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安全にお使いいただくために 
この説明書は、すぐに取り出せるところに保管してください。お客様や他人への危害

や損害を未然に防ぎ、安全に本商品をお使いいただくために、守っていただきたい

事項を記載しております。本書を必ずお読みになり内容をよく理解した上でお使いく

ださい。 

本商品はバッテリー内蔵となります。ご使用に際しては、かならず接続対象機器メー

カーが提示する警告や注意事項、取扱説明書の手順などに従い、以下の点にもご

注意ください。 

 

警告 ..............................................................................................  

・指定の用途以外に使用しないでください。 

・分解、改造、ショート（短絡）させるなどは絶対に行わないでください。 

・濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないでください。 

・接続部に液体・金属などの異物が入ることのないようにしてください。 

・火の近くや直射日光のあたる場所など高温になる場所で使用しないでください。 

・重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないでください。 

・ケーブルを折り曲げる、結ぶ、ねじる、引っ張る、伸ばすなどしないでください。 

・充電端子を接続する際は斜め向きや、無理に挿し込んだりしないでください。 

・万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合には、 

直ちに使用を中止し、充電アダプタや AC タップなども含めて点検をしてください。 

以後は火災や事故・故障の原因となるため使用しないでください。 

ご注意 ...........................................................................................  

(1) 本商品を落下させたり、激しい振動や衝撃を与えたりしないでください。 

(2) 使用や保管に適した環境は、0℃～45℃、湿度 75％以下です。 

ほこりの多い場所、腐食性物質や火気のそば、直射日光や高温多湿、雨に濡れるよ

うな状況、車内に放置などを避けて使用、保管してください。 

(3)充電する前に端子接点部分にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、

異常がある場合は接続しないでください。 

(4)充電端子面に水や汚れが付着した場合、乾いた布等でよく拭き取ってから接続し

てください。 
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(5)充電端子をスマホ等の充電対象機器に接続する場合、挿し込み口にホコリ等が

入らないようよくご確認の上接続してください。 

(6)充電端子を抜き挿しする時には必ずコネクタ部分を持って行い、金属接点部分に

直接触れたりケーブルだけを引っ張らないでください。 

(7)充電端子部分をショートさせたりしないでください。 

(8)内蔵バッテリー部分が膨張や変形などした場合には、ただちに使用を中止してく

ださい。 

(9) いたずらなど防止のため、子供や乳幼児の手の届かないところで使用・保管くだ

さい。 

(10) 「家庭ごみ」として本商品を廃棄しないでください。バッテリーや部品がリサイク

ルできる場合があります。お住いの地域や自治体の方針に従って、処分してください。 

 

上記の警告や注意を守らず使用したことにより、生命もしくは身体の安全を脅かす、多額の 

財産損失などの障害が生じた場合でも、メーカーおよび輸入販売元は、一切の賠償責任を負

いかねます。 

 

1.商品概要 

 

1-1 『T-Note Secret』とは 
「指紋認証ロック」で秘密を守りながら、バッテリー内蔵でスマホ充電も出来る、便利

なシステム手帳です。オリジナルで「ツバメノート初」となる専用 A5 6 穴リフィルも制

作いたしました。伝統の「ツバメ中性紙フールス」の書き味を楽しみながらご活用くだ

さい。 

  

■オリジナル「ツバメノート A5 6 穴リフィル」について 

ツバメノート定番の表紙デザインを採用した『T-Note Secret』向けオリジナルデザイ

ンとなっております。ツバメノート株式会社様でも「初めて」のリフィルとなります。 

 

『T-Note Secret』用としてツバメノート株式会社様にデザイン監修いただきました。 

リフィル単品でも弊社限定ショップにて販売しております。 

※ツバメノート株式会社様ではお取り扱いはございません。 
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①指紋ロック機構 

②充電ポート(Micro-B)  

③バックル 

④USB メモリー（内側） 

⑤ワイヤレス充電 

⑥メモホルダー 

⑦カードホルダー 

⑧リセットボタン 

⑨指紋設定用ピン 

⑩A5 用 6 穴リング 

⑪ボールペン、ホルダー 

⑫電源ボタン 

⑬バッテリー残量表示 

⑭本体充電予備ポート 

⑮スモール LED ライト 

⑯本体充電 USB ケーブル 

⑰Type-C 用ケーブル 

⑱iPhone 用ケーブル 

⑲Micro-B 用ケーブル 

① 
⑤ 

③ 

④ 

②

  
⑬ 

⑪  

⑥

  

