
免責事項

保証規定

ツイートファンタジー iXP3　保証書

お名前

フリガナ

ご住所

TEL：　　　　　（　　　　　　）〒

保証期間：ご購入日より90日間

ご購入店印：

ご購入日：　　　　　年　　　　月　　　　日

TF-10-02

TF-10-02

取 扱 説 明 書

セット内容

取扱説明書（本書）
／保証書

本書をよくお読みになってから、お楽しみください。

ツイートファンタジー iXP3 本体 リモコン

ACアダプター

LANケーブル
（170cm）

※単三乾電池 2 本（別売）使用 

正常な使用状態で本商品に起きた故障・不具合につきましては、ご購入日より90日間、保証いたします。ただし、
以下の場合には保証期間であっても対応できない場合があります。

１. 本保証書が無い場合。
２. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入店印の記入が無い場合。
３. 取り扱い上の誤り、説明書に無い分解や、改造に起因した故障や損傷。
４.ご購入後の移動、輸送の衝撃や落下によって故障や損傷した場合。
５. 火災、地震、落雷、風水害、塩害、異常電圧やその他の災害や天変地異など、本製品の外部に原因がある場合。

修理・交換の手順
弊社では、先に修理依頼品を送って頂き、その後修理完了品か、交換品をお送りする方式をとっております。ご住
所、お名前、お電話番号、及び故障の内容、ご購入日をお書き添えのうえ、保証書と製品を弊社サービスセンターま
でお送りください。故障や損傷への対応にかかったお時間の間に生じる損害を理由に、先に交換品を送ることはで
きません。また、そうすることで生じた損害については保証致しかねます。ご了承ください。

本製品は人命に関わる用途には使用しないでください。また、信頼性が要求される様な使用法の場合には、万一の
動作不良への対策を万全にしてください。動作不良よって起きた損害については、製品や弊社のサービスに原因が
あった場合でも、弊社は損害の補償には応じません。

お使いのプロバイダ、回線の不具合や iXP3 専用サイトの不具合によって、本製品での通信が正常に行われない場
合があります。そのために生じたいかなる損害についても弊社は責を負いかねます。
重要な用件の伝達には、必ず他の方法でも連絡するなど対策を講じてください。

説明書やサイトにある注意を無視した使用や、パスワードの管理を怠ったことにより、情報が漏洩した場合は、その
責任は負いかねます。

iXP3 サイトの不具合が発生した場合、極力早急に復旧するよう努めますが、日数のかかることもございます。あら
かじめご了承ください。



はじめに

文字が宙に浮いて見えるのはなぜ？

目で光を見ると、光が消えた後もその残像が目に残ります。この現象を利用し

て、空中をすばやく動く振り子の先端部の LED を、正確にプログラミングさ

れたタイミングで点滅させることにより、何も無い空間に光のメッセージを浮

かび上がらせています。

このたびは、ツイートファンタジー iXP3 をお買い求めいただ

き、誠にありがとうございます。

本商品は、文字を空中に光で表示する、メッセージ表示機能付

時計です。インターネットにつなげることで、世界中のどこから

でもメッセージを送って表示することが可能です。インター

ネット上のサービスのひとつであるツイッターと連動すること

ができるので、友人のつぶやきはもちろん、スポーツ、政治、芸

能情報などさまざまなニュース、天気の情報や、株価など世界

中で起きていることの中から興味あるものをお好みで表示し

ていただくことができます。

本書をお読みいただき、正しく設定して、本商品をお楽しみく

ださい。

本体を設置して電源を入れる
インターネットに接続する

本体を設定する（メイン設定モード）
時計・カレンダー機能
自動時刻合わせ機能
サマータイム機能
電子音
気温表示機能
本体名の表示機能
コマーシャルモード
内蔵メッセージ表示機能

専用ホームページにアクセス
iXP3アカウントを作成する
○ログイン、ログアウトの方法
本体を登録する
○登録した内容の確認や修正
○本体名の表示機能
ツイッターを表示する
RSSを表示する（最新情報をキャッチ）
友人・家族同士でメッセージを楽しむ
メールでメッセージを送る
○送信元のアドレスを簡略化して表示する
iXP3 専用サイトからメッセージを送る
○送信元を自動入力する
○フレンド登録

メッセージを管理する
メッセージの表示モードについて
●ノーマルモード
○チャットモード
●コマーシャルモード
クイック返信機能について
リモコンを使って、メッセージに返信する

メモリーメッセージ表示機能
メッセージの記憶のさせ方
メッセージの設定と本文の編集
アラーム機能

「故障かな？」と思ったら
お手入れの方法
「内蔵電池の交換方法」について
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もっと使いこなすために4

その他の機能を楽しむ5

時刻や日付、季節ごとのメッセージを楽しむ2

ツイートファンタジー iXP3を楽しむために必要な準備1

ツイッターや、友人・家族同士でメッセージを楽しむ3
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〈底面〉

LANポート

プラグ差込口
ACアダプター

左 [＜] ボタン

[ 取消 ] ボタン

[後退 ] ボタン

[記号 ] ボタン

[アラーム ]ボタン

[消音 ] ボタン

[返信 ] ボタン

[メニュー ]ボタン

[消去 ] ボタン

[数字 ] ボタン

[大文字切替 ]ボタン

[定形文 ]ボタン

右 [＞] ボタン
キーパッドのボタンと表示ランプ     

緑 : 接続ランプ
黄：未読ランプ

赤：フルランプ

〈正面〉

〈背面〉

振り子

キーパッド 表示ランプ

振り子が充分に動かないために、表示が始まらない場合があります。

その場合は、振り子の先端を指先で本体の端まで寄せてから手を離

して、振り子を大きくゆらしてください。

なかなか表示が始まらないときには…

1. 内蔵電池用の絶縁タブを引き抜きます。

　※抜いた絶縁タブは捨ててください。

本体を設置して電源を入れる

・本体が傾いたり、不安定な場所

・水がかかったり湿度の高い場所

・極端な高温や低温になる場所

・屋外

・直射日光の当たる場所

・子供やペットが触れることのできる場所

・磁力の影響が有る場所

ツイッタ－やメッセージを楽しんだり、時計としてお使いいただくために必要な、本体の設置方法や

設定など基本的な準備について説明します。

より良い背景の選び方

以下の場所には置かないでください。

各部の名称

絶縁タブ

●本体

●リモコン

メイン設定モードを開始します。

上、下、左、右、
センターボタンは
本体キーパッドに
対応します。　　　

数字の他にアルファベットや
記号を入力します。

1文字消して、
文字を前に詰めます。

アルファベットの大文字、小文字を
切り替えます。

下記の記号が入力できます。　

単三乾電池 2 本を別途ご用意ください。
リモコンの裏にあるフタをはずし、電池を
　　　の向きを正しくセットしてください。

光る文字を浮き上がらせる表示の背景には、本や植物などの濃い色の立体物を選
んだほうが、より文字が空中に浮いているような効果が強調されます。
逆に蛍光灯や窓といった明るいもの、平面的な壁などを背景にすると、その効果は
減少します。

ツイートファンタジー iXP3を楽しむために必要な準備1

上 [∧] ボタン下 [∨] ボタン
センター [○] ボタン

左 [＜] ボタン

右 [＞] ボタン

上 [∧] ボタン
下 [∨] ボタン

センター [○] ボタン

2.AC アダプターをコンセントに差し、プラグを本体底面にある差込口に

　差し込みます。コードを凹みに沿わせ、本体の底で踏まないようにして置

　きます。本体の振り子が振れ始め、しばらくすると文字の表示が始まりま

　す。文字が浮いて表示される様子をお楽しみください。
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時計・カレンダー機能

