
Thank you for purchasing this Panasonic product.
•  Before using this product, please read this 

instructions and "LightPenII: Operation Manual" 
completely, and save this manual for future use.

Names

Bofore using the pen
Install batteries.

          Installing and Removing Batteries
1. Rotate as shown in the figure.
2. Install 2 AAA/R03 or AAA/LR03 type batteries.

*  Remove the batteries in  
the reverse order of installation.

How to use the pen
While pressing the tip against a hard screen, 
the tip of the pen and the LED for the internal 
infrared ray will both light. This is sensed by the 
infrared ray sensor on the front of the projector, 
and the location of the tip of the pen is detected.
1) Press the power button to turn the power on.
2)  Place the tip of the pen anywhere on the 

screen.
3)  By pressing the tip against a hard screen, 

you can drag. In pen mode, you can draw 
lines.

Attention
Since there is a touch sensor inside the tip of the pen, 
pushing or bending the tip will consume battery power. 
In order to prevent unnecessary battery consumption 
when not in use, press the power button to turn the 
power off. (Press the tip of the pen to confirm that the 
LED does not light.) 

Disposal of Old Equipment
Only for European Union and countries with recycling systems

     

This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used 
electrical and electronic products must not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable 
collection points in accordance with your national legislation.
By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and prevent any 
potential negative effects on human health and the environment.
For more information about collection and recycling, please contact your local authority.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national 
legislation.
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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」および「LightPenII: 操作説明書」
をよくお読みのうえ、正しい操作を行ってください。
そのあと大切に保管してください。

各部の名称

ご使用の前に
電池が必要です。

電池を入れる、取り出す
1. 図のようにペンの頭部を回して開ける。
2. 単四形乾電池 (2 個 )を図の向きに入れる。

 z 電池を取り出す場合は、 
逆の手順で行います。

使用方法
先端を硬いスクリーンに押し付けている間、ペ
ンのタッチ式キャップ内部の赤外線の LED が
点灯します。これをプロジェクターの前面にあ
る赤外線センサーが感知し、ペンの先端の位置
を検出します。
1) 電源ボタンを押して、電源をオンします。
2)  ペンの先端をスクリーン上の任意の場所に置

きます。
3)  先端を硬いスクリーンに押し付けることでド

ラッグできます。ペンモードの時に、線を引
くことができます。

お願い
ペンの先端内部にはタッチセンサーが付いてい
ますので、先端が押されたり傾けられたりする
と電池を消耗します。無駄に電池を消耗させな
いため、使わない時は、電源ボタンを押して、
電源をオフの状態（ペンの先端を押し付けて内部
の LED が点灯しないことを確認）にして保管し
てください。

品番   ET-PEN100

取扱説明書
インタラクティブペン 業務用

電源ボタンタッチ式キャップ

（赤外線発光部）

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

これらのシンボルマークは EU 域内で
のみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの
市町村窓口、または販売店で正しい
廃棄方法をお問い合わせください。
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