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お買い上げいただきまして、ありがとうござ
います。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読み
いただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所
に大切に保管してください。

取扱説明書

WIRELESS KEYBOARD & MOUSE SYSTEM
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電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守り
ください。

誤った使いかたをすると、火
災・感電などにより死亡、ま
たは重傷を負う可能性が想定
される内容です。

誤った使いかたをすると、け
がをしたり周辺の家財に損害
を与える可能性が想定される
内容です。

 記号は「ご注意く
ださい」という 内容
を表しています。

絵表示の見かた

  記号は「～してはい
けない」という 禁止の
内容を表しています。

警告
故障したまま使用しない、異常が起きたら
すぐにUSBを抜く

● 煙が出ている、変なにおいや音が
する

● 本機内部に水や金属が入ってし
まった

このような異常状態のまま使用する
と、火災・感電の原因となります。
すぐに本機のUSBを抜いて販売店
に修理・点検を依頼してください。

設置に関するご注意
■水蒸気や水のかかる所に置かない

内部に水滴や液体が入った場合、火
災・感電の原因となります。
● 風呂場など湿度の高い場所では使
用しない

● 調理台や加湿器のそばには置かな
い

● 雨や雪などがかかるところで使用
しない

分解、改造しない
火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店に
依頼してください。

使用上のご注意
■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入
れない

火災・感電の原因となります。特に
小さなお子様のいるご家庭ではご注
意ください。

■雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード
に触れない

感電の原因となります。

注意

警告

● 記号は「必ずしてく
ださい」 という強制内
容を表しています。

安全上のご注意
安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

「警告」と「注意」の見かた
間違った使いかたをしたときに生じることが想
定される危険度や損害の程度によって、｢警
告」と「注意」に区分して説明しています。

絵表示の見かた

水場での
使用禁止

水濡れ禁止

分解禁止

禁止

接触禁止

感電注意

分解禁止 ぬれ手禁止

必ずする電源プラグをコ
ンセントから抜く

高温注意

USBを抜く
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警告

接続に関するご注意
■配線コードに気をつける

配線された位置によっては、つまず
いたり引っかかったりして、落下や
転倒など事故の原因となることがあ
ります。

使用上の注意
■本機に強い振動や衝撃を与えない

故障の原因となることがあります。

■本機の上に強ものを置かない
火災や故障の原因となる場合があり
ます。

注意

■心臓ペースメーカーを装着されている場合は、
本機を使用しない

電波によりペースメーカーの動作に
影響を与える原因となります。

■病院などの医療機関内、医療用機器の近くや、
飛行機の中では本機を使用しない

電波が影響を及ぼし、誤動作による
事故の原因となります。

■他の機器に電波障害などが発生した場合、本機
の使用を中止する

電波が影響を及ぼし、誤動作による
事故の原因となります。

本機を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。

本機は医療機器・原子力設備/機器・航空宇宙機器・輸送設備/機器などの人命にかかわる設備や機
器および高度な信頼性を必要とする設備や機器/システムなどへの組み込みや使用は意図されてお
りません。
これらの用途に本機を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負い
かねます。

■本機のお手入れについて
● お手入れの際は、安全のため必ずUSBを抜いてください。
● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾
いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の
注意書きなどに従ってください。

● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が
落ちたり変形することがあります。

注意

USBを抜く

禁止

禁止

禁止禁止

禁止
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電波について
●本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けてい
ます。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。
また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行
うと、法律で罰せられることがあります。
● 分解/改造すること
● 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

2.4：2.4GHz帯を使用する無線機器です。
FH：周波数ホッピング方式を表します。
1：与干渉距離は10ｍです。

●本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。
重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

●次の場所では本機を使用しないでください。
ノイズが出たり、音が途切れて通常のご使用ができないことがあります。
● 2.4GHz用周波数帯域を利用する、無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話、
Bluetoothなどの機器の近く。
電波が干渉して音が途切れることがあります。

● ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナーなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。
音声や映像にノイズがのることがあります。

