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MUS-TUIF181
取扱説明書・保証書

はじめに
この度は、ナカバヤシ製品をお買い上げいただきまして誠にあり
がとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり、内容に従って正し
くお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管
してください。

使用上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

●ボールを支える支持球にホコリ、汚れが溜まるとボールの動きが悪くなります。定
期的に掃除をしてください。
●異常を感じたら直ちに使用を中止してください。煙がでる、変な臭いや音がするな
どの異常が発生した時は、すぐに使用を中止し弊社サポートセンターにご連絡くだ
さい。
●落としたり、衝撃を与えないでください。
●お手入れの際は、シンナーやベンジン等をご使用にならないでください。
●内部を開けたり、分解、改造をしないでください。火災・感電・故障の恐れがあり
ます。
●水につけたり、濡らしたりしないでください。 また、風呂場など水が入りそうな場所
で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
●直射日光のあたる場所や高温多湿な場所に放置しないでください。
●乳幼児の手の届くところに置かないでください。
●本製品内部に金属などの異物が入らないようにしてください。火災・故障の原因
になります。
●本製品の誤った使用により、人身事故、火災事故などが生じても、弊社では責任を
負いかねます。
●弊社のハードウェアを使用する目的でドライバをインストールした時の障害や使用
時に生じた誤動作、使用不能などによりお客様に生じた直接、間接的な損害につい
て、弊社は賠償の責任はないものと致します。本製品を接続する前に、パソコン内
の重要なプログラムデータについては必ずバックアップをお取りくださいますよう
お願い致します。
●センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、誤った使い方をすると、
火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、注意事項を必ず守って
ください。

Ⅰ. 内容物の確認

ご使用の前にご確認ください 製品仕様 トラックボールの掃除方法

各OSボタン設定 　OSによってボタン機能が異なります

【Windows/Mac】ボタンの割り当て機能を変更できます

各部の名称

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万が一不足等があ
りましたら、お手数ですが販売店、または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●本体
●角度可変スタンド
●取扱説明書・保証書（本書）

光学式（IR 不可視 LED光源）
600dpi( 固定 )/450～1200( 自動 )/600～1600( 自動 ) 切替式　
5（左・右・ホイール・進む・戻る）
有線方式

Windows 10,8.1,8/macOS 10.12 以降 /ChromeOS          
USBポートが正常に動作するパソコン

スタンド非装着：W99xD129xH57mm/160g
スタンド装着：W95xD129xH69mm/195g

1.5m

センサー読み取り方式
分解能 (dpi 値 )
ボタン数
接続方式 /適合規格
対応OS*
対応機種

サイズ /重量

ケーブル長

マニュアル　No.MUS-TUIF181_2107

おまかせ速度調整機能 Auto Speed Control（ASC）
ボールの加速度を検知してポインターの速度を自動で調整する技術です。
ボールを素早く動かせば、ポインターは大きく、ゆっくり動かせば小さく移動します。
大画面での移動の快適さと、精密な作業性とを両立します。
ワンタッチで固定モードに切替えることもできます。

ポインター速度モードの切替えとLEDランプの表示

A
B

設定値

450～1200dpi おまかせ速度調整ASCモード1
600dpi 固定モード

2回点滅
C 600～1600dpi おまかせ速度調整ASCモード23回点滅

1回点滅
LEDランプ

側面の Speedボタンを押す度にポインターの速度モードがA→B→C→Aと切り替わります。
分解能 (dpi) は数字が大きいほどポインター速度は速くなります。

おまかせ速度モード 固定モード

おまかせ速度調整モード使用時の注意点（Windowsのみ）
　　本機能を充分に発揮させるため以下の設定を推奨します。
「すべての設定」＞「デバイス」＞「マウス」＞「その他のマウスオプション」＞「ポインタ
ーオプション」の「速度」項目内の「ポインターの精度を高める」のチェックを外す。

