警告
煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、パソコンから USB ケーブルを抜いてください。
そのまま使用すると、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。
抜く

ワイヤレス共有メモリ「パケッタ」

WS10-8G/WS10-16G

本製品を濡れた手で触れないでください。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお
いてください。
これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となり
濡手禁止 ます。
本体の通風穴を塞いだり、周りを覆った状態で使用しないでください。
本体が過熱し危険です。また、故障の原因となります。
本体を設置する場合は、周囲に 5cm 以上の空間をあけてください。
禁止
本製品を重ねて設置しないでください。
本製品が加熱し、感電、火災、または誤作動、故障などの原因となります。
禁止
雷のときは本製品をお使いにならないでください。
落雷による感電の危険性があります。

スタートアップガイド

禁止

おことわり

2 ［次へ］をクリックします。

■ご注意
• 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、外部からの通信妨害
などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、当
社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いかねます。
• 通信内容や保持情報の漏洩などによる経済的・精神的損害につきましては、当社に故意または
重大な過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いかねます。
• 本製品のパッケージなどに記載されている性能値（スループット）は、当社試験環境下での参
考測定値であり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。
• 本製品は日本の国内法（電波法等）のもとでご利用可能な製品であるため、別途定める保証規
定は日本国内でのみ有効です。海外でのご利用はできません。
• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

各部の名称

3 使用許諾契約の内容を確認し、同意いただける場合は［はい］をクリック
します。
同意いただけない場合は、インストールできません。

ストラップ穴
micro USB
コネクター

ATM、紙幣両替機、自動販売機などの金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関
わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
禁止

【同梱品の確認】
「パケッタ」本体 / USB ケーブル / スタートアップガイド /
セットアップディスク（CD-ROM）/ ユーザー登録カード / 保証書

ご注意

注意

禁止

CD-ROM 内の「パケッタ専用ソフト」をインストールする前に、
「パケッタ」本体をパソコンにつながないでください。

本製品の次のような場所での使用や保管はしないでください。
・直射日光の当たる場所
・暖房器具の近くなどの高温になる場所
・温度変化の激しい場所
・湿気やほこりの多い場所
・振動の多い場所や不安定な場所
・静電気が多く発生する場所
・油煙や湯気があたる場所
・腐食性ガスの発生する場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
本製品の誤作動、故障などの原因となります。

禁止

禁止

このたびは、ワイヤレス共有メモリ「パケッタ」をお買い上げいただき、ありがとう
ございます。本製品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、不明な点はいつでも解決できるよう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。

禁止

通電状態で、長時間、肌に接触させないでください。
低温やけどのおそれがあります。
本体が熱を持つことがありますが、故障ではありません。
USB ハブや延長ケーブルは使用しないでください。
本製品の接続は、パソコン本体の USB コネクターへおこなってください。USB ハブに接続
した場合、正常に動作しない場合があります。
また、USB コネクターからの電力供給が十分でない場合、正常に動作しない可能性があります。
持ち運ぶ場合はパソコンをシャットダウンし、USB ケーブルを外してください。

通風穴
通信ランプ
通風穴はふさがないでください。 使用可能になると青色の LED が点灯し、
通信中は点滅します。

●リセットボタン
「パケッタ」をパソコンにつないだまま 5 秒以上押すと設定を初期化します（本体内メモリに保
存してあるデータは削除されません）。リセット実行中（約 1 分間）は USB ケーブルを抜かな
いでください。

• 本製品を、テレビ・ラジオ等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
ことがありますのでご了承ください。
• 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。
• 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
• 本製品は、日本国内専用です。
• 本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社お客様相
談室までご連絡ください。
• 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。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、パケッタ、packetta は、株式会社キングジムの登録商標または
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です。
Mac OS、OS X、App Store は Apple Inc. の商標です。
Intel、Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

本製品を安全にご利用いただくために
本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。
これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。
これによって人が負傷したり、死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」
「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、当社お客様相談
室へ連絡くださいますようお願いいたします。