⑦

  

⑧

  
⑨

  

⑩ 

⑫ 

⑯ 
⑰⑱⑲ 

⑭ 

⑮ 

1-2 ご使用になる前に 

・ご使用前に内容品が揃っていることをご確認ください。 

・指紋ロック機構、バックル先端金属部分には保護フィルムが貼られており、傷のよう

に見えてしまう場合がございます。必要に応じてお剥がしください。 

・商品外観上に問題がないかご確認ください。 

※ご注意 

・商品の保管や輸送状況によっては、到着時に充電不足の可能性もございます。 

特に指紋ロック機構部分は早めに充電されてからのご使用をおすすめいたします。 

 

1-3 商品内容について 
⚫ 『T-Note Secret』本体 

⚫ オリジナル「ツバメノート A5 ６穴リフィル」 1 冊  

⚫ ボールペン（ツバメロゴ入り） 

⚫ 指紋設定用リセットピン 

⚫ 日本語取扱説明書兼保証書(本書) 

 

 

1-4 商品の外観、各部名称 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    

 点線枠部分に 

バッテリー内蔵 
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1-5 商品諸元表 

 

本体サイズ 縦 240*横 185*厚さ 35mm 指紋ロック機構 

本体重量 およそ 560g ※リフィル除く バッテリー 200mAh 5V / 1A 

カバー素材 PU leather / Genuine leather 指紋登録 5 個まで 

リング仕様 A5 サイズ 6 穴 

外径：18mm、内径：15mm、 

背幅：15mm、長さ：227mm 

充電時間 およそ 15 分 

※Micro-B 端子 

※1 回フル充電でお

よそ 1 ケ月使用可能 

バッテリ一容量 8,000mAh 

 

バッテリ一種類 リチウムポリマ一   

本体充電 5V / 2A 10W ※約 4 時間 ボールペン仕様 

LED ライト 3 段階調光＋フラッシュ 2W 長さ 133mm 直径 10mm 重さ 20g  

ペン先 0.7mm 

USB メモリー 16GB   

充電端子 Lightning、Type-C. Micro-B リフィル仕様 

ケ一ブル充電 5V / 2A 10W ツバメ中性紙フ一ルス 

100 枚 行間 7mm  24 行 ワイヤレス充電 5V / 1A 5W 

※指紋登録個数が「5 個まで」と仕様変更されております。 

1-6 基本動作の確認について 

外観上問題がなければ基本動作についても早めにご確認ください。 

※初期状態ではどの指でもロック解除出来る状態です。 

確認箇所 確認内容 

1.指紋設定前のロック解除 スムースにロック解除できること 

2.内蔵充電ケーブル  本体の充電、スマホ等への充電ができること 

3.LED ライトの点灯  ライトの点灯状態、切り替えに問題がないこと 

4.充電残量表示 電源 ON で残量表示されること 

5.USB メモリー パソコンで認識しデータ転送できること 

6.指紋認証登録 問題なく指紋登録し、ロック解除できること 

※万が一、不具合等がございましたら、すみやかに製品サポートまでお問合せください。 
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2.商品の使い方 

 

2-1 指紋ロック機構について 

 

指紋ロック機構充電方法 

・下側にある充電ポート(Micro-B)端子から充電します。 

・充電中は緑 4 個が同時に点滅します。 

・充電切れになった場合、充電しながら１分ほどで 

ロック解除可能です。 

※ロック解除できる場合、本体内蔵ケーブルでも充電可能です 

※センサーに触れて指紋ロック機構が動いても解除されない場合は 

充電不足です。すみやかに指紋ロック機構の充電を行ってください。 

 

指紋登録方法 

１．リセットピンでリセットボタンを押します     2.右横の青が点滅します 

 

 

 

 

 

 

 

3.ひとつの指で 10 回、少しずらしながらセンサーに触れます 

⇒この時、指を触れるたびに緑 4 個が同時に点滅します 

 

 

 

 