ボールを速く動かすと
ポインターは大きく

ボールを速く動かしても、
ゆっくり動かしてもポイン
ターの移動距離は変わり
ません。

Ⅱ. 本製品の特長

おまかせ速度調整
ボールの動きを検知してポインター速度を自動的に調整する機能搭載
簡単に固定モードへ変更することもできます（p.5 参照）。

読み取り精度の高い光学式（不可視光源）センサー
トラックボールと相性の良い光学式センサー、ボールの動きを正確に読み取ります。

角度可変スタンド
付属のスタンドで操作角度を2段階で選べます。

ボール
取り出し口

USB
コネクタ

USBコネクタ

PC

https://www.nakabayashi.co.jp/product/dl-data/digio2/

ソフト対応OS：Win10,8.1,8
　　　　　　　:  Mac 10.13 以降

ソフト「Digio2 mouse Setting」をインストールすることで、
3つのボタンを現在の設定から別の機能へ変更することができます。

進むボタン

ホイールボタン

戻るボタン

◀ソフトのダウンロード&インストール手順はこちらから

現在の設定
（Windows）

変更できる設定（一例）

全て選択
コピー
切り取り
貼り付け
デスクトップ
元に戻す
音量を上げる
音量を下げる

LEDランプ
ポインター速度モードが
切り替わるとランプが
点滅

SPEEDボタン（p.5）
ポインターのスピードモードを
選択できます。

SPEEDボタン

スクロール
ホイール・ボタン

右ボタン左ボタン

ボール

角度可変スタンド

進むボタン
戻るボタン

dpi（分解能）値が高いほどポインターは速く動きます。
※ランプが点滅し続ける場合は電池残量が少なくなっています。早めに交換してください。

スクロール

次の画面に進む

前の画面に戻る

Windows
Mac
ChromeOS

Windows

mac

ChromeOS

右
10,8.1,8
10.12 以降
88.0.4324.109で確認

○
○
○

○
○ ( 初期設定：逆方向 )
○

○
○
○

◎
◎
△

◎
◎
○

◎
◎
○

OS バージョン 左 ホイールホイール（回転） 進む 戻る
ボタン

各OSボタン　◎△の説明
 Windows10,8.1,8 では [Digio2 Mouse Setting] をインストールすることで他の

機能へ変更できます
macOS10.13 以降では [Digio2 Mouse Setting] をインストールすることで使用
できるようになります
また、他の機能へ変更できます
ブラウザ内で「新規タブ開く、閉じる」      
      

◎

◎

△

底面のボール取り出し穴からボールを押し出し、
本体からはずすことができます。快適な使用感を
維持するため定期的に掃除をしてください。

●ボールは乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
●綿棒などで本体側支持球 3カ所にたまっているホコリ
　を取り除きます。

・電源をOFFにして作業してください。
・センサー付近を掃除する際は、センサーを傷つけな
いようご注意ください。

・先端の尖った物でボールを押し出さないで下さい。
ボールが傷つき故障の原因となります。

支持球

センサー

ボールをゆっくり動か
すとポインターは小さ
く移動します。

ボール取り出し穴。
先端が尖っていない棒で
突き出して下さい。

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合に
は、本保証規定に従い無償で同等品と交換させて頂きます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお
買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させて頂きます。
但し、次に該当する場合は保証対象外となります。
1.購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2.購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3.購入証明書に偽造・改変などがある場合
4.中古品やオークションなどで購入された場合
5.取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6.お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7.火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8.接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
※保証は日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
  

保証規定

保証書
お客様（お名前・ご住所・TEL）

販売店名（住所・TEL）

購入年月日　　　年　　　月　　　日

※保証規定に基づく
保証期間 6ヶ月

コネクタ形状
USB A

使用方法

*仮想 PC（VM)や BootCampでの動作は保障できません。

本製品のUSBコネクタを
PCのUSB（A)ポートに接続します。


