
 
 
 
 
 
 
 

KeiboardKeiboardKeiboardKeiboard    ボタン操作説明ボタン操作説明ボタン操作説明ボタン操作説明 

 

モード切り替え操作モード切り替え操作モード切り替え操作モード切り替え操作    

マウス操作マウス操作マウス操作マウス操作    

キーボード操作キーボード操作キーボード操作キーボード操作    

カーソル操作カーソル操作カーソル操作カーソル操作    

携帯電話で文字入力をされた経験のある方ならそのままの感覚で文字入力できます。携帯電話で文字入力をされた経験のある方ならそのままの感覚で文字入力できます。携帯電話で文字入力をされた経験のある方ならそのままの感覚で文字入力できます。携帯電話で文字入力をされた経験のある方ならそのままの感覚で文字入力できます。    
また小型でマウス機能も搭載していますので片手で文字入力、マウス操作が可能です。また小型でマウス機能も搭載していますので片手で文字入力、マウス操作が可能です。また小型でマウス機能も搭載していますので片手で文字入力、マウス操作が可能です。また小型でマウス機能も搭載していますので片手で文字入力、マウス操作が可能です。    
片手で操作できるのでソファーなどでくつろぎながらでも使用できます。片手で操作できるのでソファーなどでくつろぎながらでも使用できます。片手で操作できるのでソファーなどでくつろぎながらでも使用できます。片手で操作できるのでソファーなどでくつろぎながらでも使用できます。    
ウィンドウ操作や顔文字などの入力がボタンウィンドウ操作や顔文字などの入力がボタンウィンドウ操作や顔文字などの入力がボタンウィンドウ操作や顔文字などの入力がボタン 1111つでできる便利な機能です。つでできる便利な機能です。つでできる便利な機能です。つでできる便利な機能です。    
ＵＳＢで簡単に接続できＵＳＢで簡単に接続できＵＳＢで簡単に接続できＵＳＢで簡単に接続できてサブキーボードとしても使用できます。てサブキーボードとしても使用できます。てサブキーボードとしても使用できます。てサブキーボードとしても使用できます。 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
表１表１表１表１    

①①①①    ＭＯＤＥボタンＭＯＤＥボタンＭＯＤＥボタンＭＯＤＥボタン    
入力モードを切り替えることができます。 
入力モードはボタンを複数回押すと数字、英字、かな、 
を切り替えられ、現在の入力モードが緑色のＬＥＤで 
表示されます。 

②②②②    記号ボタン記号ボタン記号ボタン記号ボタン    
入力を記号に切り替えることができます。 
記号モード中は橙色のＬＥＤが点灯し、本体の橙色で 
表示されている記号の入力をすることができます。 

③③③③ 
ＦｎボタンＦｎボタンＦｎボタンＦｎボタン 
（ファン（ファン（ファン（ファンクションボタン）クションボタン）クションボタン）クションボタン） 

入力をファンクションに切り替えることができます。 
ファンクションモード中は赤色のＬＥＤが点灯し、 
本体の赤色で表示されているファンクションを 
入力することができます。 

④④④④ ×ボタン×ボタン×ボタン×ボタン     
（閉じるボタン）（閉じるボタン）（閉じるボタン）（閉じるボタン） 

開いているウィンドウを閉じることができます。 
ウィンドウが開かれていない時はＷｉｎｄｏｗｓを 
終了します。 

⑤⑤⑤⑤ 入力モード入力モード入力モード入力モード 表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ 現在の入力モードのＬＥＤが緑色で点灯します。 

⑥⑥⑥⑥ 記号／Ｆｎモード記号／Ｆｎモード記号／Ｆｎモード記号／Ｆｎモード  
表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ表示ＬＥＤ 

記号入力モード、及びファンクション入力モード時に 
点灯します。 
記号入力モード中は橙色、ファンクション入力モード中は 
赤色でＬＥＤが点灯します。 

 
 