警告

この表示を守らず、誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、死亡につ
ながる恐れ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、誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損傷
を引き起こす恐れが想定される内容を示しています。

警告
禁止

禁止

動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。
範囲外の温度や湿度の環境でご利用になると、感電、火災、または製品の誤作動、
故障などの原因となります。
本製品を分解、改造しないでください。
感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で
禁止されています。
「パケッタ」をパソコンにつなぐ際、異物などが混入しないようにしてください。
そのまま使用すると、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。

強制指示

水濡禁止

本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。
本製品に液体がこぼれると、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因と
なります。

強制指示

定期的にデータのバックアップをおこなってください。
本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータは定期的にバックアップする事をお勧めします。
万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回避策に
強制指示 なります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、当社では保証いた
しかねることをあらかじめご了承ください。
本製品は、比較的小規模なネットワークでの使用を想定しています。それ以外の環境または
目的で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。
注意喚起

無線製品に関して
本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。
• 本製品を心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でお使いになるのは
おやめください。医療機器に影響を与える危険性があります。
• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でご使用になることはおやめください。機内では電子機
器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因となる恐
れがあります。
• 電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、本製品の無線通信が妨害されることがあ
ります。

電波に関して
本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業・科学機器、工場の生産ラ
インなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、
電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。
• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運
用されていないことを確認してください。
• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉
が発生したときは、速やかに使用を中止してください。

ご利用上の注意
• 接続においては、無線 LAN（IEEE802.11n/2.4GHz 帯または IEEE802.11g、
IEEE802.11b）、その他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害
物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速
度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ
転送速度を保証するものではありません。転送速度は周りの環境によって大きく変化します。
• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を保証するものではありません。
• 当社に故意または重大な過失がある場合を除き、無線機器によるデータ通信時に発生したデー
タおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
• Bluetooth® と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると
電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障
がある場合は、お使いの Bluetooth®、無線 LAN のいずれかの使用を一旦中止してください。

4 インストール先を確認し、［次へ］をクリックします。
インストール先を変更するときは、［参照］をクリックしてインストール先を
指定します。

使用できるパソコンの条件
対応 OS

日本語 Windows XP SP3 以上（32bit）*
日本語 Windows Vista SP1 以上（32bit）
日本語 Windows 7 SP1 以上（32bit/64bit）
日本語 Windows 8（32bit/64bit）
Mac OS X 10.8/10.7/10.6（64bit）

CPU

Windows：Intel Pentium4 2.4Ghz 以上推奨
Mac：Intel プロセッサを搭載した Mac

メモリ

Windows XP の場合、512MB（1GB 以上推奨）
Windows Vista の場合、1GB（2GB 以上推奨）
Windows 8/7 の場合、2GB（3GB 以上推奨）
Mac OS の場合、各 OS が正常に動作する環境以上

抜く
お手入れの際は以下の内容に注意してください。
・パソコンから USB ケーブルを抜いてください。
・シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かないでください。

リセットボタン
本体を初期化します。

ハードディスク占有容量

Windows：約 100MB
Mac：約 10MB

ディスプレイ

Windows：1024 × 576 以上
Mac:1024 × 768 以上

インターフェイス

USB 2.0

5 インストールの設定を確認し、［次へ］をクリックします。
インストールが開始されます。

* Windows XP で「パケッタ」を利用する場合、SP3 以上でないと利用できません。

必ず、SP3 以上にアップデートしてからご利用ください。

「パケッタ専用ソフト」のインストール
Mac OS をご利用の方は、別紙「パケッタ専用ソフトの Mac OS でのイン
ストール」を参照してください。

6 ［完了］をクリックします。

ご注意
• インストールの前に「パケッタ」をパソコンにつなぐと、ドライバーが正しくインストール
できません。つないでしまった場合は、USB ケーブルを抜き、ソフトウェアのインストー
ルを先におこなってください。
• インストールを始める前に起動しているすべてのアプリケーションソフトウェアを終了して
ください。
•「パケッタ専用ソフト」は、
「パケッタ」を使用するために必要な専用アプリケーションです。
サーバー・クライアントともに必ずインストールしてください。
• 必ずアドミニストレーター権限でインストールしてください。

