パスワードマネージャー「ミルパス」
P W10

安全上のご注意

必ずお守りください！

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。
本製品をご使用のときは、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 いかたによって起こる危 害 およ

取扱説明書

セットの確認

び損害の度合いを、次のように説明しています。
この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、
「死亡または重傷など
を負う可能性があり、かつその切迫の度合が高い危害が想定される」
内容を示しています。

ミルパス本体/コイン電池（CR2025）2個/
専用タッチペン
（本体収納）/microUSBケーブル/
取扱説明書兼保証書（本書）

このたびは、パスワードマネージャー「ミルパス」PW10をお買い上げいただ
き、ありがとうございます。
「ミルパス」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、本書は保証書を兼ねています。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。
「ミルパス」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。

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、
「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。
してはいけない「禁止」の内容です。
必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

本体の仕様は、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、当社まで
ご連絡ください。

電池の取り扱いについて
電池の内容液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますの
で、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、
医師の治療を受けてください。

［ 注意 ］
設定したマスターパスワードは、紙に書くなどして絶対に忘れないようにしてくだ
さい。マスターパスワードを忘れてしまうと、セキュリティのために解除することが
できません。再び本製品をお使いいただくには、登録したデータをすべて消去する
ことになります。
本製品に登録したデータは、長期的・永久的に保存することはできません。本製品の
故障、修理、検査、電池消耗などに起因するデータの損失および逸失利益につきま
しては、
当社では一切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。事故や故障の原因に
なることがあります
キングジム、KINGJIM、
ミルパス、MIRUPASSはいずれも、株式会社キングジム
の登録商標または商標です。その他、記載の商品名などは、各社の登録商標または
商標です。

各部の名称
電源ボタン

専用タッチペン

液晶画面
microUSBケーブル
差込口
ストラップ穴

電池のセット
（ご使用の前に）
、交換方法
ご購入時は電池がセットされていません。
ご使用前に、付属のコイン電池（CR2025）2 個をセットしてください。

裏面の電池カバーを開ける
マ ークを 押しな がら、矢 印 の 方 向に
スライドさせて取り外してください。

付属のコイン電池（2個)をセッ

液晶表示画面について
液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
液晶表示
画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
万が一、液晶表
示画面が割れた場合は、
漏れた液体などに絶対に触れないでください。

品番

PW10

保証期間

本製品お買い上げ日より１ヶ年
お買い上げ日

タッチパネルに物を当てたり、強く押さえたり、本体を落としたりする
と、タッチパネルが割れることがあります。万が一タッチパネルが割れた
場合は、タッチパネルや漏れた液体などには絶対に触らないでくださ
い。なお、タッチパネルを割ったり、傷をつけた場合は、保証期間中であ
っても有償修理となりますのでご注意ください。

お客様

年

月

日

お名前
ご住所

タッチパネルの操作は、必ず付属の専用タッチペンで操作してください。
ボールペンや金属類などの硬いものでは絶対に操作しないでください。

その他

電話番号

本製品を次のようなところには置かないでください。故障の原因となる
ことがあります。

販売店名

・直射日光のあたる場所、
熱器具の近くなど、
温度の高いところ ・ほこりの多い所
・激しい振動のある所

・強力な磁気のある所

・腐食性ガスの発生する所

取り扱い上の注意
設定するマスターパスワードは、
「生年月日」
「 電話番号の一部」
「 所在地番
号や部屋番号」
「１１１１」
「１２３４」などの他人にわかりやすい番号はお避
けください。
また、設定したマスターパスワードはメモを取るなどしてお忘
れにならないようお気を付けください。
パスワードは、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一パスワ
ードが他人に悪用された場合、その損害については一切その責任を負い
かねます。

[ その他 ]
電池の取り扱いについて
電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障
の原因となります。電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正し
くお使いください。
新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを
混ぜて使わないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させ
るおそれがあります。
電池は絶対に充電しないでください。充電すると電池内の電解液が加熱さ
れ、ガスの発生で内部圧力が上昇して、電池を漏液、発熱、破裂、発火させ
るおそれがあります。
本製品を長時間使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池
を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破
裂させたり、本体を破損させるおそれがあります。
本製品に水や異物を入れないでください。水や異物が入ると故障や火災・
感電の原因となります。水や異物が入った場合には、電池を抜き、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。
電池の内容液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすお
それがありますので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流して
ください

