 番 点滅 名刺がスキャナ部分に残っている
可能性があります

1番と 2 番 点灯 本体内のメモリが不足しています ・本体内のメモリがいっぱいになりました。パ
ソコンに接続して、本体内に保存されている
名刺データを登録してください。

エラーランプ表示 エラー内容エラー名称 対処方法

1～ 4 番 点灯 スキャナ部分が故障した可能性が
あります

・スキャナ部分が故障した可能性があります。
お買い上げ販売店に修理を依頼するか、当社
お客様相談室にお問い合わせください。

背面
デジタル名刺ボックス 「ビズレージ」

取扱説明書

・名刺保存ボックスに名刺がいっぱいになると、名刺送りが途中で停止します。右ペー
ジの「エラーランプが点灯／点滅したら」（スキャナ部分名刺残り）を参照して、名刺を
取り出してください。

・両側の名刺保存ボックスが
いっぱいになった場合は、名
刺を取り出してください。
（→右ページ参照）

・名刺を取り出す際は、指をは
さまないように注意してくだ
さい。

※本体底面にも、エラーラ
ンプに関する対応方法が
記載されています。

注意

if

注意

　　　　名刺保存ボックスから名刺を取り出すとき

名刺保存ボックスの前カバーを開ける

名刺保存ボックスの底面の穴に指を入れて、名刺を浮かせる

前カバーのすき間に指を入れて名刺をはさみ、上部から名刺
を取り出す

名刺保存ボックスを本体に戻すときは、前カバーがしっかり閉じているか確認してくだ
さい。前カバーをしっかり閉じずに戻すと、本体内でひっかかり、破損の原因になります。

1

2

3

if

LAN コネクタ

エラーランプ対応表
USB コネクタ

AC アダプタ差込み口

※本体底面にも、エラーランプに関する対応方法が記載されています。

DNX100

名刺保存ボックスフル

名刺保存ボックス非検知

名刺送りローラーカバーオープン

給紙ミスフィード

名刺重送・定形外検知

スキャナ部分名刺残り

本体メモリ不足

スキャンモジュールエラー

スキャンできる名刺について

スキャンできない名刺について

AC アダプタをコンセントに接続してから10 ～ 15 秒
経過すると、電源ランプが点灯します。電源ランプが点
灯すると、スキャンが可能になります。

電源ランプ（緑）

　　　　名刺送りがうまくいかなくなったときは

名刺送りがうまくいかなくなったり、スキャンした名刺画像に
ゴミが映り込むなどのトラブルが起きたときは、水に濡らして
固く絞ったきれいな布で、名刺送りローラーを軽く拭いてくだ
さい。お手入れは定期的におこなうようにしてください。
名刺送りローラー部分は破損しやすいので、取り扱いにはご
注意ください。

if

シートフィーダー

名刺送りローラーカバー

上から見たところ名刺送りローラー
（5 か所）

スキャンした名刺は、名刺保存ボックスの手前にたまっ
ていきます。名刺保存ボックスには、約 800 枚（片側
約 400 枚で、両側利用時）まで名刺が入ります。

名刺保存ボックス

この部分から名刺が
排出されます。                                 

名刺排出口

※本体から名刺保存ボックス
を抜いた状態

前カバー
底面の穴

本体正面側本体底面

「ビズレージ」の各部名称



・セットできる名刺の枚数は、名刺の厚さや素材によって変わります。

・裏面の「スキャンできる名刺について／スキャンできない名刺について」を参
照してください。

・スキャンするときは、ステープルやクリップ、ふせん紙などは必ず取り外してく
ださい。

パソコンにつながなくてもスキャン OK

スキャンボタン

「DA-1」をパソコンにインストールしたら、「ビズレージ」
で名刺をスキャンしましょう。

「ビズレージ」を、付属の AC アダプタでコンセント
に接続する

1

AC アダプタをコンセントに接続してから10～15 秒すると、
電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯すると、スキャン
が可能になります。