1 セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
インストーラー画面が表示されます。

メ

モ

• CD-ROM から自動起動しない場合は、CD-ROM 内の
をダブル
クリックしてください。
• Windows 8 でディスクに対して行う操作を選ぶ画面が出たときや、Windows 7/Vista で「自
動再生」画面が表示されたときは、「Packetta_setup.exe の実行」をクリックしてください。
• Windows 8/7/Vista で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、［はい］ま
たは［許可］をクリックしてください。
• CD-ROM からインストールすることができない場合は、当社ホームページから「パケッタ
専用ソフト」をダウンロードしてインストールすることができます。

以上でインストールは終了です。
続いて、「パケッタ」をパソコンにつなぎます。

機能の概要

Windows7 の画面を利用して説明しています。

●「パケッタ」が構築した無線ネットワーク上でデータを共有できます。
データ共有は、パソコンにつないだ「パケッタ」同士でおこなえるほか、「パケッタ」
のデータを「パケッタ」をつないでいない端末（無線 LAN 機能のあるパソコンや
iPhone などの iOS 端末）から共有することも可能です。

「パケッタ」内のデータを共有

使いかた ～データを共有する～
「パケッタ」をつないだパソコン同士で共有する
「パケッタ」同士でデータを共有する場合、「パケッタ サーバーソフト」を利用します。
パソコンに「パケッタ」をつないだ状態で「パケッタ専用ソフト」を起動すると、自動的に
「サーバーソフト」として起動します。

1 USB ケーブルで「パケッタ」をパソコンにつなぎます。
2 「パケッタ専用ソフト」を起動します。
デスクトップの「Packetta」アイコンをダブルクリックするか、
スタートメニューから選択して起動します。

「パケッタ」をつないだパソコン

3 ネットワークに接続します。
「パケッタ」のないパソコン
（無線 LAN 機能が必要）

iPhone などの
iOS 端末

「パケッタ」をつないだパソコン

※パソコンには「パケッタ専用ソフト」が必要です。
※ iOS 端末には iOS 用アプリ ｢Packetta App｣ が
必要です。対応する iOS 端末は当社ホームページを
ご確認ください。

●データの共有は「パケッタ専用ソフト」上で操作します。
「パケッタ」をつないだパソコン同士で共有する画面例：

右上の接続ボタンをクリックして、
「接続設定」画面を開きます。

4 接続方法を選択します。
［マイネット］：
パスワードで保護された固有のネットワー
クで接続する方法です。最初にいずれか
1 台のパソコンから［自分のネットワーク］
でネットワークを作成（［変更］をクリッ
クしてネットワーク名とパスワードを設
定）し、他のメンバーは［周りのネットワー
クに接続］で参加します。
［かんたん接続］：
パスワードを必要としない接続です。ク
リックするだけで「パケッタ」をつないだ
パソコン同士のみ接続できます。

メ

モ

高いセキュリティーが求められる場合は、［マイネット］による接続をお勧めします。［自分の
ネットワーク］で作成したネットワークに周りのメンバーが参加します。

5 「メンバー一覧」で表示するメンバーを選択し、公開ボックスを設定してデータ
を共有します。

「パケッタ」を持っている人と、「パケッタ」のない人で共有する
メ

「パケッタ」をつないでいないパソコンも、「クライアントソフト」を利用して、他のパソ
コンにつながった「パケッタ」にアクセスできます。

モ

「パケッタ専用ソフト」は、パソコンに「パケッタ」がつながっているときはサーバー
ソフトとして起動し、「パケッタ」がつながっていないときはクライアントソフトとし
て起動します。クライアントソフトとして起動すると、機能に制限があり、自分のデー
タの公開などはできません。詳しくは、「パケッタ専用ソフト」のヘルプを参照してく
ださい。

「パケッタ」をパソコンにつなぐ
1 同梱されている USB ケーブルで「パケッタ」をパソコンにつなぎます。
本製品に電源スイッチはありません。起動したパソコンにつなぐと電源が
入ります。