4.緑４個が点灯したら、その指の登録が完了です。 

5.バックルを締める前に、必ず登録した指でロック解除されることを確認願います。 

↑充電ポート 

※分かりにくい場合、少し右横側から 

ご確認ください 
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6.別の指を登録する場合、1.から 5.を順に繰り返します。 

※指紋は 5 個まで登録できます。少なくとも 3 個ほどの登録をお勧めいたします。 

  ※他人の指を登録することで限定した方と共有することが可能になります。 

  ※サポートページの動画もご参照ください。 

※指紋登録個数が「5 個まで」と仕様変更されております。 

指紋ロック解除方法 

指紋登録した指先でセンサーに触れると解除されます。  

※登録していない指で触れると赤が点滅します。  

 

指紋登録削除方法 

1.リセットボタンを 10 秒ほど長押しします。 

2.緑 4 つが同時に点滅したら削除成功です。  

※登録済の指紋が全て削除されます。一部だけを削除することはできません。

   

2-2 充電機能について 
 

電源ボタンについて 

・一度押すことで充電残量が表示され充電可能となります。  

・長押しすることで LED ライトが点灯します。 

・LED 点灯中に押すことでライトが切り替わります。 

・再び長押しすると電源 OFF となります。 

 

本体充電について 

方法１．本体内蔵の USB-A 端子で充電を USB 充電アダプタなどに接続します。 

 

 

 

 

 

※内蔵ケーブルを無理に引き過ぎないでください。断線等につながります。 

本体充電用 

内蔵ケーブル 
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方法２．電源ボタン脇の予備充電ポート(Micro-B)から充電します。 

 

 

 

 

 

 

※本体内蔵ケーブルでは短い場合、予備充電ポートから充電してください。 

 

スマホ等の充電について 

本体内蔵ケーブルには、ライトニング、Type-C、 

Micro-B 端子が付いています。 

必要に応じて使い分けてください。  

 

ワイヤレス充電について 

スマホがワイヤレス充電に対応している必要があります。 

・本体電源ボタンを軽く一度押すことでワイヤレス充電が可能となります。  

・本体表面の充電マークの位置で充電可能です。 

・スマホを置く位置を調整しながら適切な位置に置いてください。 

① 本体電源ボタンを押す        ②スマホを表面の充電マーク付近に置く 

               

 

 

 

 

                           

バッテリー残量表示について 

・表示が消えている場合、一度押すことで残量表示されます。   

・長押しで電源 ON した場合は常時表示されます（LED ライトも点灯）   

・LED ライトを点けず充電もしない場合、１分ほどで表示は消えます。  

本体充電用 スマホ等充電用 

予備充電ポート 

市販 USB 充電ケーブル 

※Micro-B タイプ 

※残量表示されること

を確認してください ※充電される位置を調整してください 
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バッテリーの上手な使い方 

一般的に、リチウム電池については次の様に言われております。  

・充電が完了したらすぐにケーブルを外し過充電を防ぐ。 

・充電しながらの使用や、高温下の状態で使用、保管をしない。 

・残充電がゼロの状態にせず、モバイルバッテリー本体に負担をかけない。 

・長期間使用しない場合はバッテリー残量を半分くらいにして保管する。 

 

2-3 LED ライトについて 

・電源ボタン長押し⇒「強」で点灯します。 

・以降、ボタンを押すごとに「強⇒中⇒弱⇒点滅」と４段階で調整できます。 

※「強」点灯およそ 13 分で、バッテリー１％消耗が目安です。 

・LED ライト点灯時に電源ボタン長押しで消灯します。 

 

2-4 USB メモリーについて 

・指紋ロック機構のバックルを挿し込む箇所に内蔵されています。 

・爪先などで引っかけて引き出してください。 

・パソコン等で使用する場合、挿し込む USB ポートに 

よって上下の向きにご注意ください。 

※パソコンや USB ハブなどの機種によっては挿し込みが硬い場合があります。 

※上下の向きが違っていたり、挿し込みが硬過ぎるまま無理に挿し込むと、 

USB ポートの破損に繋がりますので十分にご注意ください。 

 

2-5 リフィル交換について 

・上下の開閉金具を同時に押してください。 

※片側だけ無理に押すと破損に繋がりますのでご注意ください。 

・リングが開いたらリフィルを追加、交換などします。 

・リフィル交換などが済んだらリングを閉じてください。 

※リング先端で指などを挟むと怪我の元になるため十分ご注意ください。 
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3.お手入れについて 