時刻設定

●「メイン設定モード」に入ると、「時刻設定」の表示になります。

●上 [∧]または、下 [∨] を押すと、他より明るく光っている場所の

　数値が変わります。

●左 [＜]または、右 [＞] を押すと、光っている場所を動かせます。

●センター [○] を押すと、表示されている設定で確定して「日付設定」に移ります。

※センター [○] を押したところから時計が動き始めます。

0:03:24am

本体を設定する　（メイン設定モード）

インターネットに接続する

ランダムなタイミングで時刻や日付を表示します。

LAN ポートについて

●接続イメージ

リモコンを使用した方法で説明していきますが、本体のキーパッドでも同様の設定が行えます。

1.リモコンを本体に向けて、［メニュー］のボタンを押します。《Set up Menu》と短く表示された後、

　設定を行う「メイン設定モード」に切り替わります。時刻が表示され、最初の設定項目「時刻設定」

　の表示になっています。

2.センター [○] を押すと、次の設定項目に移ります。途中で「メイン設定モード」を終了するには、リ

　モコンの [ 取消 ] ボタンを押します。（※設定はコンセントを抜いても保存されます。）

＊使用するLANケーブル：RJ-45ケーブル／ストレート／10BASE以上

LAN ポートとは、LAN ケーブルが差し込める穴の事です。ツイートファンタジー iXP3 本体の裏側にもありま
す。ご家庭に来ているインターネット回線は、まず回線の信号をパソコンがやりとりするLANの信号に換える
装置（ADSLモデム、またはONU）に接続されます。さらに『ルーター』という、パソコンなどの電子機器に
LANの信号を分配する装置に接続されます。モデムやONUが、ルーターと一体型になっている場合もありま
す。ルーターには通常、いくつかの LANポートがついていますが、ツイートファンタジー iXP3 を接続する際、
空きがない場合は、『ハブ』という装置を使い LANポートを増設してください。

1. あらかじめ、コンセントから抜いておきます。

2.LAN ケーブルの片方を、本体背面にあるLANポートに差し込みます。
　※付属の LAN ケーブル（170cm）で長さが足りない場合は、別途ご用意ください。

3.もう片方をインターネットにつながっているルーターやハブの LAN

　ポートに差し込みます。

　※LANポートの空きが無い場合は、ハブを増設するなどしてください。

4. コンセントを差し込みます。しばらくすると緑の LED（接続ランプ）が

　点滅を始め、やがて点灯します。これでインターネットに接続できました。

　以上で準備は完了です。

※数分経っても接続ランプが点灯しない場合は、P.26「インターネットに接続しない」を参照ください。

緑の LED（接続ランプ）はインターネットへの接続状況を知らせます。
●インターネットに接続すると点灯します。

●iXP3 専用サイトと通信している時には点滅します。

※緑の LEDが点滅している時に、左 [＜] や右 [＞] を繰り返して押さないでください。

　インターネットとの接続が切れてしまいます。

LANポート

LANケーブル

ルーターまたは、ハブの
LANポート

LAN
ケーブル

★本体をインターネットにLANケーブルを使って接続できる環境が必要です。

★本体には、Wi-Fi など無線通信の機能はついていません。

本体のキーパッドからメイン設定モードにする場合は、

＊「自動時刻合わせ機能」（P.6）を使う場合は、設定の必要がありません。

本体のセンター [○] を 2～3 秒間押し続け、《Setup Menu》と表示が出たらすぐ

にボタンから手を離します。もし、《BROWSE:iXP3》や《Updating Inbox...》の

表示が出る場合は、《BROWSE:iXP3》と表示させた状態で下 [∨] を１回押して

から、再度試します。

時刻や日付、季節ごとのメッセージを楽しむ2

まずは基本となる時刻や日付を本体に設定しましょう。ここでは、時計・カレンダーに続き、さまざ

まな設定を連続して行うことになりますが、どれも後からすぐに設定し直せます。別ページの解説

を読まないと意味がわからないものは、飛ばしてしまってかまいません。使いたいと思った項目は

後から設定してください。

また、時計・カレンダー設定は、手動で入力するだけでなく、インターネットを利用した自動時刻合

わせ機能を使うこともできます。

※インターネットの機能を使う場合でも、使い方に慣れるために、手動での入力を試してみるとよい

でしょう。

〈設定項目とその順番〉

時刻 → 日付 → 時刻の表示形式 → 日付の表示形式 → 自動時刻合わせ → タイムゾーン → 

 → サマータイム → 電子音の設定 → 気温の単位 → 本体名の表示 → コマーシャルモード → 

 → あいさつメッセージ → 祝福メッセージ
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●上 [∧]または、下 [∨] を押すと、他より明るく光っている場所の数値が変わります。

●左 [＜]または、右 [＞] を押すと、光っている場所を動かせます。

●センター [○] を押して確定し、「時刻の表示形式設定」に移ります。

日付設定

●上 [∧] で月と日のどちらを先に表示するかを切り替えられます。

●下 [∨] を押すと《OFF》になります。

●センター [○] を押して確定し、「自動時刻合わせ設定」に移ります。

時刻の表示形式設定 

日付の表示形式設定 

TIME:12 Hour

TIME:12 Hour

Jan 1, 2010

DATE:mm-dd

〈12時間表示〉 〈24 時間表示〉 〈時刻を表示しない〉 を選択をします。

●上 [∧] で12 時間制と24 時間制を切り替えられます。

●下 [∨] を押すと《OFF》になります。

●センター [○] を押して確定して、「日付の表示形式設定」に移ります。

月と日の表示方法を選択します。または、日付を表示しない選択もできます。

自動時刻合わせ機能

＊詳しくは、P.11「本体を登録する」を参照ください。

インターネットに接続すると、時刻と日付を自動で正しく合わせます。

サマータイム機能 手動入力、自動時刻合わせに関わらず、必ず設定してください。

電子音 電子音がボタン操作で鳴ったり、メッセージの新着を知らせたりします。

気温表示機能 本体周囲の気温をランダムなタイミングで表示します。

本体名の表示機能 メールでメッセージを送るために必要な本体の情報を表示させて確認できます。

… 12 時間表示

TIME:24 Hour

7:30:10 pm

19:30:10… 24 時間表示

TIME:OFF

上 [∧]

上 [∧]

下 [∨]

上 [∧]

上 [∧]

下 [∨]

… 時刻を表示しない

例）

例）

Jul 30, 2012

30 Jul, 2012

例）

例）

DATE:mm-dd … 月が前

DATE:dd-mm … 日が前

DATE:OFF

上 [∧]

上 [∧]

下 [∨]

… 日付を表示しない

TIME SYN. : ON

【 自動時刻合わせ設定 】
●上 [∧] で《ON》を選択できます。（《ON》がおすすめです。）

●下 [∨] で《OFF》を選択できます。

●センター [○] を押して確定すると、《ON》の場合は「タイムゾーン設定」に、《OFF》の場合は「サマ

　ータイム設定」に移ります。

上 [∧]

上 [∧]

下 [∨]