■「パケッタ」をつないだパソコンの操作
接続するネットワークを作成します。

1 共有する「パケッタ」を USB ケーブルでパソコンにつなぎます。
2 「パケッタ専用ソフト」を起動します。
3 ネットワークを作成します。
前項の「「パケッタ」をつないだパソコン
同士で共有する」と同様に、右上の接続
ボタンをクリックして、［自分のネット
ワーク］でネットワークを作成
（［変更］をクリックしてネットワーク名とパスワードを設定）します。

メ

モ

「パケッタ」をつないでいないパソコンとの接続は「マイネット」のみです。

■「パケッタ」をつないでいないパソコンの操作
クライアントソフトを起動し、「パケッタ」をつないだパソコンが作成したネットワーク
に参加します。

1 「パケッタ専用ソフト」を起動します。
接続するパソコンの無線 LAN 機能を ON にしてください。
しばらくすると、
通信ランプ（青色）が点灯します。

メ

モ

初めて「パケッタ」をパソコンにつないだときは、デバイスドライバーがインストール
されます。また、リムーバブルディスクとして認識されたことを示す画面が表示された
場合は閉じてください。

2 起動確認画面が表示されたら［OK］を
クリックします。
「パケッタ」をつないでいないときは、
クライアントソフトとして起動します。

メ

モ

クライアントソフトは、機能が制限され、接続した「パケッタ」の公開ボックスのみ表示されます。

ご注意
• Windows OS の一部では、
「ネットワークの場所の設定」をする画面が表示されます。
必ず「パブリックネットワーク」を選択してください。
•「パケッタ」をパソコンにつないだ際に、「パケッタ」を認識、設定するまでに 30 秒
ほどかかります。故障ではありませんので、設定が完了し、通信ランプが点灯・点滅
するまでお待ちください。

ご注意
クライアントソフトで接続するときは、パソコンに搭載された無線 LAN 機能を利用します。
無線 LAN アンテナがないパソコンでは、ご利用できません。また、クライアントソフトで
「パケッタ」が作ったネットワークに接続しているときは、インターネットなど、他のネット
ワークへの接続が一時的にできなくなることがあります。

3 ネットワークに接続します。

メンバー一覧で
接続したい相手が
みつからない

右上の接続ボタンをクリックして、
「接続設定」画面を開きます。

［周りのネットワークに接続］で目的の
ネットワークを指定します

モ

接続するときは、ネットワーク作成時に設定
したネットワーク名とパスワードが必要です。

Windows OS の場合、Windows ファイアウォールで「パケッタ専
用ソフト」が許可されていないか、
「ネットワークの場所」の設定が、
「パ
ブリックネットワーク」以外の設定になっている可能性があります。
お使いのパソコンが Windows 8、7、Vista の場合は、ネットワーク
の場所の設定を「パブリック」に設定し、Windows ファイアウォール
の設定で「Packetta」の「パブリック」の設定を「許可」に設定して
ください。お使いのパソコンが Windows XP の場合は、Windows ファ
イアウォールの設定で「Packetta」を「許可」に設定してください。

接続した「パケッタ」の公開ボックスが
表示されます。パソコンから「パケッタ」の
データを共有できます。

メ
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この機能は、「パケッタ」をつないでいない
パソコンの「クライアントソフト」から接続
相手の「パケッタ」の公開ボックスを見る機
能です。「パケッタ」をつないでいる「サーバー
ソフト」からは「クライアントソフト」の
パソコンのデータを確認できません。

「かんたん接続」の場合、「親」が複数になっていませんか？
画面右上の接続ボタン［かんたん接続］に「親」を示す
マークが
付いていないか確認し、「親」が 1 人になるように、他の「パケッタ」
は一旦オフラインにして接続し直してください。
見せたくない
データが見える

iOS 端末で接続するには
App Store にて、専用ソフト「Packetta App」をダウンロードしてください。
操作方法は、アプリの中の「使いかたガイド」をご確認ください。