本機を使用する周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、
免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない
特定小電力無線局や免許を要するアマチュア無線局などが運用されています。
他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただきご使用ください。
● 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
● 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかにご使用
の周波数を変更するか、使用を停止してください。混信回避のための処置等については、
コールセンター（本書9ページに記載）へご相談ください。

● その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有
害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、コールセン
ター（本書9ページに記載）へお問い合わせください。

電波障害自主規制について
本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置で
す。
本機は家庭環境で使用することを目的としていますが、テレビやラジオに近接して設置されると受
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

2 .  4 F H 1
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本機の特長

■AVパソコンにマッチする本物の高級感、ヘアライン表面処理済みアルミ材料を
採用

■ 2.4GHz帯ワイヤレスでリビングルームでも快適な操作性を実現（約10mの受
信距離 使用環境で変わります）

■薄型パンタグラフキー採用により軽いキータッチを実現
　また、キーの角押しによる入力ミスを防ぎ、確実な入力をアシスト
■左右どちらの手にもフィットし、長時間の作業でも疲れにくく、快適な操作を
実現する800dpiレーザーマウス

■ USB接続の簡単ワイヤレス受信機
■ 18種類のマルチメディアホットキー

製品構成
（　）内の数字は数量を表しています。
●キーボード（1） ●USB受信機（1）
●マウス（1） ●CD-ROM（ドライバーおよびユーティリティソフト用）（1）
●キーボード用乾電池（単4形）（2） ●取扱説明書　保証書付（本書1）
●マウス用乾電池（単4形）（2） ●ユーザーカード（1）

対応機器
●対応機種：USB規格Rev.1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機

（USB 2.0対応ポートでも動作に支障はありません。）

●対応OS ：Windows Vista™/XP/2000/Me（Mac OSは除く）

* WAVIOの名称、ロゴはオンキヨー株式会社の登録商標です。

* Microsoft®、Windows®、Windows Vista™は米国Microsoft Corporation®の米国およびその
他の国における商標、または登録商標です。

主要定格
●キーボード部
キー分類：日本語106キー
寸法：429×160.5×25mm
質量：620g（電池含まず）

●マウス部
800dipレーザーマウス

寸法：55.6×105×35.1mm
質量：81g（電池含まず）

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは製品の色を表す記号です。
色は異なっても操作方法や仕様は同じです。

●受信部
USB規格：USB A type（Rev.1.1/2.0）

寸法：70.3×22.7×12mm
質量：10g

　　インターフェース：USB（A type）
　USB規格：Rev.1.1/2.0

はじめに
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本機を使用する

すでにご使用中のキーボードを接続されている場合
使用中のキーボードに添付されていたオリジナルドライバや設定ユーティリティを使用していた場
合は、あらかじめこれらをアンインストールしてください。他社製ドライバなどがインストールさ
れていると競合して本機が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法は、使用中の
他社製キーボードの取扱説明書をご参照ください。

■ USB受信機を準備する
1. パソコンのUSBポートにUSB受信機を接続してください。
2. Windowsがドライバーをインストールするのを待ってください。
3. USB受信機が正常にセットアップされると受信機のランプが点灯します。

■キーボードとマウスを準備する
1. キーボードに付属の単4形乾電池を入れてください。
キーボードの裏側に電池ホルダーがあります。

2. マウスに付属の単4形乾電池を入れてください。
マウス中央部のボタンを押すと、電池ホルダーが開きます。

オン オフ オン

電池を入れたら、マウス裏側のOn/OffスイッチをOnにしてください。
通常は特に操作をしなくても、キーボードとマウスが認識されますが、もし認識されない場合は、
以下の手順で設定を行ってください。

3. キーボードの右上の角とマウスを、USB受信機へ15cm程度に近づけてください。
4. キーボードのいずれかのキーを押し、マウスをクリックしてください。
自動的に認識されます。どのキーを押しても認識されます。

5. 正しく認識されると、USB受信機のランプが緑色に点灯します。

ご注意 

● オキシライド乾電池＊は使用しないでください。初期電圧が異なるため、正常に動作しないことがあります。
＊ オキシライド乾電池は、松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。