●上 [∧] で《ALL》と《CLICKS》を切り替えられます。（《ALL》がおすすめです。）

●下 [∨] を押すと《OFF》になります。

●センター [○] を押して確定し、「気温の単位設定」に移ります。

一定期間、時刻を1時間進める米国のサマータイム用の機能です。日本で使用することを前提にし

ていますので、必ず《OFF》にしてください。
●下 [∨] で《OFF》を選択します。

　（※上 [∧] では《ON》の選択になります。）

●センター [○] を押して確定し、「電子音設定」に移ります。

電子音設定　

SOUND:ALL

TEMP:Ｃ

ボタン操作のとき、メッセージが届いたとき、モードが切り替わったとき、時刻がちょうど0 分を示

したときなどに、電子音が鳴る機能について設定します。

●上 [∧] で《C》と《F》を切り替えられます。（《C》がおすすめです。）

●下 [∨] を押すと《OFF》になり、気温は表示されませません。

●センター [○] を押して確定し、「本体名の表示設定 」に移ります。

気温の単位設定　

〈℃（摂氏）〉 〈℉（華氏）〉 〈気温を表示しない〉 を選択をします。　　

TEMP:C … 摂氏で表示

TEMP:F

28℃

82℉… 華氏で表示

TEMP:OFF … 気温を表示しない

SOUND:ALL … すべての電子音が鳴ります。

SOUND:CLICKS … ボタン操作時に鳴る操作音とアラーム音だけが鳴ります。

SOUND:OFF … アラーム音以外は鳴りません。

例）

例）

ZONE: +9

D.S.T. OFF

【 タイムゾーン設定 】

【サマータイム設定】

世界標準時との時差を設定します。日本標準時に合わせるために、必ず《ZONE:+9》に設定ししてく

ださい。

●上 [∧]または、下 [∨] で数値を変えます。

●センター [○] を押して確定し、「サマータイム設定」に移ります。

本体名の表示設定 

●上 [∧] で《ON》を選択できます。

●下 [∨] で《OFF》を選択できます。 必要なとき以外は《OFF》に設定してください。
●センター [○] を押して確定し、「コマーシャルモード設定 」に移ります。

＊「自動時刻合わせ機能」（P.6）を使う場合は、設定の必要がありません。

DEV. NAME:OFF
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＊詳しくは、P.19「メッセージの表示モードについて」を参照ください。

コマーシャルモード お店や待合室などで使うときに便利な表示モードです。

内蔵メッセージ表示機能 時刻や季節に合ったメッセージをランダムなタイミングで表示します。

●新しいアカウントの作成ページ

HOLIDAYS:ON

GREETINGS:ON

あいさつメッセージ設定 
《Good Morning》のような、時間帯に応じた英語のメッセージを表示するかどうかを設定します。

●上 [∧] で《ON》を選択すると、機能します。（《ON》がおすすめです。）

●下 [∨] で《OFF》を選択すると、メッセージは表示されません。

●センター [○] を押して確定し、「祝日メッセージ設定」に移ります。

祝日メッセージ設定 
《Happy New Year!》など、年間の行事に応じた英語のメッセージを表示するかどうか設定します。

●上 [∧] で《ON》を選択できます。（《ON》がおすすめです。）

●下 [∨] で《OFF》を選択できます。

●センター [○] を押して確定すると、「メイン設定モード」を終了して通常の表示に戻ります。

＊「時刻表時」や、「日付表示」を《OFF》にすると、関連したメッセージは表示されません。

午前

*米国の習慣にもとづいたもので、日本ではあまりなじみのないメッセージも含まれています。

Good Morning Good Afternoon Good Evening

iXP3 専用サイト 日本語版トップページ

http://www.tenyo.co.jp/tweetfantasy/index.html

2. ログインページになります

　ので「新しいアカウントを作

　ります」をクリックします。

3. 右端の赤い印のついている

　欄、すべてに記入します。

※印の無い欄は、記入しなくて

　もかまいません。

1. パソコンから下記専用サイトにアクセスします。

　トップページが表示されたら「ログイン」をクリックします。

昼～夕方 夜

例） 12/31～1/1 12/25

2/14 11/30～12/31 

Happy New Year Merry Christmas

Happy Valentine's Day Happy Holidays

＊パソコンはインターネットサイトの閲覧と、電子メールの送受信ができる必要があります。

●上 [∧] で《ON》を選択し、「コマーシャルモード」にできます。

　説明書をひと通り読み終えるまでは《ON》がおすすめです。

●下 [∨] で《OFF》を選択し、「ノーマルモード」にできます。

●センター [○] を押して確定し、「あいさつメッセージ設定」に移ります。

COMM. MODE:ON

コマーシャルモード設定 

iXP3 アカウントを作成する

専用ホームページにアクセス

ツイッターや、友人・家族同士でメッセージを楽しむ3
本体にツイッターのツイートを表示させたり、RSS の記事を表示させたり、メッセージを送って浮

かび上がらせたりして楽しむ方法を説明します。準備として、iXP3アカウントの作成と本体の登録

が必要です。インターネットに接続したパソコンを使って行います。

●ユーザ－名
・iXP3アカウントにつける名前であり、ツイートファンタジー iXP3でメッセージを送るときの

  あなたのニックネームになります。

・iXP3アカウントへのログインや、メッセージの送受信のときに使います。

・設定によって本体に表示されたり、返信のメールに記されたりします。

※他の人が既に使っている名前は入力できません。

※本名をそのまま使うなど、あなたのユーザ－名と推測されやすいものは避けてください。推測

　されやすいと、知らない人からの迷惑メッセージが本体に表示される可能性が高まります。

●パスワード
※iXP3アカウントを他人の侵入から護るカギです。他人に知られないように管理してください。

※忘れてしまった場合は、ログイン画面にある「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、表示

　された手順に従ってください。

＊ユーザー名は、いちど決定してしまうと変更ができません。ご注意ください。
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個人情報の利用目的

・あなたに重要な情報をメールしたり、登録された内容を変更、追加、削除する際の確認メールを

　送ります。

※送られてきたメールに記載されたURL アドレスからサイトにアクセスする必要があります。

　必ずパソコンで受信するメールアドレスを入力してください。携帯電話のメールアドレスを入力

　すると、後の手順が困難になり、そのアカウントが使えなくなる場合があります。

※登録したメールアドレス宛のメールが読めなくなると、パスワードを忘れた場合の手続きや、

　登録メールアドレスの変更ができなくなりますので、ご注意ください。

・ログインすると、画面の右上に表示されます。（ユーザ－名と同じでかまいません。）

・「お名前」欄は、日本語でも表記できます。

●国名

●本体 ID

●本体名

●セキュリティコード

●メールアドレス

・「Japan」を選んでください。

4. 必須項目の記入が終わったら、「サインアップ」のボタンをクリックしてください。登録したメール

　アドレス宛に確認のメールが送られます。画面にメールが送られたというメッセージが出ますので

　OKを押します。これで iXP3 専用サイトでの作業は一旦終わりです。

5. 確認のメールを開き、その指示に従って再度、iXP3 専用サイトにアクセスしてください。

　iXP3アカウントの登録が完了し、利用が可能になります。

※一度作成した iXP3アカウントは削除することができません。

※登録した内容は、画面右上の「プロフィール」をクリックすると確認できます。

※修正ボタンをクリックすると「ユーザー名」以外は修正することができます。

ページ右上、「ログアウト」の文字をクリックします。

ログイン、ログアウトの方法

ログイン

ログアウト

iXP3アカウントにご登録いただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。

・ツイートファンタジー iXP3 をお楽しみいただくサービス（以下、サービス）を提供するため。

・サービスに必要なユーザーへの連絡のため。

・サービスに関して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため。

1. あなたの iXP3アカウントにログインして、画面左側にある「本体」を選んでクリックします。

2.「本体を登録」ボタンをクリックします。画面右側に表示された説明に従い、3つの欄、すべてに記

　入します。また、チェックボックスにもチェックして設定します。

本体の底面に貼ってあるラベルの、“Device”