その他
電池、専用タッチペン、電池カバーや部品はお子様が飲み込まないように、
手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。
万が一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないで
ください。故障、火災、感電の原因となります。
本製品を分解、または改造しないでください。故障、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。

使用中に無理なキー操作をおこなうと、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可能性があります。
電池は電源を切ってから取り外してください。電源を切らずにコイン電池
を取り外すと、保存されたデータが変化・消失する可能性がございます。
電池を交換しても、保存されたデータは保持されます。

[ パスワードのバックアップについて ]
本製品の紛失・水没・故障等でデータが消失した場合、消失したデータは元
に戻すことができません。万一に備えて、定期的にデータのバックアップを
お取りください。

保証規定
1．
取扱説明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及び損傷
（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、圧力等による
故障及び損傷
（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及び損
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及び損傷
（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、或いは字句
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。

アフターサービス

6．
保証期間内であるか否かにかかわらず、製品の使用に関連するデータ損失、
機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あるい
は二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。

保証書

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

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。

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本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。本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。

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/

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

warranty

is

valid

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。

修理に出されるときは

電池のプラス
（＋）
を上にして入れてください。

セットしてください。

パスワードマネージャー「ミルパス」

タッチパネルの取り扱いについて

トし、電池カバーを閉める

※交換するときは、
電源オフの状態でコイン電池を取り外し、新しいコイン電池を

製品名

[ マスターパスワードの管理について ]

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。

保証書

主な仕様
液晶

2.5インチ反射型STN液晶、モノクロ表示

タッチパネル

抵抗膜式タッチパネル

登録件数

200件のアカウント
（ID・パスワード）

電源

リチウムコイン電池CR2025×2個

電池寿命

1日3分の使用で約6ヶ月

本体寸法

約83×50×9mm

質量

約50g

インターフェース

microUSBポート

使用温度範囲

温度：5〜35℃

使用湿度範囲

湿度：30〜80%RH（結露のないこと）

付属品

専用タッチペン、
リチウムコイン電池CR2025×2個、
microUSBケーブル、取扱説明書兼保証書（本書）

※ミルパス専用 PC ソフトは弊社 HP からダウンロードしてください。
（ 無償）
http:/www.kingjim.co.jp/support/mirupass/
©2012 Printed in China 17-①

操作方法

付属の専用タッチペンで操作してください。

初回起動時

アカウント（ＩＤとパスワード）一覧画面について
電源ボタンを押すと、アカウント一覧画面が表示されます。

電源ボタンを長押し

「＋」をタッチ(4ヶ所)

[ パスワードの自動作成 ]
をタッチすると、
セキュリティの高いランダムなパスワードを自動で作成で
をタッチ

アカウント一覧画面で
とができます。

アカウント一覧画面

※ タッチ すると、次 の「＋」が 表 示 さ れ
ます。

上スクロール

登録した
アカウント名
一覧

マスターパスワード登録（必須）

各種設定

きます（最大半角３２文字）。新しくパスワードを設定する際に便利です。

アカウント名をタッチして確認

タッチパネル位置補正

パスワードを自動で作成する場合

設定項目

新規登録
グループ表示
設定画面

をタッチ

内容

パスワード変更

マスターパスワードを変更

下スクロール

[OK]をタッチ

をタッチすると、設定内容を変更するこ

アカウントの順序は五十音順の並びとなります。

セキュリティ設定

設定値
・英数記号入力可
・4〜16文字以下

マスターパスワードを何回

・データ削除

間違えると全データを

・間違い回数
5回/10回

削除するかを設定

ＩＤやパスワードを確認、文字列をタッチして編集

マスターパスワードを入力
→入力文字列確定後、[ＯＫ]
をタッチ

前ページへ
登録した内容
・ID
・パスワード
・グループ

・英数記号入力可 ・4〜16文字以下
※下記「文字の入力方法」参照

アカウント一覧画面へ
アカウント削除
次ページ(メモ)へ

文字数、文字種を設定

パスワードが表示されます。
をタッチ
パスワードが確定します。

※グループ分けをしない場合は、手順

グループ分け(最大20個)をする場合

マスターパスワードが登録され、アカウント一覧画面が表示されます。

登録したアカウントを、
「銀行」
「ショッピング」などの名前をつけたグループに振り
分けると、閲覧しやすくなります。

・メモ

全アカウントデータを削除

コントラスト設定

画面のコントラストを設定

パネル位置補正

タッチ位置のずれを補正

に進みます。

メッセージ表示→[OK]をタッチ(2回)

