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使用承諾書
[1：使用承諾一般条項]

◯有限会社電机本舗（以下『弊社』といいます）は、お客様に対してこのパッケージに入っている製品を本書に従い使用することを

承諾します。

　製品とは、本パッケージに入っているソフトウェア、プログラムディスク、マニュアルのことです。ただし、サードパーティ製の添付プ

ログラム、マニュアルは製品に含めません。サードパーティ製のプログラムの使用については各メーカの規定に従うものとします。

◯製品に関する著作権およびその他の一切の権利は、本契約で明示的に付与したものを除き全て弊社に帰属します。

◯製品のサポートは弊社が実施します。ただし、サンプル、試用品、オマケとして添付されたものは原則としてサポートの義務を伴

わないものとします。

◯弊社製品の動作を阻害する他社製品との併用により発生した障害にはサポートしません。

[２：使用制限]

◯お客様は製品を同時に複数のコンピュータで使用できません。また複数の使用者による使用も禁止します。但しマニュアル等に

おいて例外的に複数の使用を許可している場合はこの限りではありません。

[３：複製等の禁止]

◯お客様はマニュアルに記載されていない限り製品の全部または一部を複製、解析、改変を禁止します。

◯お客様は弊社の承諾なしに製品の一部ないし全部を売却、譲渡、貸与のいかなる方法で第三者に使用できません。

[４：保証]

◯お客様は製品の受け渡しから１ケ月以内にフロッピーディスク、CD-ROM や印刷物の物理的な障害を発見した時は交換を要求

できます。

[５：免責]

◯弊社は前条に定める場合を除き製品に関していかなる保証も行いません。

◯弊社は製品の使用に関して直接または間接に生じる一切の損害（通常損害、特別損害およびその他一切の損害）について責任

をおいません。

[使用権の消滅]

◯お客様が本承諾書に違反した場合または著作権法その他の命令に違反することによって、製品に関して弊社の著作権およびそ

の他の権利を侵害した場合は[1：使用承諾一般条項]規定の使用権は消滅します。この時はただちに製品を弊社に返還しなけれ

ばいけません。なお返却のための費用はお客様に負担していただきます。

有限会社電机本舗

http://www.dnki.co.jp

東京都港区高輪 1-2-16-6A
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1.製品の概要

本ソフトはケーブルを接続するだけで自動バックアップと充電を行います。

スマートフォン側にアプリのインストールは任意です。

PC側にのみのインストールで使用できます。

2.本ソフトのインストール

2-1.インストールの準備

　　ウィルス検出ソフトが入っている場合は、

　一時的に検出をオフにします。
　　弊社では、ウィルス対策ソフトの監視下でインストールを行っ

た場合の諸問題に対して、サポートできません。

試用版から製品版にする場合

  ライセンスＩＤに入力すれば製品版になります。

　

　・旧版からの更新の場合

　旧版を事前にアンインストールしてください。
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◆ 自動バックアップを実現

◆ 同時充電を実施



2-2. Windows でのインストール

「INSTALL.exe」(.exe は PC により表示しません)を実行してください。

これでインストールできます。

インストールが終わったら PC を再起動してください。

2-3. 【オプション機能】SmartPhone でのインストール

PC と簡易Bookmark、音声メモの共有を追加で提供します。

簡易Bookmark、音声メモを使用しない場合はインストールは不要です。

Android 4.0以上の端末で使用できます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnki.sp_hoi2

Google Play にて無料配布しています。
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3．本ソフトの起動／最初の設定

　

※ミニアイコンが出ない時の操作

　OS の状態によっては裏に隠れている場合があります。この時は、トレイの表に

　引っ張り出します。
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A. ここをマウスでクリック

して「カスタマイズ」

用のトレイを表示します。

B. このようなカスタマイズ

画面が出ます。

C. 本ソフトのミニアイコンを

マウスでトレイにドラッグして

ください。トレイに移動します。



ミニアイコンを左クリックしてください。

本ソフトの制御画面が表示します。
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初めて使う時はこれをクリック

します

この画面が出ます。

ここで設定を行います

これを左クリック



3-1.最初の設定

スマートフォンを接続してください！

MTP機能を備えたスマートフォンに対応します。Android では Ver3.1 から対

応します。

もしこのような画面がでない場合は Android の｢設定」 → ｢ストレージ」 → 右上のメニュー → 

｢メディア転送モード（MTP） 」の有効を確認してください。 
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■スマートフォン側の設定

①データ通信機能に対応

したケーブルを接続して

ください

機種によってはこの画面が

出ず、無条件に MTP 有効

となっている機種もあります

②通常はこのような画面

が出ます。 [ はい ] を

押してください

③接続に成功すると

端末アイコンのサブフォルダ

の表示がでます



設定画面は最初は次のような表示となります。

すると次の一覧が出ます。
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③これを押して確定

②接続中のスマートフォン

の名前を選択してください

バックアップ先を変え

たい時はここを変更

してください

①このボタンを押して

接続中のスマートフォン

の名前を取得できます

④これを押して設定

完了



4．手動でのバックアップ

ここでは手動でバックアップする方法を説明します。

進捗バーを表示しバックアップが始まります。

※ケーブルを抜くとバックアップは強制中断します。
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このボタンを押すと