と表記されたヨコの銀色の部分を削ると、

本体 ID があらわれます。

iXP3専用サイト 日本語版トッ

プページにアクセスします。「ロ

グイン」をクリックして、ログイ

ンページに入りユーザ－名とパ

スワードを打込みログインのボ

タンをクリックします。

■メインの本体にする：複数の本体を登録した時に、メインになる一台にチェックします。

■メールを受け取る：メールでのメッセージを受けとって表示する時にチェックします。

■返信を受け取る：返信のメッセージを受けとって表示する時にチェックします。　

■ツイッターを受け取る：ツイッターを受けとって表示する時にチェックします。

■RSSを受け取る：RSSを受けとって表示する時にチェックします。

※最初のうちは、すべてのチェックボックスにチェックを付けることをおすすめします。

　（あとで必要に応じてチェックを外してください。）

本体に付ける名前です。メッセージを受信するときにも使用します。

また、設定によって本体に表示されたり、メールの本文に表記されたりします。

あなたが直接入力していることを確認するための仕組みです。

意図的に画像化した文字列が表示されます。それを読み取って入力してください。

Serial

Device

MAC

45000045

AL98PLYKCDJ

4 9 00 50 5 8 2 3 4 1 6 1 7

コイン等で削って
ください。 →

●お名前

思わぬトラブルにならないために…
iXP3 専用サイトでの作業が既に終了し、別の作業

をしたり、パソコンから離れる際は、必ずログアウト

をしてください。

●ログインページ

本体を登録する

※ユーザ－名とパスワードを打込み
　ログインのボタンをクリックします。
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iXP3アカウントとは…

ツイートファンタジー iXP3 本体に表示されるメールやツイッターは、インター
ネット上にある iXP3 専用サイトを経由し、本体表示されます。また、返信など
メッセージを送る時も、iXP3 専用サイトに経由させてからそれぞれの宛先に
送られます。そのために、iXP3 専用サイトに、メッセージを受けとったり送り
出すための、あなた専用の窓口を作ります。この窓口のことを「iXP3アカウン
ト」と呼びます。

3. 記入が終わりましたら「登録」をクリックします。これで登録は終了です。

　※１台の本体を複数の iXP3アカウントに登録することはできません。

　※１つのアカウントに、複数の本体を登録する事は可能です。

「本体」のページにアクセスすると、いつでも内容が確認でき、また修正や登録の解除もできます。

●修正するには、登録内容を修正したい本体の欄の「修正する」をクリックします。

●解除するには、「本体」欄のチェックボックスをチェックして、「削除」ボタンをクリックします。

●修正のページで本体を「一時休止」にすることで、登録や設定を残しながら、メッセージを受け取

　らなくすることができます。しばらく使わないときや複数の本体を切り替えて使用したい場合に、

　受信箱にメッセージをためずに済みます。

ユーザー名と本体名を、本体に表示することができます。

●「メイン設定モード」（P.5 参照）で設定できます。

※本体の本体名や登録した iXP3アカウントのユーザー名を忘れてしまったときに、助けになります。

あなたがフォローしている人達のツイートを、つぶやかれた一番新鮮なタイミングで表示させて、

楽しむことができます。

※先にツイッタ－のアカウントが必要です。まだ、お持ちでない方は、ツイッタ－のサイトにアクセス

　して、ツイッタ－アカウントを取得してください。

1.自分のiXP3アカウントにログインして、左側

　の選択肢から「設定」を選んでクリックします。

　次に、「ツイッター」のタブをクリックします。

　ツイッタ－の設定のページが表示されます。

2.「登録」ボタンをクリックします。

3.ツイッターのサイトが開き、そこでプログラ

　ムの開発会社名と共に、『アプリケーション

　が、あなたのアカウントへの接続を要求して

　います。～』という文章が表示されます。

　画面の指示に従って操作し「許可する」を選

　択します。これで登録は完了です。

4.iXP3 専用サイトに戻り、左側の選択肢から

　「本体」を選んでクリックし、本体の設定が「ツ

　イッターを受け取る」になっていることを確

　認してください。以上で設定が完了しました。

※常に最新のツイートを表示させるには、「メイン設定モード」（P.5 参照）で「コマーシャルモード設

　定」（P.21参照）を《ON》にします。

※ツイッタ－のアカウントは１つだけ登録できます。

※他の iXP3アカウントに登録しているツイッターのアカウントは登録できません。

※登録を解除するには「解除」ボタンをクリックします。

※「URLを省略する」をチェックすると、ツイッターのメッセージ中にURLの記載がある場合、

　[link] という文字に置き換えて表示します。

ツイッター（ ）とは…

Twitter社が提供する、インターネット上のサービスです。登録した人達が、サ
イトの中に自分のページに「ツイート」という140 文字以内の短い書き込みを
しています。友達や、同じ趣味の人、気になる有名人がツイートしていたり、政
治家、お気に入りのお店や企業、興味のある団体がツイートしていたりしま
す。株の情報や、明日のお天気、好きなチームの試合結果などもツイートされ
ています。気に入った登録者に「フォロー」というチェックをしておくと、その
ツイートだけを集めて時間順に一覧で表示することができます。

http://twitter.com

iXP3 専用サイトのアップデートについて

本製品をより快適にご利用いただくため、サイトの仕様が予告無く変更する場合があります。

そのため、本書と実際のサイトの内容が異なる場合があります。ご了承ください。

ツイッター

RSS

メール

iXP3専用
サイト

登録した内容の確認や修正

本体名の表示機能

ツイッターを表示する

「ツイッター」タブ
ユーザー名と本体名が他人に知られると、迷惑メッセージなどが本体に表示される可能性が

高まります。通常はこの機能は《OFF》にして、必要なときだけ《ON》にしてください。
特に、多くの人目に触れる場所で、本体をご使用する場合は、必ず《OFF》にしてください。
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1. パソコンや携帯電話から次のようなメールを作って送信します。

宛先：

どのアカウント、本体に送る場合でも共通の宛先です。

本文：表示させたいメッセージ

送信者のメールアドレスを含めて200 文字までのメッセージが送れます。

※200 文字を超えた部分は表示されません。

件名：（ユーザ－名） . （本体名）

件名で送り先の本体を指定します。

例えば、ユーザ－名が「ABC123」で

本体名が「xyz456」の場合、

件名は『ABC123 . xyz456』 となります。

※「ユーザ－名」だけを入力すると、メインに設定され

　ている本体に送られます。（P.11参照）

・ひらがな　・カタカナ　・数字　・アルファベット（全角 /半角）　・漢字（JIS 第一水準）

・ギリシャ文字　・キリル文字　・記号類（絵文字によく使われる文字のほとんど）

宛先
C C

件名 ABC123.xyz456

本文

大好きだよ！

2. ユーザ－名「ABC123」の本体名「xyz456」という本体にメッセージが表示されます。

　このとき、はじめに送信元のメールアドレスが表示され、続いてメッセージが表示されます。

　（例えば、『jump@tenyo.co.jp』からメールを送った場合《jump@tenyo.co.jp: 大好きだよ！》と

　表示されます。)

　※「本体」の設定で、「メールを受け取る」にチェックが無いと、メッセージは受けとれません。

　※メールアドレスが表示されますので、多数の人目に触れる場所で本体を使用される場合、「本体」

　　の設定からメールの受信をしないようにすることをおすすめします。

メッセージに使用できる文字

※本体に表示できない文字（例：「仝」「㌧」「Ⅷ」など）がメッセージなどに含まれている場合、□が
　表示されます。
※漢字の JIS 第ニ水準以降（例：「薔薇」など）はサポートしていません。メッセージに含まれて
　いる場合、本体には□が表示されます。