 
 
 
 

モード切り替え操作モード切り替え操作モード切り替え操作モード切り替え操作 

①①①① ＭＯＤＥボタンＭＯＤＥボタンＭＯＤＥボタンＭＯＤＥボタン 

②②②②    記号ボタン記号ボタン記号ボタン記号ボタン 

③③③③    Ｆｎ（ﾌｧﾝｸｼｮﾝ）ボタンＦｎ（ﾌｧﾝｸｼｮﾝ）ボタンＦｎ（ﾌｧﾝｸｼｮﾝ）ボタンＦｎ（ﾌｧﾝｸｼｮﾝ）ボタン

④④④④    ×（閉じる）ボタン×（閉じる）ボタン×（閉じる）ボタン×（閉じる）ボタン 

⑥⑥⑥⑥    記号／Ｆｎ記号／Ｆｎ記号／Ｆｎ記号／Ｆｎ    モード表示ＬＥＤモード表示ＬＥＤモード表示ＬＥＤモード表示ＬＥＤ 
⑤⑤⑤⑤    入力モード表示ＬＥＤ入力モード表示ＬＥＤ入力モード表示ＬＥＤ入力モード表示ＬＥＤ 

□

□ 



    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

表２表２表２表２    
①①①①    左クリックボタン左クリックボタン左クリックボタン左クリックボタン    マウスの左クリックボタンです。 
②②②②    右クリックボタン右クリックボタン右クリックボタン右クリックボタン    マウスの右クリックです。 
③③③③    スクロールダウンボタンスクロールダウンボタンスクロールダウンボタンスクロールダウンボタン    スクロールダウンボタンです。 
④④④④    スクロールアップボタンスクロールアップボタンスクロールアップボタンスクロールアップボタン    スクロールアップボタンです。 

⑤⑤⑤⑤    マウスコントロールボタンマウスコントロールボタンマウスコントロールボタンマウスコントロールボタン    マウスのコントロールボタンです。 
押すと左クリックの機能になります。 

⑥⑥⑥⑥    半角／全角半角／全角半角／全角半角／全角        
カタカナ変換ボタンカタカナ変換ボタンカタカナ変換ボタンカタカナ変換ボタン    

かな入力時に未確定の文字をカタカナに変換します。 
数字入力、英字入力の時は変換しません。 
Ｆｎボタン（赤色ＬＥＤ点灯時）入力に押すと半角入
力／全角入力を切り替えることができます。 

⑦⑦⑦⑦    顔文字ボタン顔文字ボタン顔文字ボタン顔文字ボタン    
顔文字の入力をすることができます。 
複数回ボタンを押すことで８種類の顔文字が入力で
きます。 

⑧⑧⑧⑧    ＥｓｃボタンＥｓｃボタンＥｓｃボタンＥｓｃボタン    
エスケープボタンです。 
現在の操作を取り消して、一つ前の操作に戻るとき 
などに押します。 

⑨⑨⑨⑨    ＴａｂボタンＴａｂボタンＴａｂボタンＴａｂボタン    
タブボタンです。 
タブ位置まで入力位置が移動します。 
セルの移動や、ダイアログボックスでの「項目移動」 
などにも使います 

    
    

マウス操作マウス操作マウス操作マウス操作 

①①①①    左クリックボタン左クリックボタン左クリックボタン左クリックボタン

⑤⑤⑤⑤    マウスコントロールボタンマウスコントロールボタンマウスコントロールボタンマウスコントロールボタン  

③③③③    スクロールダウンボタンスクロールダウンボタンスクロールダウンボタンスクロールダウンボタン  

④④④④    スクロールアップボタンスクロールアップボタンスクロールアップボタンスクロールアップボタン

⑥⑥⑥⑥    半角／全角半角／全角半角／全角半角／全角    カタカナ変換ボタンカタカナ変換ボタンカタカナ変換ボタンカタカナ変換ボタン

⑦⑦⑦⑦    顔文字ボタン顔文字ボタン顔文字ボタン顔文字ボタン    
②②②②    右クリックボタン右クリックボタン右クリックボタン右クリックボタン

⑨⑨⑨⑨    ＴａｂボタンＴａｂボタンＴａｂボタンＴａｂボタン    

⑧⑧⑧⑧    ＥｓｃボタンＥｓｃボタンＥｓｃボタンＥｓｃボタン    



    
    