次回起動時より、マスターパスワードの入力が必要となります。

登録した

全データ削除

をタッチ ( 何回でも可 )

「Gr」の入力エリアをタッチ

PCと接続するかを設定
USB接続設定

※下記「専用PCソフトを
使う前に」参照

オートパワーオフ

オートパワーオフまでの
時間を設定

○/×

ー

コントラスト

5段階

｢＋｣をタッチ(4ヶ所)
(初回起動時と同様)
・USB接続

○/×

・パスワード認証

○/×

1分/3分/5分
※下線部分は初期値

＊漢字は、専用ＰＣソフトを使用して入力しています。
設定したマスターパスワードは、紙に書くなどして絶対に忘
れないようにしてください。マスターパスワードを忘れてしま
うと、セキュリティのために解除することができません。再び

重要

本製品をお使いいただくには、登録したデータをすべて消去

秘密の質問の答えや、
２個目のパスワードがある場合などは、
メモに
入力しておくと便利です（最大半角１００文字）。

することになります。

アカウント(IDとパスワード) 登録

文字の入力方法
( 例 ) 英大文字入力画面
入力文字を表示

カーソルの左側の
1文字を削除
カーソルを移動
スペースを入力

入力モードを選択

・[Enter]
未確定文字を確定

QWERTYキー
入力の切り替え

・[OK]
文字列を決定

大文字/小文字の切替

繰り返しタッチして
文字を選択

アカウント一覧画面で
タッチ

を

※「 新 規 」の 文 字 列をタッチして 、登 録
することもできます。

アカウント名を入力
→入力文字列確定後、[ＯＫ]を
タッチ

・最大半角48文字
上下スクロール

専用 PC ソフト
（弊社ホームページから無償ダウンロード）
をお使い
ください。
・英大文字 / 英小文字 / 数字は半角のみ、
かなは全角のみ、
カタカ
ナと記号は半角 / 全角を入力できます。

※作成済みのグループに振り分ける場合は、
グループ名を選択します。
[ グループの編集/削除 ]
をタッチしてグループを選び、 をタッチして編集します。

専用 PC ソフトを使うと、
ミルパスに登録したデータのバックア
ップを簡単にとることができます。
また、
ミルパスでは漢字入力はできませんが、専用 PC ソフトを
使うと、漢字を入力 / 編集できます。
専用 PC ソフトおよび専用 PC ソフト取扱説明書は、
弊社ホーム
ページ (http:/www.kingjim.co.jp/support/mirupass/)
からダウンロードしてください。
( 無償 )
ただし、
インターネットの通信費はお客様負担となります。

カウントは削除されず、
「 未設定」となります)。
本製品を紛失してしまったり、データを消失してしまっ

[ 未設定振り分け ]
グループが未設定のアカウントを表示して、選択したアカウントを任意の

重要

グループに振り分けることができます。

た場合に備えて、必ずバックアップをとってください。

・最大半角20文字

「ID」の入力エリアをタッチ
→IDを入力
→ 入 力 文 字 列 確 定 後 、[ＯＫ]を
タッチ

・ミルパス本体では漢字入力はできません。
漢字を入力する場合は、

・英数記号かな入力可 ・最大半角20文字

ミルパス専用PCソフトで簡単バックアップ！
！

削除するときは、 をタッチします(そのグループに振り分けられているア

( 例 ) 全角記号入力画面

半角/全角の切替

をタッチ
→グループ名を入力
→ 入 力 文 字 列 確 定 後 、[ＯＫ]を
タッチ

「PASS」の入力エリアをタッチ
→パスワードを入力
→ 入 力 文 字 列 確 定 後 、[ＯＫ]を
タッチ
・最大半角32文字

メモを登録する場合

をタッチ

[ 専用PCソフトを使う前に ]
「USB接続」を「○」にすると、USB
接続したときにパソコンがミルパス
を認 識します 。
「×」にした 場 合 は 、
U S B 接 続 をして も 認 識 さ れま せ

「メモ」の入力エリアをタッチ
→メモを入力
→入力文字列確定後、[ＯＫ]を
タッチ
・最大半角１００文字

をタッチ
アカウントが登録されます。

ん。
また、
「パスワード認証」を「○」にす
ると、専用PCソフト起動時にミルパ
スの マスタ ー パスワード入 力 が 必
要となります。

USB接続設定画面