RSSとは、サイトのページの更新内容などの要約を発信するための仕組みです。iXP3アカウント

に、RSS の発信元（フィードと呼びます）を3つまで登録できて、それぞれタイムリーに本体に表示

できます。

1. 自分の iXP3アカウントにログインして、左側の選択肢から「設定」を選んでクリックします。

　つぎに、「RSS」のタブをクリックします。

2. 表示された欄に入力します。

　・本体：どの本体に表示するかを選択します。

　・RSS 名：登録するRSSフィードの名称を決めて入力します。

　　※本体にRSSメッセージが表示されるときに、本文の前に表示されます。

　・RSSリンク：RSSフィードのURLを入力します。

3.「登録」をクリックします。

　※左側の選択肢から「本体」を選んでクリックし、本体の設定が、「RSSを受信する」になっている

　ことを確認してください。

ご家庭に設置したツイートファンタジー iXP3に、外出先からメッセージを送って表示させたり、ツ

イートファンタジー iXP3 を持っている人どうしで、お互いにメッセージを送って表示させ合うこと

ができます。

●メッセージを送信してツイートファンタジー iXP3に表示させるには、メールで送る方法と、iXP3

　専用サイトから送る2つの方法があります。

●受信したメールのメッセージや iXP3 専用サイトからのメッセ－ジは、iXP3アカウントの受信箱

　に50 個まで保存されます。iXP3アカウントにログインして受信箱のページを見ると、保存され

　ているメッセージを確認できます。詳しくはP.18 を参照ください。

●常に最新のメッセージを表示させるか、まだ見ていないメッセージが分かるように表示するかを

　設定することができます。詳しくは P.19「メッセージの表示モード」を参照ください。

受信側は、メールで送られたメッセージを表示するときに、送信元のアドレスの＠以下を省略するよ

うに設定できます。この場合、《 jump：大好きだよ！》と表示されます。

1.iXP3 専用サイトにログインします。

2. 画面左側の選択肢から「設定」をクリックし、「表示」タブを選択します。

3.「メールで受け取ったメッセージについて、差出人のアドレスの＠以下を省略して表示しますか？」

　の選択肢で「はい」を選択します。

メールでメッセージを送る

RSS を表示する　（最新情報をキャッチ）

友人・家族同士でメッセージを楽しむ

送信元のアドレスを簡略化して表示する
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メッセージを新しく作成するとき、ご自分の「ユーザ－名」や iXP3アカウントに登録した「お名前」を

本文に自動入力するかどうかを設定できます。

1. 自分の iXP3アカウントにログイン

　して、左側の選択肢から「メッセージ

　の作成」を選んでクリックします。

　つぎに、宛先欄の右端にあるフレンド

　リストをクリックします。

2.フレンドの一覧があらわれます。送り

　先の本体名にチェックをつけます（複

　数選択可）。終わったら、「メッセージ

　の作成」ボタンをクリックします。

3. メッセージの編集のページに戻りま

　すので、本文欄にメッセージを入力

　します。200 文字までのメッセージ

　が送れます。

※本文欄のすぐ上にあるマークは、本文作成中にクリックすると使える、ツイートファンタジー iXP3

　専用の顔文字や記号です。

4. 送信ボタンをクリックすると、メッセージが送信されます。

iXP3 専用サイトからメッセージを送ってツイートファンタジー iXP3に表示させることができます。

あなたのご使用する本体にメッセージを送ったり、「フレンド登録」（P.17 参照）をしたお友達などの

本体とメッセージの送受信ができます。

今日もいい天気！・入力しない：何も付け加えません

: 今日もいい天気！登録したお名前・お名前：iXP3アカウントに登録した「お名前」を
　　　　　付け加えます

ABC123 : 今日もいい天気！・ユーザ－名：ユーザ－名を付け加えます

3.「自動であなたの名前を入力させますか？」の選択肢を選びます。

例）

例）

例）

例えば友人など、複数のツイートファンタジー iXP3 同士でメッセージのやり取りができます。

1. お互いのユーザー名を伝え、ご自分の iXP3アカウントにログインして、左側の選択肢から「フレ

　ンドリスト」をクリックします。

2.「フレンドを登録」ボタンをクリックします。

3. 入力欄に、相手のユーザ－名を入力して「登録」をクリックします。「フレンド申請のメッセージを、

　…『相手のユーザー名』… 宛に送りました」と表示が出ますので、「OK」をクリックします。

4. 相手のアカウントにフレンド申請されましたので、相手の承認を待ちます。

　（フレンドリストに「承認を待っています」と表示されます）

5.相手側：iXP3アカウントにログインしたときに、フレンド申請の通知画面が開きます。

　（iXP3アカウントに登録されたメールアドレス宛に通知のメールも届きます。）

　あなたからの申請であることを確認してから、「受諾」ボタンをクリックします。

　※もしも、心当たりのないユーザー名からフレンド申請が送られてきた場合は、「拒否」することが

　　できます。

6.フレンドリストに『申請が受け入れられました』と表示されます。

　これでフレンド登録は完了しました。

※フレンド登録をやめる場合は、フレンドリストから削除すれば、登録を解除できます。

※フレンド登録した相手には「お名前」欄の情報が見えるようになります。

1. 自分の iXP3アカウントにログイン

　して、左側の選択肢から「設定」を選

　んでクリックします。

2.つぎに、「送信」のタブを選択します。

iXP3 専用サイトからメッセージを送る フレンド登録

送信元を自動入力する
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メッセージを管理する

メッセージの表示モードについてもっと使いこなすために4

COMM.MODE:OFF

表示する件数の設定

受信箱や送信箱のページを表示する際に、一度に表示するメッセージの件数を
設定ができます。
1.iXP3 専用サイトにログインします。
2. 画面左側の選択肢から「設定」をクリックし、「表示」タブを選択します。
3.「一度に表示するメッセージの数」の選択肢からお好みの件数を選択します。