バックアップを開始

します



5．自動バックアップ

ここでは PC にスマートフォンを充電中に自動的にバックアップする方法を説明します。

次の画面が出ます。ここでバックアップするタイミングを指定します。

オートバックアップはスマートフォンにケーブル接続す

るとすぐにバックアップを開始します。

オートバックアップ中は進捗バーは表示し

ません。ミニアイコンの変化でバックアップ

を知らせます。

※ケーブルを切断すると強制中断します。
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例えば一日ごとを指定すると、

その日に PC に接続した時に

一度だけバックアップします。

バックアップのし忘れを防ぎます

このボタンを押す



6．PC⇔SmartPhone連携機能

本機能は Android で使用できます。

iPhone で使用する場合は、iPhone上でサードベンダーのアプリとの併用が

必要となります。

6．1. Bookmarkの共有、簡易Bookmark機能

このように、簡単なメモリ/URL/電話をまとめた Bookmark

情報をスマートフォンに提供します。

普段よく使う情報をワンタッチで管理します。

ブラウザの標準Bookmarkを PC と共有すると情報が溢れ

て煩雑です。

簡易Bookmarkはこれを解決するものです。

①PC とスマートフォンを接続する。

事前に PC とスマートフォンを接続しておきます。

②PC側で簡易Bookmarkに情報を登録する。

PC側の本ソフトで「PC連携...」をクリックします。

すると次の管理画面が出ます。ここで簡易Bookmarkの情報を登録します。
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②このボタンを押した

時点で転送

ここはボイスメモの表示領域

①この内容をスマート

フォンに転送します。



③スマートフォン上で簡易Bookmarkファイル「_ToDo.html」を起動

  ■ Android の場合

Android上でこの「Denki」アイコンを実行してください。

メニューより「簡易Bookmark」をクリックしてください。ホームページ、電話呼び出し画面を表示します。

  ■ iPhonあるいは「Denki」を使用できない Android の場合

_ToDo.html ファイルをスマートフォン上のブラウザで開いてください。これで利用できます。

※利用にあたり、スマートフォン上の任意のファイルを開けるファイルマネージャ、ブラウザ

　を用意ください。

　_ToDo.html ファイルはスマートフォンの一番上のフォルダに保存しています。
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「Denki 」を初めて実行した時に最初だけこのような

画面が出る場合があります。

この時は一度、 Android の「戻るボタン」を一度押して

再度「簡易 Bookmark 」を押してください。２回目以降

はこの症状は出ません。

スマートフォンの一番上に

あるこのファイルをファイル

マネージャで起動



6．2. ボイス Memo機能

■ Android の場合

Android上でこの「Denki」アイコンを実行してください。

メニューより「ボイス Memo」をクリックしてください。簡単なメモ帳を。

ここで入力したメモは PC に転送します。転送はスマートフォンの内容を PC にバックアップした時に

行います。

Memo の入力画面は標準で音声入力に対応しています。
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メモの内容

を消します

Android 4.0 以降の場合、

この２つが音声入力対応です。

この内容が PC に

表示する

メモ内容を

保存します

Android 4.0 から標準で音声

による文字入力に対応して

います。この機能を使い

音声入力が便利です

標準の日本語入力が

ATOK などの非音声入力

の時はキーボードを変更

すると便利です。

「キーボードの変更方法」の呼び出し方法を次のページで

説明します。
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コラム 「入力の切り替え方法」

②するとキーボード切り替え

アイコンが出る。ここを触り、

下へスワイプする

③設定画面がから入力方法

の切り替えメニューが表示

①入力画面を表示する



 ■ iPhonあるいは「Denki」を使用できない Android の場合

_Memo.txt ファイルをご使用のエディタで保存してください。これで利用できます。

※利用にあたり、スマートフォン上の任意のファイルを開けるファイルマネージャ、メモ帳、エディ

タソフトを用意ください。

　_Memo.txt ファイルはスマートフォンの一番上のフォルダに保存しています。

 ■ PC側の操作

本ソフトのメニューから「PC連携...」を選択します。

次の画面が出ます。
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スマートフォンの一番上に

この名前で保存

ここはボイスメはここに表示します。

スマートフォンでメモった内容を

簡単にＰＣに転送するものです



７．APPENDIX

Ｑ１．本ソフトのアンインストールをしたい。

Ａ１．　OS標準のプログラムの管理が行ってください。

開発元

有限会社電机本舗　

https://www.dnki.co.jp/

e-mail： http://dnki.co.jp/w2/2016/06/15/mail/#more-515

東京都港区高輪１－２－１６フラットウェル高輪(旧鈴木ビル)６Ａ
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