    
    
    
    

    
    
    

表３表３表３表３    

①①①①    数字・英字・かな・記号数字・英字・かな・記号数字・英字・かな・記号数字・英字・かな・記号    
ファンクションファンクションファンクションファンクション    入力ボタン入力ボタン入力ボタン入力ボタン    

モードボタンで切り替えられたモードの文字入力ができます。 
ボタンを複数回押すと入力の文字が変わります。 
入力文字の詳細は表４表４表４表４を参照してください。 

②②②②    決定ボタン決定ボタン決定ボタン決定ボタン    
入力された文字を決定します。 
連続して２秒以上同じボタンが押されなかった場合、 
または違うボタンが押された場合は自動で決定されます。 

③③③③    ＳＰＡＣＥ／変換ボタンＳＰＡＣＥ／変換ボタンＳＰＡＣＥ／変換ボタンＳＰＡＣＥ／変換ボタン    スペース（空白）の入力をすることができます。 

また、かなモード入力では漢字変換することもできます。    

④④④④    ＥｎｔｅｒボタンＥｎｔｅｒボタンＥｎｔｅｒボタンＥｎｔｅｒボタン    
文章を書いているときに次の行（あるいは段落）に移ります。  
またかなモード入力などでは文字変換作業の確定をすることが 
できます。    

⑤⑤⑤⑤    ＤｅｌボタンＤｅｌボタンＤｅｌボタンＤｅｌボタン    カーソル位置のひとつ後ろ文字を削除します。    
⑥⑥⑥⑥    ＢｓボタンＢｓボタンＢｓボタンＢｓボタン    カーソル位置のひとつ前の文字を削除します。    

⑦⑦⑦⑦    大文字／小文字ボタン大文字／小文字ボタン大文字／小文字ボタン大文字／小文字ボタン    
英字入力モードでは入力された１文字の英字を大文字／小文字に 
変換します。 
かな入力モードでは促音／拗音に変換します。 
数字モードでは何も変化しません。 

⑧⑧⑧⑧    ゛゜／Ｃａｐｓボタン゛゜／Ｃａｐｓボタン゛゜／Ｃａｐｓボタン゛゜／Ｃａｐｓボタン    

数字入力モードでは「００」を入力できます。 
英字入力モードでは大文字入力／小文字入力を切り替えることが 
できます。 
かな入力モードでは濁点・半濁点の入力になります。 
濁点、または半濁点の無いかな文字は変換されません。 

    

キーボード操作キーボード操作キーボード操作キーボード操作 

①①①①    数字・英字・かな数字・英字・かな数字・英字・かな数字・英字・かな    
記号・ファンクション記号・ファンクション記号・ファンクション記号・ファンクション    入力入力入力入力ボタンボタンボタンボタン

③③③③    ＳＰＡＣＥ／変換ＳＰＡＣＥ／変換ＳＰＡＣＥ／変換ＳＰＡＣＥ／変換    ボタンボタンボタンボタン    
④④④④    ＥｎｔｅｒＥｎｔｅｒＥｎｔｅｒＥｎｔｅｒ    ボタンボタンボタンボタン    