ノーマルモード

iXP3 専用サイトにログインして、左側の選択肢にある「受信箱」「送信箱」をクリックすると、パソコ

ンの画面にメッセージを一覧で表示します。欄の１つをクリックすると詳細が表示されます。不用な

ものにはチェックを付け、削除ボタンをクリックすると削除できます。

受信箱
届いたメッセージが保存されています。メッセージは、それぞれ画面左側の選択肢に「iXP3」、「ツ

イッター」、「RSS」と分類されます。また、保存できるメッセージの数には限度があります。

「iXP3」は、保存限度数を超えるとメッセージを受け付けません。メッセージを削除し、受信箱に空

きを作ることで、再び受信できるようになります。「ツイッター」と「RSS」は、保存限度数を超える

と、古いメッセージが自動的に削除されていきます。

「iXP3」：メールや iXP3 専用サイトから送られたメッセージを保存。

●保存数 50 件まで。超えた場合、新しく受信しません。

●本体の赤い LED（フルランプ）が点灯します。

「ツイッター」：ツイッターのツイートを保存。

●保存数 20 件まで。超えた場合、古いツイートを自動削除。

「RSS」：RSSフィードの記事を保存。

●保存数40 件まで。超えた場合、古い記事を自動削除。

送信箱
iXP3 専用サイトから送ったメッセージが保存されています。

●一覧の右端にある「状態」欄は、最初は「未読」の状態ですが、送信先で操作が行われると「既読」

　に変わります。

メッセージを連続して受け取った場合の表示方法は「ノーマルモード」と「コマーシャルモード」があ

ります。表示は、メールや iXP3 専用サイトからのメッセージと、ツイッターや RSS など他のメッ

セージとでは異なります。この項では、メールや iXP3 専用サイトからのメッセージを『iXP3メッ
セージ』と呼ぶことにして説明していきます。

「ノーマルモード」は、受信した iXP3メッセージを留守電のように貯めておき、あとから読めるモー

ドです。留守中でも、在宅中でも、メッセージを見逃してしてしまうことのないモードです。通常、ご

家庭での使用に向いています。

「コマーシャルモード」は、受信したメッセージを電光掲示板のように次々表示していきます。お店や

待合室などで使うのに向いています。

ノーマルモードにするには
「メイン設定モード」に切り替え、「コマーシャルモード設定」を《OFF》に設定します。（P.8 参照）

ノーマルモードでは、以下のような表示状態になります。

■受信メッセージがない場合 （基本状態）
本体に設定した、時刻や日付、あいさつメッセージなど、最後に表示したメッセージを表示します。

■ツイッターや RSSメッセージを受信した場合

受信したメッセージを順番に表示していき最後のメッセージから 3 分間経過すると基本状態に戻

ります。

■iXP3メッセージを受信した場合

・未読メッセージを表示し続けます。複数受信している場合は、最初に受け取った未読メッセージ

　を表示し続けます。

・右 [＞]を押すと、そのメッセージは既読メッセージとなり、次の未読メッセージを表示します。

・未読の iXP3メッセージが無くなると、最後の iXP3メッセージを表示し続け、3分間経過する

　と基本状態に戻ります。

※未読のメッセージがあると、黄色い LED（未読ランプ）が光ります。

■ツイッターや RSSメッセージと iXP3メッセージを一時期に多数受信した場合

受信したメッセージを順番に表示していきますが、iXP3メッセージを受信すると、そのメッセージ

を表示し続けます。それ以降のツイッターや RSSメッセージは、表示も受信も一時停止します。

すべての iXP3 メッセージを既読状態にすると、ツイッターや RSSメッセージの表示と受信を再

開します。

・最後のメッセージを受信してから3分間以内でも、センター［○］を押してから下 [∨] を押せば、

　基本状態に戻せます。

・基本状態からメッセージを受信したときと同じ状態にするには、右 [＞] を押します。
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ツイートファンタジー iXP3 をお持ちの方同士で、次々とメッセージを交換して会話を楽しむモー
ドです。

チャットモードにするには
ノーマルモードの基本状態で、左 [＜] を押し、《Chat mode.》の表示にします。
（センター［○］を押してから下 [∨] を押すと、基本状態にできます。）

チャットモードでは、以下のような表示状態になります。

■ iXP3メッセージを受信していない場合
・《No Message》と表示されます。
・メッセージの受信がないまま3分間経過するとノーマルモードの基本状態に戻ります。

■iXP3メッセージを受信した場合
・未読メッセージを表示し続けます。複数受信している場合は、最初に受け取った未読メッセージ
　　を表示し続けます。
・右 [＞] を押すと、そのメッセージは既読メッセージとなり、次の未読メッセージを表示します。
・未読メッセージが無くなると、最後のメッセージを表示し続け、3分間経過するとノーマルモー
　ドに戻ります。

リモコンを使って、メッセージに返信する

クイック返信機能について

了解です！

あとで連絡します。

ほんと！？

OK です。 ゴメン！予定あり。

がんばってね！おめでとう！

ありがとう！

楽しみだねっ！

お疲れさまでした。
定形文

コマーシャルモード

チャットモード

BROWSE:iXP3

BROWSE:FEED

21

表示されているメッセージが、メールか iXP3 専用サイトからのメッセージの場合、リモコンを使っ

て「了解！」「ありがとう」などの返信メッセージをすぐに作って送ることができます。

コマーシャルモードにするには
「メイン設定モード」に切り替え、「コマーシャルモード設定」を《ON》に設定します。（P.8 参照）

コマーシャルモードでは、以下のような表示状態になります。

■受信メッセージがない場合 （基本状態）
ノーマルモードと同様に、本体に設定した、時刻や日付、あいさつメッセージなどや、最後に表示し

たメッセージを表示します。

■メッセージを受信した場合

iXP3メッセージもツイッターや RSS のメッセージも、順番に表示していき、最後のメッセージを

表示してから3分間経過すると基本状態に戻ります。

※未表示のメッセージがあると、黄色い LED（未読ランプ）が点滅します。

※緑のLED（接続ランプ）が点滅している時に、左[＜]または、右[＞]を何度も押すと、インターネッ

トとの接続が切れ、新しいメッセージが表示できなくなることがあります。その際は、コンセントを

抜き、数秒待ってから差し直してください。

※前に受信したメッセージを再表示するには、ノーマルモードに切り替えてください。

・最後のメッセージを受信してから3分間以内でも、センター［○］を押してから下 [∨] を押せば、

　基本状態に戻せます。

・基本状態からメッセージを受信したときと同じ状態にするには、右 [＞] を押します。

前に受信したメッセージを再表示するには
iXP3アカウントの受信箱に保存されているメッセージは、本体に再表示できます。

●メッセージを受信したときと同じ状態にします。左 [＜]を押すことで、次々と前のメッセージを表　

示させることができます。右 [＞] を押すと後のメッセージに戻ります。

● このときツイッターや RSS メッセージだけを表示したり、iXP3 メッセージだけを表示したり

　できます。そのためにはセンター［○］を押します。《BROWSE:iXP3》と表示されますので、上 [∧]

　を押して以下のどちらかを選択してからセンター［○］を押します。しばらく《Updating Inbox …》

　と表示されてから、選んだメッセージだけを表示するようになります。

メールや iXP3 専用サイトから送るメッセージを表示する。

ツイッタ－やRSSを表示する。

メッセージを削除するには
削除したいメッセージを表示します。

・上 [∧] を押すと、《DELETE MSG: YES》と表示されます。センター［○］を押して削除します。

　（この作業を取り消したい場合は、上 [∧] または、下 [∨] を押して《NO》を選び、センター［○］を

　押します。）

メッセージを記憶させるには
記憶させたいメッセージを表示します。

・下 [∨] を押すと、メッセージを本体に記憶できます。（「メモリーメッセージ表示機能」P.22 参照）

※受信箱には、iXP3メッセージが最新の30件まで保存され、それ以前のメッセージは自動的に削除
　されます。
※ツイッターや RSSメッセージは、受信機能が一時停止します。

1. 表示モードをノーマルモードにします。未読のメッセージを全て読んでから、左 [＜] を押して、返

　信したいメッセージを表示させます。

2.リモコンの [ 返信 ] ボタンを押します。

　《To. . . 》と短く表示された後、表示が変わり

　「：」の後ろに返信メッセージが入力できるよ

　うになります。

3.[ 定形文 ] ボタンを押すとひとつ目の定形文

　《了解です！》が 2秒間表示されます。

　2 秒以内に続けてボタンを押すことで、次々

　と定形文を変えていくことができます。

　使用したい定形文で2 秒間ボタンを押さな
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メモリーメッセージ表示機能