名刺をセットしたら、スキャンボタンを押す6

スキャンが完了したら、給紙トレイを閉じる7

保存先を選択し、[OK]をクリックする5

給紙トレイを開ける4

給紙トレイを引き出す3

「ビズレージ」を、付属の USB ケーブルでパソコン
と接続する

2

2

給紙トレイは、いっぱいまで開けてください。

「DA-1」のデバイス表示エリアに表示されている
本体名を選択し、［データの受信］をクリックする

・LAN 接続の場合は、ネットワーク表示エリアに本体名が表示
されます。

・保存するライブラリとストックを選択します。

・保存するライブラリを変更することもできます。

・ストックを作成していない場合は、「新規ストック」として表示
されます。

・すでにストックを作成している場合は、その名称が表示されます。

・新たにストックを作成する場合は、［新規作成］をクリックして
ください。

・スキャン中に、給紙トレイに名刺を追加しないでください。

・名刺保存ボックスを確実にセットしておいてください。スキャンが開始されない
場合があります。

注意

一度時刻設定をしたあと、ACアダプタを抜くたびに、時刻設定が 2014 年
1 月 1日以降の日付に変更されてしまう場合は、お買い上げ販売店に修理を
依頼するか、当社お客様相談室にお問い合わせください。

注意

注意

「ビズレージ」に一時保存された名刺データは、「DA-1」に取り込まれると、一定枚
数以降、順次削除されていきます。

注意

・OCR の結果によって、名刺画像の上下反転がおこなわれます。場合によっ
ては、取り込んだ向きと反対になることがあります。

・取得する名刺画像に、名刺以外の黒い枠などの不要な線が表示される場合
には、「画像取得位置の調整」を選択し、取得する画像位置の調整をしてく
ださい。

注意

名刺をそろえて、給紙トレイの右側のガイドに突き当て
てセットする

5

・必ず名刺を右に突き当ててセットしてください。正しくセットさ
れないと、斜めに取り込まれるなど、正常に名刺がスキャンされ
ません。

・名刺は、名刺表面が正面に見えるようにセットしてください。

・一度に約15 枚までセットできます。

［登録］をクリックする4

給紙トレイ

スキャンした名刺は、
名刺保存ボックスに
入る

・名刺データは、「ビズレージ」に一時保存されるので（最大約 400
枚分）すぐにパソコンに接続できない場合でもスキャンできます。

・本体メモリがいっぱいになると、スキャンができなくなり、エラー
ランプの1番と 2 番が点灯します。
定期的にパソコンに接続して、名刺データを登録するようにしま
しょう。

手順　　の画面に表示される「データ自動登録設定」を
利用してください。

名刺画像の確認や保存先の指定などの操作を省略で
き、自動で登録できます。

詳しくは「DA-1」のヘルプを参照してください。

いつも同じ条件で名刺データを
自動登録したいときは

名刺の登録
「DA-1」に名刺データを登録する

名刺データは
「ビズレージ」に
一時保存される
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「ビズレージ」に一時保存された名刺データを、
「DA-1」に登録しましょう。

※タスクトレイの　　 をクリックして、名刺データを取り込むこともできます。

3 取り込んだ名刺画像を確認する

・初回名刺登録時には「画像取得位置の調整」画面が表示され、
名刺画像の上下左右の取得位置を数値で調整できます。

・◀▶をクリックすると、名刺画像の表面と裏面を入れ替えられ
ます。

・名刺画像の上で右クリックすると、180°回転／表面と裏面を
入れ替え／この画像のスキップ（スキップの取り消し）、を選択
できます。

・「画像取得位置の調整」をクリックすると、画像取得位置を調
整できます。この設定は「ビズレージ」本体ごとに設定されま
す。新しい本体をご利用の場合は、その都度設定してください。

2

株
式
会
社
キ
ン
グ
ジム ガイド

「ビズレージ」が、付属の USB ケーブルでパソコンに
接続されていることを確認する

1

・接続されていない場合は、付属の USB ケーブルで接続してく
ださい。

・LAN 接続する場合は、LAN ケーブル（市販のカテゴリ5 以上
のストレートケーブル）で接続します。

・USB 接続とLAN 接続は同時に利用することはできません。

・LAN 接続の場合は「DA-1」は自動起動しません。「ビズレージ」をパソコンと
接続したあと「DA-1」を起動して、メニュー項目の［ツール］ー［ネットワークデ
バイスの追加］を選択し、シリアル番号を選択してください。

注意

・「ビズレージ」のシリアル番号を一度も入力していない場合は、シリアル番号の
入力画面が表示されます。

・「ビズレージ」のシリアル番号が正しく入力されていないと、OCR 機能をご利
用いただけません。

注意

接続すると、「DA-1」が自動的に
起動し、デバイス表示エリアに、
本体名が表示

タスクトレイでの通知

「ビズレージ」に一時保存
された名刺データがある
場合の通知

名刺のスキャン
「ビズレージ」で名刺をスキャンする


