USB 2.0 Keyboard – Japanese – Black
(USB2KPCB-JP)

クイックセットアップ
1

キーボートの接続
キーボードのUSBケーブルをパソコン本体へ接続します。
2本のケーブルは、両方とも必ず接続して下さい。
キーボードおよびUSBハブ用ケーブル

USB 2.0ドックポート用ケーブル
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セットアップ完了
さらに詳しい情報は、3ページを参照して下さい。

1

さらに詳しい情報は、下記までお問い合せ下さい。
テクニカルサポート
support@pleiadesdesigns.co.jp
www.usb2keyboard.com/help
負傷防止と健康に関する情報(英語)
www.usb2keyboard.com/health

プレアデスシステムデザイン株式会社
231-0023 横浜市中区山下町123-1
横浜クリードビル7階
電話：045-212-0684
電子メール： support@pleiadesdesigns.co.jp
www.pleiadesdesigns.co.jp
Matias Corporation
129 Rowntree Dairy Road, Unit #20
Vaughan, Ontario, L4L 6E1
Canada
Telephone: +1-905-265-8844
e-mail: info@matias.ca
www.matias.ca

USB 2.0 keyboard、
Matias、
Matiasロゴは、
カナダおよびその他の国で登録されている
Matias Corporationの商標です。
その他の名称や製品名は、
それらの所有者の商標もし
くは登録商標です。新案特許出願中。
Copyright © 2007 Matias Corporation. All rights reserved. Patent Pending. Made in China.
FCC ID: F2Q4NE980NH
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USBポートの使い方
USB 2.0ドックポートは、
テータ転送を高速に行えますので、
iPod、
USB2.0対応メディア、
デジタルカメラなどを接続してお使い下さい。

USBハブ(2ポート)は、
マウスやジョイスティックなど、一般的な
USBデバイスのためにお使い下さい。

パソコン本体のUSBポートとキーボードの接続
USB 2.0キーボードは、
パソコン本体のUSBポートと互換性があ
りますが、
データ転送速度は、USB2.0ドックを経由した場合でも、
パソコン本体のUSBポートがUSB 2.0規格ではない場合、高速転
送は行えません。
もし、
パソコン本体にUSB 2.0ポートとUSBポートの両方がある
場合、
キーボードのUSB 2.0ドックポート用ケーブルをUSB 2.0ポ
ートへ接続して下さい。
その場合、
データの高速転送が可能となり
ます。
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USB 2.0キーボード保証規定
マティアス社(以下、
マティアス)、
または正規輸入代理店は、
ご購入日から
1年間、通常の使用において製品を保証致します。保証の判定は、
すべてマ
ティアス、
または正規輸入代理店で行なわれるものとします。(新品ご購入
のお客様対象) 保証期間中、
マティアス、
または正規輸入代理店は、無償
修理を行ないます。修理はマティアス、
または正規輸入代理店が判断し、故
障と認められた場合は、製品交換または、部品交換するものとします。交換
された製品、
または部品はマティアスの所有となり、
お客様へは返却されま
せん。保証を受ける場合は必ず保証書が必要です。
ご提示がない場合、保
証は受けられません。保証書がない場合は有償修理扱いとなります。
免責事項
販売に関する法律で定められた免責範囲が、
マティアス、
または正規輸入
代理店、販売店に適用されます。
この製品を使用したことによるいかなる種
類の、直接的、間接的な利益の損失、
ビジネス上の経済的・精神的・時間的
損失、情報やソフトウェア・データの損失、機器の破損、
その他、事故などに
起因するどんな責任も、
マティアス、
または正規輸入代理店、販売店は負い
ません。
いかなる場合にも、全ての損害に関するお客様に対する製品の賠
償責任総額には上限があります。外箱のキズや汚れは、保証の対象となり
ません。特別な事情により生じた損害(損害発生の可能性につき、
マティア
ス、
または正規輸入代理店が予見しえた場合も含む)、第三者から購入者
に対してなされた損害賠償に基づく損害を含むいかなる損害についても
一切責任を負いかねます。
保証の受け方
はじめに、電子メールの場合は、support@pleiadesdesigns.co.jp、電
話の場合は、045-212-0684まで連絡して下さい。応対するUSB 2.0
Keyboardサポート担当へ故障の内容を詳しく説明し、修理の判断を受
けて下さい。修理が可能(または必要)と判断された場合、交換商品認可
(EMA)を受け、指示に従って修理を行なって下さい。
その他の詳
細に関しては、
マティアス、
または正規輸入代理店のウェブサイトの修理規
定をご覧下さい。
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USB 2.0 Keyboard – Japanese – Black
(USB2KPCB-JP)