 

3-1 Cross grain PU レザーの場合 

『Cross grain leather (PU)』仕様について 

PU レザーとして「Cross grain leather」という素材を採用しております。 

耐久性や普段使いの扱いやすさも考慮いたしました。その中でもありきたりの表面加

工ではなく、小さい菱形模様のエンボス加工を施したクロスグレイン素材を選びまし

た。光の当たり方でも表情が変わりエレガントな印象の素材です。 

 

■Cross grain leather (PU) の特長 

・撥水性があります。 

・キズが付きにくく、目立ちにくいです。 

・メンテナンスの手間が少なく済みます。 

・独特の紋様で高級感もあります。 

・光の加減で豊かな表情に変わります。 

・一般に天然皮革より耐久性が低いとは言われます。 

 

■お手入れ 

・水分や脂分、汗などの付着をできるだけ避けて、きれいな状態を維持してください。 

・日常的なお手入れとしては乾燥した柔らかい布で軽く乾拭きを行ってください。 

・ひどく汚れた場合には、中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかい布に浸し軽く絞って

から表面をたたくように汚れを拭き取ってください。 

・その後は水に浸して固く絞った柔らかい布で拭き取り、最後に柔らかい乾燥した布

で乾拭きしてください。 

・中性洗剤や水分の拭き残りは劣化の要因ともなりますのでご注意ください。 

・除光液やベンジンなど揮発性有機溶剤で拭くことは避けてください。素材の変質や

劣化の恐れがあります。 
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3-2 Genuin leather（本革）の場合 

『本革仕様』について 

天然皮革素材の特性により同じ商品でも色合いや質感、香りなどが異なる場合もご

ざいます。生産時の加工工程でも素材特有の細かいキズやヨレが生じてしまう場合

もございます。避けられない「ナチュラルマーキング」（生物の皮革にもとからあったキ

ズ・シミ・シワなどの痕跡）が商品に見受けられる場合もございますが、天然レザー本

来の自然な風合いや味わいとして経年変化と共にお楽しみくださいませ。 

 

■本革仕様の特長 

・手触りが断然よく、しっとり柔らかい素材です。 

※感じ方には個人差がございますのでご了承ください。 

・使い込むことで経年変化を楽しめることが期待出来ます。 

・お手入れ等は一般の本革商品と同様になります。 

・水分、熱、鋭利なものにはご注意ください。 

・同じカラーでも微妙に色合いが異なる可能性があります。 

・避けられない生来のキズ等が含まれる可能性があります。 

※可能な限り素材裁断時に避けております。 

・内面はライトグレイで統一、PU レザーとなります。 

 

■お手入れ 

・必要に応じて防水ケアを施してください。 

・日常的に乾拭きでのケアをお勧めいたします。 

・定期的にレザーケアブラシや保護クリームでメンテすることで長く良い状態を保てま

す ※財布やバッグ用のメンテナンスキット（クリームやブラシ）などをお使いの場合、 

使用方法をよくご確認の上、目立たない場所でお試しの上お使いください。 

・長期間の保存の際には、不織布などの袋に入れカビの発生にご注意ください。 

【牛革証明について】 

『T-Note Secret（本革仕様）』は「一般財団法人 日本皮革研究所」にて「牛本革」の

証明を得ております。銀面割れ、乾燥屈曲性、色移行性試験も実施しております。

安心してご愛用くださいませ。 
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4.よくある質問 
※製品サポートページもご用意しております。巻末の QR コードよりご参照ください。 

Q.市販のリフィルも使えますか。 

A.標準的な A5 サイズ 6 穴に準拠しておりますので、お好みの市販リフィルでもお使いいただ

けます。出来ましたら「ツバメノートリフィル」と組み合わせてお使いいただけるとありがたいです。 

 

Q.指紋認証は、いくつ登録ができますか。 

A.5 個まで登録が可能です。同じ指でも、他の指、他人の指でも登録が可能です。 

 

Q.指紋ロック機構の充電はどのくらい持ちますか。 

A.1 回 15 分ほどのフル充電で、約 30 日間ほど持ちます。 指紋認証センサー下部より、

Micro-B 端子で充電します。 

 