その他の機能を楽しむ5

メッセージの記憶のさせ方

　いと、定形文が確定されます。

※定型文を確定した後で再度 [ 定形文 ] ボタンを押すと《了解です！ありがとう！》のように定型文

　が続いたメッセージを作ることもできます。

※他よりも明るく光っている場所は、リモコンのボタンを押すことで、英数字や記号を入力したり、

　削除（一文字を空白にする）や後退（一文字を消して文章を詰める）といった編集が可能です。

　左 [＜]または、右 [＞] で編集できる場所を移動できます。

4. 左 [＜] または、右 [＞] でメッセージ全文を確認できます。センター［○］を押すと送信できます。

お気に入りのメッセージを本体に記憶させて、時刻や日付といっしょに毎日表示させたり、毎年、指

定日に表示させたりすることができます。例えば、ご自分の目標を毎日表示させたり、家族の誕生日

に祝福のメッセージを表示させてお楽しみいただけます。

～ メッセージの入力例 ～

家族をサプライズメッセージでハッピーに
◎ お誕生日のお祝いに　（誕生日）

Happy Birthday けんちゃん！　ママ & パパ

お気に入りのメッセージをいつでも表示
◎ 単身赴任のお父さんへ　（毎日表示）

お父さんがんばってね！　えり & ゆうた

ご自分へのメッセンジャーとして
◎ 目標を掲げよう！  （毎日表示）

いくぞ！　全国大会！！

“注目度UP ! ”のディスプレイに
◎ おすすめ商品のPRに  （毎日表示）

この春イチオシ！ ただいま予約受付中！！

メモリーメッセージの“こんな、あんな”使いみち

●メッセージを本体に送るには、インターネットに接続する必要がありますが、そのあとは接続され

　ていなくても、メッセージを表示することができます。

●記憶できるメッセージは 4個です。

●それぞれに表示する日付（または毎日表示、非表示）の設定ができます。

●コンセントを抜いても記憶したメッセージは消えません。

※記憶させるメッセージは、英文であれば、インターネットに接続しないでも、リモコンを使って本

　体の表示を見ながら直接作成することができます。

※メッセージを作成して本体に送るには、iXP3 専用サイトから送る方法が便利です。

毎日表示します。

記憶だけして表示はしません。

1. 表示モードをノーマルモードにします。（「メイン設定モード」で「コマーシャルモード設定」の表示

　にして、《OFF》に設定します。）

2.右 [＞]を一回押してから、左 [＜]または、右 [＞]を操作し、記憶させたいメッセージを表示させます。

3.下 [∨] を押します。《SAVE MSG : YES》と表示されますので、センター [○] を押して記憶させ

　ます。（記憶を止める場合は、上 [∧]または、下 [∨] を押して《NO》を選択してから、センター [○]

　を押します。）

　※上 [∧] を押すと削除になりますのでご注意ください。（P.20 参照）

4. 《MSG1》から《MSG4》まで、4つの記憶場所があります。

　記憶させる場所を上 [∧]または、下 [∨] で選びます。

5. 右 [＞] を押して明るく表示された部分を移動させながら、

　上 [∧]または、下 [∨] を押して、日付を設定します。

　※あとで、設定し直すこともできます。

6.センター [○] を押して日付を確定すると、《Saving...》と表示されて、記憶が完了します。

　※月の選択肢の中で、《Daily》《OFF》が選べます。

SAVE MSG:YES

MSG2:Dai ly

Dai ly

OFF

MSG2:Jul 30
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上 [∧]

上 [∧]

下 [∨]

ALARM：ONCE … 最初の１回だけアラームが動作します。

ALARM：REPEAT … 毎日繰り返してアラームが動作します。

ALARM：OFF … アラームは動作しません。

アラーム機能メッセージの設定と本文の編集

アラーム動作を止めるには
●センター [○] を押します。

※他のボタンを押しても電子音は止まりますが、100 秒後にまた電子音が鳴りだします。

※電子音の設定が《CLICK》《OFF》でも、アラームの音は鳴ります。（P.7 参照）

設定した時刻になるとユニークなアラーム動作が始まります。設定できる時刻はひとつです。

・インターネットに接続しなくてもお使いいただけます。

アラーム動作
設定した時刻から100 秒間は、時刻だけを点滅させる表示に変わり、そのまま100 秒経つと、

電子音が鳴りだします。

アラーム機能の設定
サブ設定モードというモードに切り替えて設定を行います。

●時刻などが表示されている状態（基本状態）でセンター［○］を１回押して、すぐ指をはなします。

　《SAVED MSG: ON（またはOFF）》と表示され、サブ設定モードになります。

　（もし《BROWSE: iXP3》と表示された場合は、下［∨］を押してから再度試します。）

●もう一度センター［○］を押すと、アラーム設定の表示になります。

●上 [∧] を押すと《ONCE》と《REPEAT》を切り替えられます。

●下 [∨] を押すと《OFF》になります。

●センター [○] を押して、設定を確定します。

　※《OFF》を選択すると、ここで設定が完了して、サブ設定モードが終了します。

次にアラームの時刻を設定します。

●アラームを開始する時刻を上 [∧] または、下 [∨] と、左 [＜] または、右 [＞] で操作して設定し

　ます。

●センター [○] を押して設定を確定し、通常の表示に戻ります。

サブ設定モードというモードに切り替えて設定を行います。

●時刻などが表示されている状態（基本状態）でセンター［○］を１回押してすぐ指をはなします。

　《SAVED MSG:ON（またはOFF）》と表示され、サブ設定モードになります。

　（もし《BROWSE:iXP3》と表示された場合は、下［∨］を押してから再度試します。）

次にメモリーメッセージを表示するかどうか選択します。

●上 [∧] を押すと《ON》、下 [∨] を押すと《OFF》が選べます。

●センター [○] を押すと設定を確定し、アラーム設定に移ります。（P.25 参照）

※もう一度センター [○] を押せば、通常の表示に戻ります。

●右 [＞] を押すと、次の設定に移ります。

表示する日付の設定を編集します。

●上 [∧] または、下 [∨] で MSG１～MSG4 のうち編集する

　メッセージを選びます。

●右 [＞] を押して、明るく表示された部分を移動させます。

　上 [∧] または、下 [∨] で表示させる日付が変更できます。

●センター [○] を押すと、次の設定に移ります。

メッセージ本文を編集します。

●記憶されているメッセージの文頭が表示されて、編集が可能

　になっています。左 [＜]または、右 [＞] で明るく表示された

　部分を動かせます。これで、メッセージの確認もできます。

　 メッセージの文末より右に光っている部分を送ると、『 _ （アン

　 ダーバー）』に変化します。この状態で編集を終えると、『 _ 』が

　 ついた状態でメッセージが記憶されますのでご注意ください。

●上 [∧] または、下 [∨] を押すと、アルファベットと数字といくつかの記号を入力できます。

　日本語は入力できません。

　 一度でもボタンを押して文字を変えてしまうと、後戻りができませんので、ご注意ください。

・リモコンの [ 消去 ] ボタンを押すと、その文字を消して空白に置き換えます。

・ リモコンの [ 後退 ] ボタンを押すと、ひとつ前の文字を消して詰めていきます。

 

●センター [○] を押すと、編集内容を確定して、次のメッセージの番号と日付が表示されます。

　（4 番目のメッセージを確定した場合は、サブ設定モードの最初の表示に戻ります。）

・続けて次のメッセージの編集をすることができます。

・編集を終えるには、左 [＜] を押して、サブ設定モードの最初の表示に戻ります。

● サブ設定モードの最初の表示で［取消］ボタンを押すと、サブ設定モードを終了します。

ALARM:OFF

17：13

MSG2：Jul 30

MSG2：Jan 31  

世界初！空中に文字

クロックです。_
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「故障かな？」と思ったら

株式会社テンヨー  サービスセンター

〈 お問い合わせ先 〉

〒１３５-８３８９　東京都江東区千石2-8-11

『「故障かな？」と思ったら』をお読みになっても、問題が解決しない場合は、
下記までご連絡お願いいたします。

受付時間（※土、日、祝日を除く）：9:00～12:00／13:00～17:00　

TEL .03-3647-4649

-補　足-
iXP3専用サイト日本語版トップページの「お知らせ」を確認してください。
●システム上のトラブルが発生している場合は、その旨をお知らせする場合があります。
●仕様の変更があった場合、その内容をお知らせいたします。
●iXP3 専用サイトの『「故障かな？」と思ったら』は、更新されていきますので、こちらもご参照く
　ださい。

iXP3 専用サイト 日本語版トップページ

http://www.tenyo.co.jp/tweetfantasy/index.html

「振り子が動かない、小さくしか動かない」
●振り子の先端を指先で本体の端まで寄せてから手を離して、振り子を大きくゆらしてください。
●エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コ
　ンセントを差し込んでください。
●大きな電力を使う電気製品とコンセントを共用していると動作しない場合があります。別のコ　
ンセントで試してください。