quick setup
1

Connecting the keyboard
Plug the USB 2.0 Keyboard into your computer. Both USB
plugs must be connected.
plug for keyboard & USB hub

plug for USB 2.0 dock

2

Setup is complete.
For more information, please turn to page 3.
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For more information, please visit:
Technical support:
www.usb2keyboard.com/help
Injury prevention and health:
www.usb2keyboard.com/health

Pleiades System Designs, Inc.
7/F Yokohama Kreed Bldg.
Yamashita-cho 123-1 Naka-ku
Yokohama 231-0023
Japan
Telephone: 045-212-0684
e-mail: support@pleiadesdesigns.co.jp
www.pleiadesdesigns.co.jp
Matias Corporation
129 Rowntree Dairy Road, Unit #20
Vaughan, Ontario, L4L 6E1
Canada
Telephone: +1-905-265-8844
e-mail: info@matias.ca
www.matias.ca

Copyright © 2007 Matias Corporation. All rights reserved. USB 2.0 keyboard, Matias, and the
Matias logo are trademarks of the Matias Corporation. Other names may also be trademarks
and their owners are respectfully acknowledged. Patent Pending. Made in China.
FCC ID: F2Q4NE980NH
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Using the USB ports
The USB 2.0 dock is recommended for connecting Hi-Speed
USB devices (iPods, USB ﬂash drives, digital cameras, etc.).

The USB hub ports are recommended for low-speed USB
devices (mice, joysticks, etc.).

Using the keyboard on computers with regular USB
The USB 2.0 Keyboard is also compatible with computers
that only support regular USB, but your data transfer speeds
through the USB 2.0 dock will be slower with regular USB.
If your computer has both USB 2.0 and regular USB ports,
make sure that the USB 2.0 dock cable is plugged into a
USB 2.0 port, for faster data transfer.
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USB 2.0 KEYBOARD LIMITED WARRANTY
Matias Corporation (“Matias”) warrants to the original end user
(“Customer”) that these products will be free from defects in workmanship
and materials, under normal use, for 1 year from the date of original
purchase from Matias or its authorized reseller. Matias’ sole obligation
under this express warranty shall be (at Matias’ option and expense) to
repair or replace the product or part with a comparable product or part. All
products or parts that are replaced become the property of Matias.
LIMITATION OF LIABILITY
To the full extent allowed by law, Matias excludes for itself and its suppliers
any liability (whether based in contract or in tort, including negligence)
for incidental, consequential, indirect, special or punitive damages of any
kind, or for loss of revenue or profits, loss of business, loss of information
or data, or other financial loss arising out of or in connection with the sale,
installation, maintenance, use, performance, failure, or interruption of this
product, even if Matias or its authorized reseller has been advised of the
possibility of such damages, and limits its liability to replacement, repair,
or refund of the purchase price paid, at Matias’ option. This disclaimer
of liability for damages will not be affected if any remedy provided herein
shall fail of its essential purpose.
WARRANTY PROCEDURE
Contact the USB 2.0 Keyboard tech support team first by e-mail at
support@pleiadesdesigns.co.jp or by telephone at 045-212-0684 to
determine whether the item is indeed defective before shipping. Then
make an exchange merchandise authorization (EMA) request. Please
include your original invoice/proof of payment along with the returned
product. For more details, see the Return Policy on our web site.
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