困ったときは
現

象

理由・対策

パソコンに「パケッ パソコンの電源は入っていますか？
タ」をつないでも、 パソコンの電源を確認してください。
通信ランプが点灯 製品に同梱されている USB ケーブルを使用していますか？
しない
USB ケーブルは同梱品をお使いください。
パソコンをつないでから通信ランプが点灯するまで約 30 秒ほどかかります。
しばらくお待ちください。
通信ランプが赤色
に点灯する

接続したい相手と同じネットワークに接続していますか？
同じネットワークで接続してください。
ファイアウォールの設定で、「パケッタ専用ソフト」が許可されて
いますか？
お使いのパソコンのファイアウォールの設定で「パケッタ専用ソフ
ト（Packetta）」に関わる通信を許可してください。通信の許可、
例外設定などの詳細は、お使いのファイアウォールのヘルプ等をご
覧ください。

4 接続方法を選択します。

メ

ネットワークを作成した「パケッタ」から離れすぎていませんか？
通信範囲内（最大 20 ～ 30m）で使用してください。

通風穴を塞いでいませんか？または、気温が高い場所で使用していませんか？
本体内部が高温になると通信ランプが赤色に点灯します。換気のよい環境で
お使いください。

「パケッタ専用ソフ ウィルス対策ソフトが「パケッタ専用ソフト」の起動を妨害している可能
ト」が起動できない 性があります。
ウィルス対策ソフトの設定を変更するか、一時停止してご利用ください。
サーバーソフトではな パソコンに「パケッタ」がケーブルでしっかりつながっていますか？
くクライアントソフト サーバーソフトは、パソコンに「パケッタ」がつながった状態でのみ起動
が起動してしまう
します。パソコンに「パケッタ」をつないで起動してください。
クライアントソフトで パソコンに「パケッタ」がつながっていませんか？
はなくサーバーソフト パソコンに「パケッタ」がつながっていると、クライアントソフトで起動
が起動してしまう
しません。パソコンから「パケッタ」を抜いてから起動し直してください。
「自分のネットワー パソコンに「パケッタ」がケーブルでしっかりつながっていますか？
ク」が設定できない 同梱の USB ケーブルを「パケッタ」とパソコンの USB コネクターに、
しっかり差し込んでください。
「パケッタ サーバーソフト」が起動していますか？
ネットワークはサーバーソフトでのみ作成できます。
ネットワーク名称とパスワードが適切ですか？
ネットワーク名称は 1 ～ 26 文字、パスワードは 8 ～ 64 文字で入力し
てください。また、ネットワーク名称では半角英数字と“-”と“_”、パス
ワードでは半角英数字と“-”が使用可能です。
上記を試して改善しない場合は、リセットボタンで初期化してください。
周りのネットワーク サーバーソフトの場合、「パケッタ」がつながっていますか？
に接続できない
同梱の USB ケーブルを「パケッタ」とパソコンの USB コネクターに、
しっかり差し込んでください。
クライアントソフトの場合、パソコンの無線 LAN 機能は有効ですか？
無線 LAN 機能のないパソコンはネットワークに接続できません。
入力したパスワードは正しいですか？
ネットワークを作成したメンバーに正しいパスワードを確認してください。
ネットワークを作成した「パケッタ」から離れすぎていませんか？
通信範囲内（最大 20 ～ 30m）で使用してください。
ネットワークを作成した「パケッタ」との間に障害物はありませんか？
障害物のない場所で使用してください。
上記を試して改善しない場合は、リセットボタンで初期化してください。
「かんたん接続」が サーバーソフトの場合、「パケッタ」がつながっていますか？
できない
同梱の USB ケーブルを「パケッタ」とパソコンの USB コネクターに、
しっかり差し込んでください。
ネットワークを作成した「パケッタ」から離れすぎていませんか？
通信範囲内（最大 20 ～ 30m）で使用してください。
ネットワークを作成した「パケッタ」との間に障害物はありませんか？
障害物のない場所で使用してください。
上記を試して改善しない場合は、リセットボタンで初期化してください。