Q.ロック解除出来なくなることはありませんか。 

A.万が一に備えて出来れば 5 つほどは指紋登録していただくことが推奨されております。 

 

Q.指紋ロック機構の充電が切れた場合、手帳が開かなくなりますか。 

A.指紋ロック機構下部より充電することでロック解除できるようになります。 

 

Q.ワイヤレス充電されません。 

A.電源ボタンを一度押して残量表示してから、ワイヤレス充電対応スマホを置いてください。 

 

Q.保証はついていますか。 

A.メーカー１年保証とさせていただいております。 

 

Q.「ツバメノート」リフィルだけ購入できますか。 

A.弊社限定ショップ等で購入可能です。P14 からご覧ください。 

 

Q.『T-Note』のようにスマホにデジタル保存出来ますか？ 

A.今回の『T-Note Secret』にはデジタル化機能はございません。 
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※お問合せは 

フォームから 

オフィシャルショップ 

商品サポートサイト（MK トレード） 

限定ショップ 

5.サポートについて 
 

5-1 基本的な注意事項 
 

本商品は「ツバメノート株式会社」様製造ではありません。 

商品に関するお問合せは必ず弊社「問合せフォーム」よりお願いいたします。 

 

5-2 問合せ先 
 

商品に関するお問合せは、下記 QR コードをスキャンし、 

弊社「問合せフォーム」よりお願いいたします。 

 

 

 

 

 

5-3 商品サポートページ 

 

商品に関するサポートページをご用意しています。 

FAQ なども掲載しておりますので、合わせてご確認ください。 

 

MK トレードサポートページ 

https://mktrade.jp/support/t-note-secret/ 

 

5-4 オフィシャルショップ／限定ショップ 

 

オフィシャルショップ／限定ショップは下記 QR コードをスキャンしご確認ください。 
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※本商品は「ツバメノート株式会社」様製造ではありません。 
商品に関するお問合せは必ず「問合せフォーム」よりお願いいたします。 
 
デザイン監修：ツバメノート株式会社 
輸入販売元：ＭＫトレード 
問合せ先： support@mktrade.jp 

6.保証について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証書 
本書はお買い上げ日（※1）から下記の保証期間中に故障等が発生した場合には、 

本取扱説明書の記載内容で無料修理・交換等を行うことをお約束するものです。 
 
商品名：T-Note Secret（スクレ） 

ご購入日：※1 参照 

保証期間：ご購入から 1 年間 

輸入販売元：MK トレード 
 
※1 ご購入日： インターネット販売の場合、商品受取日からとなります。 

店頭でのご購入の場合は、レシートの日付となります。 
 
※インターネット販売の場合、ご購入を証明する内容（注文番号と氏名など）を、 

 店頭でのご購入の場合、レシートを提示していただくことが必要となります。 

※並行輸入品の場合や弊社および他の正規販売店以外（ネットオークションなど個人間売

買を含む)からお求めの場合、弊社での保証対応は出来かねます。 

※本取扱説明書兼保証書、レシート、注文確認メール等は商品をご使用の間、大切に保管

してください。 

 

保証対応：商品に関するお問合せ等は「問合せフォーム」にて承ります。 

問合せ先：右側 QR コードよりお願いします。 

 

保証期間は製品購入後 1 年間です。修理が必要な場合は、領収書や保証書な
ど、購入を証明できるものをご準備の上、購入店までご連絡ください。 
保証期間内であれば、修理等の無料サービスを適用できます。 
購入後 1 年間を超えている場合は、商品と購入が証明できるものご用意の上、 
購入店にご連絡ください。修理サービス等のご相談をさせていただきます。 
 
以下の場合は保証対象外となります。 
1.指定メーカー以外で生産された製品の場合 
2.指定メーカーにて製品や部品の提供が終了している場合 
3.地震、火災、その他の自然災害や事故などにより故障または損傷した場合 
4.使用上の誤り、不適切な保管方法、異常な電圧、不当な修理や改造など、 

人為的な行為により故障または損傷した場合 
5.商品本体や部品が保証期間を超えている場合 
6.並行輸入品や弊社および他の正規販売店以外からお求めの場合 
*本保証条件の適用は指定メーカーおよび輸入販売元の判断によるものといたし
ます。 ※お問合せは 

フォームから 

※お問合せは 

フォームから 