②②②②    決定決定決定決定    ボタンボタンボタンボタン    

⑥⑥⑥⑥    ＢｓボタンＢｓボタンＢｓボタンＢｓボタン    
⑤⑤⑤⑤    ＤｅｌボタンＤｅｌボタンＤｅｌボタンＤｅｌボタン    

⑦⑦⑦⑦    大文字／小文字ボタン大文字／小文字ボタン大文字／小文字ボタン大文字／小文字ボタン    

⑧⑧⑧⑧    ゛゜／Ｃａｐｓボタン゛゜／Ｃａｐｓボタン゛゜／Ｃａｐｓボタン゛゜／Ｃａｐｓボタン    



表４表４表４表４    

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    １１１１    
英字モード英字モード英字モード英字モード    
かなモードかなモードかなモードかなモード    ああああ    いいいい    うううう    ええええ    おおおお    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ,,,,    ....    ~~~~    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ２２２２    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    かかかか    きききき    くくくく    けけけけ    ここここ    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ！！！！    ？？？？    ／／／／    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ３３３３    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＤＤＤＤ    ＥＥＥＥ    ＦＦＦＦ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    ささささ    しししし    すすすす    せせせせ    そそそそ    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ’’’’    `̀̀̀    ””””    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ４４４４    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＧＧＧＧ    ＨＨＨＨ    ＩＩＩＩ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    たたたた    ちちちち    つつつつ    てててて    とととと    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ＃＃＃＃    ＄＄＄＄    ％％％％    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ４Ｆ４Ｆ４Ｆ４     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ５５５５    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＪＪＪＪ    ＫＫＫＫ    ＬＬＬＬ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    なななな    にににに    ぬぬぬぬ    ねねねね    のののの    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ＋＋＋＋    －－－－    ＝＝＝＝    

ファンクションモファンクションモファンクションモファンクションモードードードード    Ｆ５Ｆ５Ｆ５Ｆ５     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ６６６６    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＭＭＭＭ    ＮＮＮＮ    ＯＯＯＯ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    はははは    ひひひひ    ふふふふ    へへへへ    ほほほほ    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ＊＊＊＊    ￥￥￥￥    ＆＆＆＆    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ６Ｆ６Ｆ６Ｆ６     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ７７７７    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＰＰＰＰ    ＱＱＱＱ    ＲＲＲＲ    ＳＳＳＳ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    まままま    みみみみ    むむむむ    めめめめ    もももも    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ＠＠＠＠    ＿＿＿＿    ＾^^^    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ７Ｆ７Ｆ７Ｆ７     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ８８８８    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＴＴＴＴ    ＵＵＵＵ    ＶＶＶＶ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    やややや    ゆゆゆゆ    よよよよ    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ；；；；    ：：：：    ｜｜｜｜    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ８Ｆ８Ｆ８Ｆ８     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ９９９９    
英字モード英字モード英字モード英字モード    ＷＷＷＷ    ＸＸＸＸ    ＹＹＹＹ    ＺＺＺＺ    
かなモードかなモードかなモードかなモード    らららら    りりりり    るるるる    れれれれ    ろろろろ    
記号モード記号モード記号モード記号モード    （（（（    ））））    ［［［［    ］］］］    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ９Ｆ９Ｆ９Ｆ９     

 

数字モード数字モード数字モード数字モード    ００００    
英字モード英字モード英字モード英字モード    
かなモードかなモードかなモードかなモード    わわわわ    をををを    んんんん    、、、、    。。。。    ――――    
記号モード記号モード記号モード記号モード    ｛｛｛｛    ｝｝｝｝    ＜＜＜＜    ＞＞＞＞    

ファンクションモードファンクションモードファンクションモードファンクションモード    Ｆ１０Ｆ１０Ｆ１０Ｆ１０     
 



    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

表５表５表５表５    

①①①①    カーソルボタンカーソルボタンカーソルボタンカーソルボタン    
カーソルを上下左右に移動することができます。 
漢字変換などの時に漢字を選択したり、セルの選択 
をする時などに使用します。 

    
    

カーソル操作カーソル操作カーソル操作カーソル操作 

①①①①    カーソルボタンカーソルボタンカーソルボタンカーソルボタン  


