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ハンディー
ワンタッチスキャナー

□付属品

紙焼き写真だけではなく
名刺の整理などにも役立ちます！

スキャナー本体

ソフトウェアCD-ROM

型番：USPS30BK

手軽に紙焼きなどを自動保存出来る小型スキャナー

USBケーブル

本製品は、PC を使わずに紙焼き写真などをワンタッチで
メモリーカードにデジタル保存できる小型スキャナーです。

ACアダプター

スキャナークリーニングカード

この度は、
「ハンディーワンタッチスキャナー」
をお買い求め頂きま
して誠に有り難うございます。

プラスチック製
原稿台紙

本マニュアルをよくお読みになって、安全にご使用ください。
また保証書も付属しますので、大切に保管してください。

■本体各部名称

ユーザーガイド

ローラークリーニング
カード

キャリブレーション
カード

電源：ON / OFF

■ パソコンに直接保存する

カスタムボタン

□1. ドライバーをインストールする
1.

AC アダプター
コネクター

起動ライト

原稿挿入口

ガイドレバー

Mini USB
コネクター

USB
コネクター

メモリーカード
スロット

■ セッティング

付属のソフトウェア CD-ROM を PC の CD /DVD ドライブ
へ挿入してください。
2. 「021」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックし、
ドライバーをインストールします。
3. 「設定言語」を選択します。

（英語・イタリア語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・ポルトガル語・中国語）

4. 「Modify」を選択し、「NEXT」をクリックします。
5. インストールが完了し、デスクトップに「Scan To PC」
ショートカットが出来ます。

1.
2.
3.

AC アダプターを接続し、コンセントにさしてください。
メモリーカードまたは USB メモリーを挿入してください。
電源ボタンを 0.5 秒間押し、スキャナーを起動します。
（起動ライトが点滅します。）
4. 起動ライトの「点滅」が「点灯」に変われば使用可能です。

「Modify」を選択

（※起動ライト点滅時は「スタンバイ中」ですので、しばらくお待ちください。）

※

2 秒長押しで電源が OFF になります。

「NEXT」をクリック

起動ライトエラー
2 点滅
3 点滅
4 点滅
5 点滅
無点灯
赤点滅

紙詰まり：電源ボタンを 0.5 秒押して OFF にし、原稿を取り除いてください。
メモリーカードエラー：メモリーカードを取り除いてください。
キャリブレーションエラー：キャリブレーションの失敗です。
PC へのスキャンエラー：PC の起動確認をしてください。
電源エラー：スキャナーの電源が入っていません。
メモリーカードエラー：メモリーカードが入っていません。

□2.「Scan To PC」を起動する
1.
2.

■ スキャニング方法
1.
2.
3.

プラスチック製原稿台紙に、スキャン面が上になるように原稿
を挟み、ガイドレバーを合わせて「原稿挿入口」へ。
自動で原稿台紙が流れ、スキャニングが始まります。
メモリーカード内に「Photo1」というフォルダーが作成され
その中に保存されます。

■ パソコンで確認する
1.
2.
3.
※

Save Type →「Scan To PC」を選択。
Select a Location→「Browse」をクリックし、保存先を選択
します。
3. 「Apply」をクリックします。
4. スキャニング準備完了です。
5. スキャニングをすると自動的に「Photo1」フォルダーが開き
スキャニングされた物が次々と表示されていきます。

（※次回からは接続と同時に自動で「Scan To PC」ソフトが起動します。）
（※接続時はメモリーカードにアクセスできませんのでご注意ください。）

（付属のソフトをインストールしていない場合）

「Scan To PC」を選択。

付属の USB ケーブルで「本体 -PC」を接続します。
メモリーカード内に「Photo1」というフォルダーが作成され
その中に保存されています。
ファイル名は自動連番で保存されます。（JPEG 300dpi 保存）

「Browse」をクリックし、保存先を選択。

「Apply」をクリック

（※加工には別途グラフィックソフトが必要です）

USB メモリーの場合は直接 PC に接続してください。

切取線

［製品サービス保証書］
この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

サンコー株式会社

■ アンインストール方法
1. 「スタートメニュー」→「すべてのプログラム」→
「Scan To PC」→「Uninstall Driver」を選択します。
2. アンインストールが始まります。
3. パソコンを再起動してください。

■ メンテナンス

www.thanko.jp

□1. ローラークリーニング
1.
2.
3.
4.
5.

電源を ON にして、カスタムボタンを 0.5 秒間押します。
電源ライトが点滅し、ローラーが回り始めます。
ローラークリーニングカードを挿入します。
挿入後、戻されます。
ローラークリーニング完了です。

□2. キャリブレーション
スキャニングした画像が荒れてきた場合にキャリブレーションを行ってください。

1.
2.
3.
4.
5.

電源を ON にして、カスタムボタンを 0.5 秒間押します。
電源ライトが点滅し、ローラーが回り始めます。
キャリブレーションカードを挿入します。
読み込み後、戻されます。
キャリブレーション完了です。

□3. スキャナークリーニング
1.
2.

電源を OFF にし、AC アダプターを外します。
スキャナークリーニングカードを原稿吐き出し口から挿入し
前後に 5〜6 回動かしてください。
※カードは埃などのない場所に保管してください。

重要
一度ソフトをインストールしますとカードリーダ機能が無効になりますが、
ソフトの「Save Type」を「Memory Card」に変更し、「Apply」を
クリックしますとメモリーカード内が閲覧できるようになります。

□製品仕様
対応OS
対応メモリーカード
USB
必要空きメモリ
必要空きHDD容量
保存形式
取込解像度
カラー
本体寸法
重量

Windows XP , Vista , Windows7 32/64bit 以降のバージョン
USBメモリー（〜16GB）
SD / SDHC（〜16GB）/ MMC
USB2.0 / 1.1
512KB
10MB
JPEG
300dpi
24bit
70 180 39(mm)
260g

ご注意

※直射日光に長時間当てないでください。故障の原因となります。
※安定したフラッ
トな場所でご使用ください。
※運搬する場合は元箱などに入れてください。
※改造などはなさならないでください。
※いかなる場合でも一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
切取線

［製品サービス保証書］
この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に
従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証
期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様
までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
●本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
●本保証書は日本国内においてのみ有効です。
●保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または
社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、
その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきまして
は、弊社はその責を負いません。

サンコー株式会社

サポート部

〒101-0021 東京都千代田区外神田３−１４−８ 新末広ビルB ３F
TEL 03-5297-7143 FAX 03-5297-7144 E-mail support@thanko.jp URL http://thanko.jp/

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございま
す。ダウンロードページをご確認ください。
http://thanko.jp/download/

ご使 用 前にこの 取 扱 説 明 書をよくお読 み いただき、正しくご使 用ください。
この 取 扱 説 明 書・保 証 書は、お読 みになった後も大 切に保 管してください。

製品名

ハンディーワンタッチスキャナー

シリアル番号

なし

※販 売 店

※お買い上げ日

年

保証期間

お買い上げ日より

月

日

1年間

※販売店名、
お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。
ふりが な

ご氏名
E - Mail
〒
ご住所
電話番号

（

）