● 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
● 長期間キーボードやマウスを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてくださ
い。

● 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりキーボードやマウスをいためることがあります。操
作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換してください。

● 電池の交換時には、単4形をご使用ください。

マウス 

押す 

電池ホルダー 

キーボード裏側 

本機を使用する
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電池を交換する
● マウスの電池がなくなってきたときは、マウス
のスクロールボタンが点灯します。キーボード
の電池がなくなってきたときは、キーボードの
Batt.Lowランプが点灯します。ランプが点灯
したら新しい電池と交換してください。

● マウスが動かないときは、スリープモードに
なっている可能性があります。クリックする
か、スクロールしてみてください。

● キーボードにはアルカリ乾電池のご使用をお勧
めします。

● キーボードとマウスの電池を入れ換えたとき
は、IDをリセットしてください。USB受信機
のIDボタンを押し、キーボードのIDボタンとマ
ウスのリセットボタンをペンなどの先のとがっ
たもので押してください。

ドライバのインストール
本機を使用する前に、付属のドライバソフトをインストールしてください。
1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。
2. 自動的に、インストール画面が開きます。画面の指示に従ってインストールしてください。
もし、インストール画面が開かない場合は、「マイコンピュータ」→「CD-ROM（KM-1W）」アイ
コンをダブルクリックしてください。

3. インストール後、USB受信機を挿したままパソコンを再起動してください。

NumLock、Scroll Lock、Caps Lockインジケーター
パソコンを再起動すると、タスクバーに図のように4つのアイコンが表示されます。

NumLock、Caps Lock、Scroll Lockなどをすると、それぞれのアイコンが緑色に点灯します。そ
れ以外のときはグレーの表示になります。

ドライバのアンインストール
「スタート」→「プログラム」→「Wirless」→「uninstall RF keyboard 1.0」の順でアンインス
トールしてください。

リセット 
ボタン 

On/Off 
ボタン 

受信機 

マウス裏側 

キーボード裏側 

IDボタン 

IDボタン 

オン オフ 

本機を使用する
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18種類のマルチメディアホットキー機能説明

ホームページを開きます 音量を上げます

メールを開きます 音声を無音にします

前の画面に戻ります CDの再生をストップします

次の画面に進みます 前のトラックに飛びます

「検索」を開きます CDを再生/一時停止します

アクセスを更新します 次のトラックに飛びます

パソコンをスリープモードから「お気に入り」を開きます 立ち上げます

アクセスを中止します パソコンをスリープモードにします

音量を下げます パソコンをシャットダウンします

困ったときは
本機が動作しない場合には、次の項目を確認してください。

■USBが認識されない、もしくは動作しない
「コントロールパネル」の中の「システム」を開き、「デバイスマネージャ」の項目を再度確認してくだ
さい。
USBデバイスアイコンに「！」マークが表示されている場合は「削除」をクリックし、本機のUSBを
一度抜き、再度挿入してみてください。それでも改善しない場合は、パソコンを再起動してください。
また、パソコンのUSBポートに多くのUSB機器を接続している場合や、接続しているUSB機器が非常
に大きな電力を消費する場合に、本機が認識されない場合があります。そのときは、接続している他の
USB機器を取り外すか、他のUSB機器にACアダプタ等で給電してください。

■ BIOSの設定でUSB機能が無効になっている
パソコンによっては出荷時にBIOSの設定の中で、USBポートを無効（ディセーブル）にしている場合
がありますので、パソコンに付属の取扱説明書に従ってUSBポートを有効（イネーブル）に変更してく
ださい。
*詳しいBIOSの起動方法、設定方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書をご参照ください。

■特定のアプリケーションで設定どおりに動作しない
アプリケーションによっては、ホットキーが動作しない等、制御できない場合がありますのでご了承く
ださい。

■スリープモードから立ち上がらない
「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→「キーボード」のハードウェアタブ
からプロパティを開き、電源の管理タブで「このデバイスでコンピュータのスタンバイ状態を解除でき
るようにする」にチェックマークを入れてください。

