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保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。修理に出さ
れるときは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、修理可能な場合はご要望により有償で修理いたし
ます。なお、修理・検査をおこなうと、保存されているデータなどが消去
されます。事前にデータのバックアップをお取りください。修理のとき一部
代替部品を使うことがあります。また当社の都合により代替品に交換
することで修理に代えさせていただく場合があります。ご了承ください。

■修理に出されるときは

8.本保証書は再発行しません。紛失しないよう大切に保管してくだ
さい。

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.)

(イ) 
(ロ) 

(ハ) 

(ニ) 
(ホ)  

使用上の誤り、お客様による修理・改造による故障及び損傷
お買い上げ後の浸水、冠水、液体かぶり、塩害、砂泥の混入、
落下、衝撃、圧力等による故障及び損傷
火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常
電圧による故障及び損傷
本保証書の提示がない場合
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

4.保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

5.本体同梱付属品の修理は承っておりません。取扱店にてお買い求
めください。

3.本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼できな
い場合は、キングジムお客様相談室へご相談ください。

2.無償修理を受ける場合、製品と本保証書をご提示の上、お買い
上げの販売店にご依頼ください。

1.取扱説明書に正しく従った使用状態で保証期間内に故障した場
合、当社が無償で修理または交換します。お買い上げ店または取
扱店までお持ちください。

6.保証期間内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、お客様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喪失等
に対して、当社は一切責任を負いません。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。

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。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。修理をお受けになる場合は、製品と本保証
書をご持参の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

本機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、電池の消耗などに起因するデータの損失
及び損失利益、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及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。

■保証規定

■データについて

初期設定をする

電池を入れると、 オープニング画面に続き、
言語設定画面に移ります。

タッチ補正（位置補正）をおこないます。

注︓電池設定は、 電池交換時のみ変更
可能です。

使用する電池を設定します。

画面の 3 か所の 「＋」 アイコンを、 表示
される順にタッチします。

タッチ補正が完了すると次の画面に移ります。

現在の日付と時刻を設定します。

「アルカリ乾電池」 または 「eneloop」 の
どちらかをタッチします。
タッチすると次の画面に移ります。

使用電池を選択することで、 電池残量
を正しく表示できるようになります。

「西暦下 2 桁」 「月」 「日」 「時」 「分」
をタッチして設定します。
数字をタッチすると変更が可能です。

数字の選択がすべて終わったら、　　  を
タッチします。
初期設定はこれで終わりです。

1. 単 3 形アルカリ乾電池、 または単 3
形エネループを 4 本用意します。

2. 電池カバーの ▽マークを押しながら、
矢印の方向へスライドさせて開きます。

3. 電池の向きをよく確認し、 正しく入れ
ます。

4. 電池カバーを閉じます。

電池を入れる

電池はすべて、 同一の種類のものを使用
してください。 異なる種類や新旧を混在さ
せると液漏れや故障の原因となります。

注意

タッチペンは本体にマグネットで固定されます。 必ず、 同梱されて
いる 「カクミル」 専用タッチペンをご使用ください。

横置き縦置き

●

縦置き、 横置きに応じて自動的に画面表示が上下反転します。

* 内部に microSD カードスロットがあります。

●

本書をよくお読みになり、 正しくお使いください。
本書はすぐにお手にできる場所に保管し、 紛失しないでください。
● 
● 

本書の内容の一部または全部を無断で転載しないでください。
この製品は、 日本国内専用です。

【セット内容】
EM10 本体 / タッチペン / 安全上のご注意
/ 取扱説明書（本書）

キングジム、 KING JIM、 カクミル、 kakumiru はいずれも日本国
およびその他の国における商標または登録商標です。
その他記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

気づかせメモ 「カクミル」 EM10
取扱説明書（保証書付）

別添の 「安全上のご注意」 を最初にお読みください。

アフターサービス

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。

製品名

本体お買い上げ日より1ヶ年

お買い上げ日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

「カクミル」EM10

お名前

ご住所

電話番号

保証期間

お客様

販売店名

保証書

■保証書

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、
キングジム商品取扱店または当社お客様相談室にお問合せください。

〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目10番18号
https://www.kingjim.co.jp/

■お問い合わせ

株式会社キングジム

電池は別途お買い求めください。

製品をテレビ ・ 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あります。
製品の画面には電子ペーパーを採用しています。 電子ペーパー
の特性上、 表示切替がやや遅く、 画面に多少の残像が生じる
ことがあります。
汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。
本製品にベンジン / シンナー / アルコールなどの溶剤や化学薬品、
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。

