
ボールペンで紙に書いた文字や図形が、 
そのままPCに取り込めます。 

● 20秒で簡単セッティング
● お手軽価格（希望小売価格 ￥14,800（税込））
● 41ｇとコンパクトなので携帯性抜群
● 使い方も簡単。誰でも使えます。

プレゼン時のご不満 プレゼン時のご不満 プレゼン時のご不満 
パワーポイントでのプレゼンテーション 
●  テキスト文字では個性に欠ける 
●  通常のマウスでは細かい文字は書きづらい 
●  議事録の記入が大変 
 
注意 ： 手書き文字テキストデータ変換機能は、 
　　　 Windows XP Home Edition、 
　　　 Windows Vista Home Basicでは 
　　　 Microsoft社Windowsの仕様により 
　　　 対応していません。 

TAXANマウスペンを使うと
Microsoft Office PowerPoint 2003 
又は2007を使えば 
● 手書きを加えることで個性度UP！
● ボールペン感覚で文字の書き込みも楽 ！々
● リアルタイムで全画面に書き込み・保存が
　 できるので議事録も簡単。
TAXANマウスペンを使えば 

デジタルペンとマウス機能を備えた、 
究極のワイヤレスデジタルペン 

モニター画面をキャプチャーした
ものに書き込みできる。 
　プロジェクター投影して、複数
　人数でのインターネット更新の
　校正作業に便利 

ご使用のMicrosoft Officeが
Power Point 2003以降であれば、
マウスペンのマウス機能とパワー
ポイントの描画機能を使って、フル
スクリーンのプレゼン画面にリアル
タイムに書き込みでき、パワー
ポイントのファイル形式のまま
保存ができます。 
　会議の議事録も簡単 
　プレゼンも手書き感覚 

同梱のマウスペンオリジナル描画
ソフトにて、書き込み保存可能。
直線や、図形も簡単描画。背景や
ペンも自由に色が選択でき、写真
などの貼り付けも可能。ページの
追加も楽々。 
　プロジェクターを使えば、スク
　リーンが黒板に変身します。 
　学校やセミナー等教育関連の
　授業に最適です。 

Microsoft Word 2003以降で
あれば、簡単にフリーハンドで書き
込み可能、Wordのファイル形式の
まま保存可能。 
Adobe Acrobat Standardの
鉛筆注釈機能にも対応しPDFにも
書き込みが出来ます。 

SNAP SHOT機能 

マウス機能 

PEN & INK機能 

Microsoft Word書き込み機能 

KG-DP1 

多 彩 な 機 能 

for Windows® 2000/XP/Vista for Windows® 2000/XP/Vista fo



●お問い合わせは… 

プロジェクターに関する情報は… 
受付時間平日 
9：00～17：30 

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 

加賀コンポーネント カスタマーセンター 
TEL     0120-331-059 www.taxan-projector.com FAX 03-3814-4543 

製造元 〒113-0033 東京都文京区本郷2-2-9 

2008年6月作成 KG-DP1-200806-01 
©2008 KAGA COMPONENTS CO., LTD. 

安全に関するご注意… ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　 
安全に関するご注意… 水、湿気、ほこり、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。故障の原因になる場合があります。 
警告… 電池は表示にあわせ＋と-を正しくいれてください。また、充電は絶対に行わないでください。 
警告… 指定された種類以外の電池は使用しないでください。 
警告… 小さい電池は飲み込む恐れがあるため、乳幼児や小さいお子様の手の届くところに置かないでください。 
警告… ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。 

●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。 
●Microsoft Office、Microsoft Word、Microsoft PowerPointは米国Microsoft Corp.の商品名称です。 
●Microsoftは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。 
●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

同梱物 
デジタルペン 
レシーバ 
USBケーブル 
ボタン電池（ペンに実装済み） 

1本 
1台 
1本 
2個 

CD-ROM 

インストールマニュアル 
注意書（本書） 
ハードウェア保証書 

1枚 
1枚 
1枚 
1枚 

別売推奨オプション品 ※ 販売店でのお取り寄せもしくは、「TAXAN Direct Shop」（Web Shop）でもご購入頂けます。　URL： http://store.shopping.yahoo.co.jp/taxan/index.html 