本機を使用する
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■保証期間中の修理は
万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書
をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店また
はオンキヨーマーケティング株式会社へご相談く
ださい。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は
お買い上げ店、またはオンキヨーマーケティング
株式会社へご相談ください。修理によって機能が
維持できる場合はお客様のご要望により有料修理
致します。

■保証書
保証書は、本取扱説明書の裏表紙に付属していま
すので、お買い上げの際にお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただ
き、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは
意外な操作ミスが故障と思われています。
この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、
お調べください。本機以外の原因も考えられま
す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調
べください。それでもなお異常のあるときは、修
理を依頼してください。
修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げ
の販売店、またはオンキヨーマーケティング株式
会社までお知らせください。

お 名 前

お 電 話 番 号

ご 住 所

製 品 名 KM-1W

で き る だ け 詳 し い 故 障 状 況

電話でのお問い合わせ：
オンキヨーコールセンター
ご購入相談、機能・取り扱い相談窓口
電話番号：050-3161-9555

● 受付時間：月～金曜日  9：30～17：30
（土・日・祝日・弊社の定める
休業日を除きます）

メールフォームによるお問い合わせ：
http://www.jp.onkyo.com/　から
オンキヨーホームページを開く

↓
サービス・サポートをクリック

↓
「メール（フォーム）によるお問い合わせ」の
「PC周辺機器に関するご購入相談・機能取扱」
をクリックしてください。

製品に関する最新情報などは：

ホームページアドレス
http://www.jp.onkyo.com/
http://www.jp.onkyo.com/wavio/

をご参照ください。

修理について

お客様ご相談窓口
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ご購入されたときにご記入ください。 
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日：　　　　年　　月　　日 
 
 
 

ご購入店名： 

Tel.      　 (      ) 
 メモ： 

本社　大阪府寝屋川市日新町1-13　〒572-0028

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター 
050-3161-9555　受付時間　9：30～17：30
（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます） 

http://www.jp.onkyo.com/
HOMEPAGE

http://www.jp.onkyo.com/wavio/
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本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間
中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店またはオンキヨーマーケティ
ング株式会社に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉
本保証書は保証期間中、商品のハードウェアを保証
するものです。
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがっ
た使用状態で故障した場合には、お買い上げの販
売店またはオンキヨーマーケティング株式会社に
て無料修理いたします。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場
合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買
い上げの販売店またはオンキヨーマーケティング
株式会社にご依頼ください。ご返送は弊社負担で
すが、送られるときは送料をご負担ください。

3.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお
買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合に
は、オンキヨーマーケティング株式会社へご相談
ください。

4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
1）使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故
障および損傷

2）お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による
故障および損傷

3）お客様のご要望による出張修理を行う場合の出
張料金

4）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、
公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧、
指定外の使用電源（電圧・周波数）、水掛かり等
による故障および損傷

5）一般家庭用以外（例えば、業務用の使用、車
両・船舶への搭載等）に使用された場合の故障
および損傷

音響映像機器保証書 持込修理

品 番 KM-1W お買い上げ日 年 月 日

●お客様へのお願い
お手数ですが、ご住所、お名前、お電話番号をわかりやすくご記入ください。

●ご販売店様へ
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。

　〒572-0028　大阪府寝屋川市日新町1番13号

お 

客 

様

お名前

様

ご住所　〒

電話番号　　（ 　）

保証期間
本体　　1 年（お買い上げ日より）

取扱販売店名・住所・電話番号

6）消耗品（各部ゴム、電池、レコード針、キャリ
ングケース、イヤークッション等）の交換

7）本書の提示がない場合
8）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名
の記入のない場合あるいは文字を書きかえられ
た場合

9）故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6.本書は再発行いたしませんので紛失しないように
大切に保管してください。

7.故障・その他による営業上の機会損失は当社では
保証いたしません。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもと
において無料修理をお約束するものです。した
がってこの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ので、保証期間経
過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上
げの販売店または「お客様ご相談窓口」をご覧の
うえ、当社へお問い合わせください。

キ

リ

ト

リ

線
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