「異音がする」
●数メートル離れても聞こえる場合は、コンセントを抜き、振り子が曲がっていないか調べてくだ　
さい。もし曲がっていれば、軽く曲げて元に戻してください。
●小さなカタカタ、シャカシャカという音は、振り子が風を切る音や、振り子を動かす機構からの音
　で、問題はありません。ただし、日を追って音が大きくなる場合は使用を止め、当社サービスセン
　ターまでご連絡ください。

「何も表示されない」
●振り子の振れが充分でないかもしれません。「振り子が動かない、小さくしか動かない」の項目を
　ご参照ください。
●エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コ
　ンセントを差してください。

「英数字や記号がランダムに表示される」
●エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コン
　セントを差してください。もし頻繁に起きる場合は、当社サービスセンターまでご連絡ください。

「メッセージやツイッター、RSSが表示されない」
●iXP3 専用サイトから送った場合は宛先が、メールの場合は宛先と件名が正しいことを確認して
　ください。ツイッターや RSS の場合は、それぞれのサイトを見て、新着があることを確認してく
　ださい。

＊受信箱（P.18 参照）を確認して、以下で該当する項目をご参照ください。
【メッセージが受信箱に届いている場合】
●表示モードがノーマルモードで黄色い LED が光っている場合、未読のメッセージがあるために
　新着メッセージが表示されていない可能性があります。右［＞］を押していって、全ての未読メッ　
セージを「既読」にしてください。（P.19 参照）
●インターネットに接続していない可能性があります。下記の「インターネットに接続しない」の項
　目を参照ください。

【メッセージが受信箱に届いていない場合】
●iXP３アカウントの本体の設定で「一時休止する」が「いいえ」、「メール（またはツイッター、RSS）
　を受けとりますか？」が「はい」になっていることを、確認してください。（P.11参照）
●本体の赤い LEDが点灯している場合は、受信箱がいっぱいです。iXP3アカウントにログイン　
し、メッセージを削除してください。（P.18 参照）

「インターネットに接続しない」
●エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コ

　ンセントを差してください。
●LANケーブルの両端が、それぞれしっかり差されていることを確認してください。
●同じルーターやハブに接続されたパソコンから、ウェブページを見に行くなどしてお使いのイン
　ターネット回線などに異常がないか確認してください。

「リモコンやキーパッドのボタンを押しても反応しない」
●エラーの可能性があります。いったんコンセントを抜き、十数秒ほど間をおいてから、もう一度コ 
　ンセントを差してください。
〈 リモコンの場合 〉
●リモコンを本体の正面に向けて操作してみてください。
●2 本とも新しい乾電池が正しくセットされているか、確認してください。

「本体の設定が勝手に変わってしまう」
●本体の内蔵電池が消耗している可能性があります。P.28「内蔵電池の交換方法」をご参照ください。

「時刻がずれる。正しい時刻を表示しない」
●サマータイム設定が《OFF》になっていることを確認してください。（P.7 参照）
●自動時刻合わせ機能をお使いの場合、タイムゾーン設定が《+9》になっていることを確認してく　
ださい。（P.6 参照）
●本体の内蔵電池が消耗している可能性があります。P.28「内蔵電池の交換方法」をご参照ください。
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本　　体

本製品は、日本語フォントに「恵梨沙フォント」を使用しています。
「恵梨沙フォント」の著作権は、「恵梨沙フォント PJ」が保有しています。

消費電力：約 5W（通信状況等により、消費電力は変化します）
電　　源：家庭用 AC100V（50/60Hz）
内蔵電池：CR2032　（1個）

電　　池：単三乾電池　2 本使用 （別売）リモコン

©Tenyo 2010

ツイートファンタジー iXP3　仕様

●プラグの先をショートさせないでください。火災の原因になります。

●ペットを近付けないでください。ペットが振り子に触れたりコードで遊ぶと、ケガや故障の原因となります。

●水平で滑らない安定した場所に置き、テーブルの端など落下しやすい場所には置かないでください。

　作動中の細かい振動によって動きだし、落下するなど思わぬ事故につながります。

●振動で移動したり、正しく作動しなくなる物の近くに置かないでください。

　作動中の細かい振動が伝わり、動いて落下したり、誤動作を引き起すことがあります。

●人によってはまれに テレビ画面や電光掲示板のチカチカする光によって 頭痛やめまい、その他の医学的症状

　を起こすことがあります。そのような方は、使用の際に長時間、近くで見ることのないようご注意ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた

　ときは水で洗ってください。

●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長期間お使いにならない場合は、電池をはずしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。　

●子供の手の届くところに置かない。
●作動中の振り子に物や体の一部を近づけない。ケガや故障の原因となります。

●振り子を曲げたり歪めたりしない。ケガや故障の原因となります。

●説明書に無い方法で分解しない。
●コードを首に巻きつけない。窒息などの危険があります。

●コンセントやプラグは根元まで確実にさす。感電や火災の原因になります。

●プラグを口にしない。感電の危険があります。
●コンセントのホコリは定期的に拭きとる。ホコリが火災の原因になることがあります。

●水のかかるところに置かない。水をかけない。故障や感電の原因になります。

●ぬれた手でコンセントにさわらない。感電の危険があります。

○お手入れの際は、必ずコンセントと LANケーブルを抜いてください。

○本体の中にゴミや液体が入らないように注意してください。

○外側は湿った布で拭き、振り子は乾いた布で拭いてください。

○洗剤、薬品は使用しないでください。

「内蔵電池の交換方法」について

お手入れの方法

＊交換の方法は、「iXP3 専用サイト日本語版トップページ」から、「よくある質問」を選び、その中の
　「内蔵電池の交換方法」をご参照ください。

ツイートファンタジー iXP3 の本体には、電源が入っていない状態でも内蔵の時計や、いくつかの

設定を記憶し続けたりするための内蔵電池（ボタン電池 CR2032 ／1個）がセットされています。

基本的に、コンセントに接続中は、内蔵電池は消耗しませんが、ある程度の期間、ご使用いただく中

で時刻や設定に狂いが生じた場合は、内蔵電池の交換時期であることがあります。

警　　告

●振り子を持って時計本体を持ち上げないでください。　　　

●体に静電気がたまった状態で振り子に触れますと、故障する場合があります。故障を防ぐため、以下の事項をお守り

　ください。

　1. 時計の振り子には触れないようにしてください。

　2. 振り子に触れる時は、別の金属に触れて静電気を放電してから触れるようにし、短時間ですませます。

　3. ロビーや待合室など人が触れやすい場所に置く場合には、特に注意してください。

●本体の中にはゴミ、液体が入らないようにしてください。

●洗剤、薬品は使用しないでください。

●直射日光の当たる場所や熱い物の近くには置かないでください。また駐車された車の中に放置しないでください。

●リモコンのボタンやキーパッドは、きれいな手で扱ってください。油、汚れなどがつくと劣化を早め、また故障の原因

　となります。

●LAN ポートに、電話線を差し込まないでください。故障の原因になります。

お取り扱い上の注意

注　　意
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