品　名 
替え芯（ゼブラ社製） 
スタイラスペン（ステッドラー社製） 
ボタン電池（SONY社製） 

　　　　型　番 
BR-8A-4C-BK（4C-0.7芯） 

92RE-ST 

SR48W 

 

　　　　　　　　 備　考 　　　　　　   　 
TAXAN Direct Shopでは10本セットの販売となります。 

TAXAN Direct Shopでは10本セットの販売となります。 

TAXAN Direct Shopでは5個セットの販売となります。 

製品仕様 
デジタルペン 
品名 
品番 
標準希望小売価格 
検出方式 
検出範囲 
電源 
連続動作時間 
寸法/重量 
解像度 
ペンストローク 
マウスボタン 
グリップ部 
キャップ 

 
： TAXANマウスペン 
： KG-DP1 
： ￥14,800（税込） 
： 連続超音波/計時重乗赤外コード方式（特許出願中） 
： 300mm × 300mm（A4サイズ 縦、横） 
： ボタン電池 GP393 × 2  
： 約40時間 
： 長さ144mm × 径13mm/16g 
： 300dpi ～ 900dpi 
： 0.5mm 
： 上（右）、下（左）、中央 
： ラバーグリップ 
： ポケットクリップ付 

レシーバー 
USB I/F 

コネクタ 
LED表示 
寸法/重量 
クリップ 
取付け位置 

 
： 2.1/1.1 

： ミニUSBコネクタ 
： 電源/ペン状態/エラー  
： W78mm × D38mm × H26mm/25g 

： すべり止めラバー付 
： 4辺、4角可能 

 
： Windows 2000/XP/Vista 

： Intel Pentium 800MHz以上推奨 
： HDD200MB、メモリ256MB以上推奨  
： 1.1又は2.0のフリーポート 

システム要求 
PC/OS 

CPU 

空き容量 
USB 

操作もシンプル。モード切り替え、アプリケーション起動がスマートです。 
マウスペンはペン又はマウスのどちらでも使用することができます。 
ペン&インクエディタを起動中、マウスペンの中央ボタンを押すと、ペンとマウスの切り替えができます。 
また、PC画面のデスクトップ上で、マウスペンの中央ボタンを押すと、ホイールが表示され、 
ホイールに登録されているアプリケーションを簡単に起動することが出来ます。 

普通のペンの様にメッセージや図形を書いたり、
メモを取ったりすることができます。 

PCに表示されている画面のスナップショットを
撮り、取り込んだ画面上にマウスペンで手書きの
文字や図形の注釈を付けたりする事ができます。 

マイクロソフト社ワード（Microsoft Word 2003
以降のバージョン）を起動し、使用することができ
ます。タスクバーにマウスペンが表示されます。 

デバイスプロパティでは、レシーバの縦横取り付け
位置、マウスボタン、ホイールによる起動アプリ
ケーション設定のカスタマイズができます。 

マイクロソフト社パワーポイント（Microsoft 
PowerPoint 2003以降のバージョン）を起動し、
使用することができます。 

スペースインベーダーゲームを起動し、マウスペンで
プレイすることができます。 

上ボタン ※右クリック 

バッテリーキャップ 

ラバーグリップ 

中央ボタン 

電源 
OFF 
ON 

レシーバー 
OFF 
点滅 ： エラー 

ペン 
OFF 
ON ペンダウン 
遅い点滅 ： ホバリング 
早い点滅 ： エラー 

下ボタン ※左クリック 

ペン先 

ペン＆インク 

ペン＆インクエディター 

マイクロソフトワード 

マイクロソフトパワーポイント 

スナップショット 

デバイスプロパティ 

ゲームアプリケーション 

パワーポイント 

ワード 

スペース 
クラッシャー 

デバイス 
プロパティ 

スナップショット 