●

●

●

お知らせ

各部の名称

画面

電池カバー

タッチペン

FAXからの場合
携帯電話からの場合

受付時間:　平日(月～金曜日)午前9:00～午後5:30

0120-79-8102
0570-06-4759
　※ 通話料はお客様ご負担願います。

日本語 ( 「あ」 のアイコン ) または英語
( 「A」 のアイコン ) をタッチしてメニュー言
語を選択します。
タッチすると次の画面に移ります。

注︓言語設定は、 電池交換時のみ変更
可能です。



ペンや消しゴムの太さをタッチで
3 段階から選択できます。

現在のメモを削除します。

メモページに
アラームを設定します。

サムネイルの    マークをタッチすると、
ページがロック    され、 メモを保護できます。
再度タッチすると解除されます。

前ページへ
次ページへ

XX

表示ページを移動します。 選択中のリストを移動します。

選択中のリストを削除します。

アラームを設定します。

タッチでリストの選択（太枠）ができます。

ペンや消しゴムの太さを変えられます。

ページ数 ・ サムネイル表示（タッチで切替）

新規作成時は最上部に表示されます。

新規 ToDo を作成します。
最大登録件数は 30 件です。

アラーム動作の時刻を設定します。
現在時刻以前には設定できません。

設定を完了します。

メモまたは ToDo にアラームを設定します。 メモにアラーム設定すると、 カレンダーの該当日の下に 「 . 」 が付きます。

アラーム画面が表示されます。
　　　をタッチするとアラーム設定した
メモを表示します。

現在日時が表示されます。

編集 ・ 削除できます。のとき
編集 ・ 削除できません。のとき

カレンダー

本体設定

電卓時計

24

8

1

76

151413

2 543

今日の日付を示します。

8 日 ( 未来の日付 ) にアラームが設定されていることを示します。

6 日 ( 過去の日付 ) に設定のアラームが未確認であることを示します。

7

8

6

サムネイル

●メモエクスポート︓メモを microSD カードに書き出せます。
●メモインポート︓メモを microSD カードから取り込むことができます。
詳しくは Web サイトを参照してください。
http://kingjim.jp/kakumiru_support/

　　　　をタッチして、 表示月を移動します。
月をタッチすると当月を表示します。

日付をタッチすると、 その日にアラーム設定されたメモを表示します。
日付を長押しすると、 アラーム設定された新規メモを作成できます。

スリープ時に表示される画面の種類を選択して設定します。
スリープ時は画面をタッチすると復帰します。

カレンダーの週の開始日（日曜日 / 月曜日）を選択して設定します。

画面 4.3 インチ (56.2×93.65mm)、 電子ペーパーディスプレイ

画面解像度 480×800ドット

タッチパネル 抵抗膜方式

電源 単 3 形アルカリ乾電池 または 単 3 形エネループ × 4 本（別売り）

外形寸法 93(W)×41(D)×132(H)mm

質量 約 200g 　※電池含まず

データ保存先 本体メモリ ( メモ︓最大 99 枚、 ToDo︓最大 30 件 )

対応記録メディア microSD カード（最大容量 2GB）、 microSDHC カード ( 最大容量 32GB)

動作環境 温度 :10 ～ 35℃ 湿度 :30 ～ 80%（非結露）

保存環境 温度 :-10 ～ 55℃ 湿度 :5 ～ 80%（非結露）

新規メモを作成します。 最大登録件数は 99 ページです。

アラーム音ありに設定
アラーム音なしに設定
アラーム未設定 / 設定を解除

設定した日に 1 回

設定した曜日でリピート

日付 / 時刻の設定は、 おもて面の 「初期設定をする」 を参照してください。

位置補正は、 おもて面の 「初期設定をする」 を参照してください。

●
●

電源管理︓現在の電池残量と使用電池を示します。
オートスリープ︓オートスリープ時間を選択して設定します。 画面の右下に
スリープアイコン　　　が表示されます。

パスワードを入力します。
●パスワード未設定のとき︓新規にパスワードを設定します。
●パスワード設定済みのとき︓パスワードを解除します。

スリープ中のアラーム動作

操作中のアラーム動作
1. カレンダーアイコンが、 反転表示

　　　されます。

2. カレンダーアイコンを一度タッチす
ると、 アラーム音が止まります。

3. もう一度タッチすると、 アラーム
設定したメモを表示します。

本体メモリをフォーマットします。 保存されている全データが削除されます。