公開ボックスに見せたくないデータが入っていませんか？
見せたくないデータを非公開ボックスに移動するか、データの入って
いるボックスを非公開に設定してください。

相手にデータを
安定した接続ができていますか？
渡すことができない 「周りのネットワークに接続できない」項目を確認してください。
データを渡す相手のメモリに空きはありますか？
相手にメモリの空き容量を確認してもらってください。
相手からデータを 安定した接続ができていますか？
受け取ることがで 「周りのネットワークに接続できない」項目を確認してください。
きない
自分のメモリに空きはありますか？
メモリの空き容量を確認してください。
他のネットワーク
に接続できなく
なった

クライアントソフトの［周りのネットワークに接続］で接続して
いませんか？
クライアントソフトでは、パソコンに搭載された無線 LAN アンテ
ナを利用して、「パケッタ」が作ったネットワークに接続します。
「パケッタ」で作ったネットワークに接続中は、同じ無線 LAN アン
テナで他のネットワークに接続できなくなることがあります。

データの送受信に
時間がかかる

同時に多数の人が接続していると、データ転送に時間がかかる場合が
あります。
しばらく時間をおいてから、再度データを送受信してください。

製品仕様
品番
本体メモリ容量
インターフェイス
電源
通信速度
通信方式
通信距離
最大接続台数
寸法
質量
動作環境
保存環境

WS10-8G（ホワイト）
WS10-16G（ブラック）
8GB
16GB
micro USB B タイプ（USB ケーブル同梱）
USB バスパワー（定格電圧 5V、消費電力 約 3W）
150Mbps（理論値）
無線 LAN（IEEE802.11b/g/n）
最大 20 ～ 30m
32 台 / 同時
約 W75 × D52 × H20mm
約 40g（USB ケーブル除く）
温度 5 ～ 35℃、湿度 30 ～ 80％ RH（非結露）
温度 -10 ～ 55℃、湿度 5 ～ 80％ RH（非結露）

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。製品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。
製品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、修理・検査をおこなうと、保存されているデータなどは消去されます。あらかじめ
ご了承ください。

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。

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
受付時間 平日（月～金曜日） 午前 9:00 ～午後 5:30
ホームページアドレス http://www.kingjim.co.jp/
23- ②

Mac OS 用

この別紙は、スタートアップガイドの「使用できる
パソコンの条件」までご確認いただいていてから、
ご利用ください。

7 ［インストール］をクリックします。

「パケッタ専用ソフト」の Mac OS へのインストール
ご注意
• インストール前に「パケッタ」をパソコンにつながないでください。
• インストールを始める前に起動しているすべてのアプリケーションを終了して
ください。
•「パケッタ専用ソフト」は、
「パケッタ」を使用するために必要な専用アプリケー
ションです。
サーバーソフトユーザー、クライアントソフトユーザーともに必ずインストー
ルしてください。

8 お使いのパソコンのユーザー名称とパスワードを入力し、［ソフトウェ
アをインストール］をクリックします。

1 セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、マウ
ントされた「Packetta」というディスクをダブルクリックしてください。
メ
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CD-ROM からインストールを行わない場合は、当社ホームページから「パケッタ
専用ソフト」をダウンロードしてインストールすることができます。

2 「Packetta」ディスク内の「Packetta_setup_osx.pkg」をダブル
クリックしてください。
3 ［続ける］をクリックします。
9 ［インストールを続ける］をクリックします。

4 使用許諾契約書の内容を確認し、［続ける］をクリックします。
10 インストールが完了するまでおまちください。

5 使用許諾契約の条件に同意いただける場合は［同意する］をクリックします。
同意いただけない場合は、インストールできません。

6 「このコンピュータの全てのユーザ用にインストール」を選択し、
［続ける］をクリックします。

11［再起動］をクリックし、パソコンを再起動します。

パソコンが再起動したら、インストールは終了です。
続いて、「パケッタ」をパソコンにつなぎます。

スタートアップガイドの「機能の概要」へ続きます。スタート
アップガイドをご確認ください。

