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このたびはLOGOSTRON  Mö b i u s  Ta b l e t  B E T T ENをお買
い上げいただき、ありがとうございます。操作に関しまして、まずは  
このガイドをよくお読みの上、お使いください。 また、お気付きの点
がございましたら、些細なことでもご連絡ください。 下のUR Lから
開発チームへ直接チャットでお問い合わせください。 よろしくお願
い致します。
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１. 各部の名称

（A）電源スイッチ
（B）LED ランプ
（C）タッチスクリーン
（D）有線 LANポート
（E）USB ポート
（F）オーディオ出力
　　( 内側の出力ポート )
（G）外部出力
　　( 外側の出力ポート )
（H）電源コード差込口
（その他付属品：電源コード
・キーボード・台）

（A）電源スイッチ

（H）電源コード差込口

（B）LED ランプ

（D）有線 LANポート

（表面）

（裏面：反対側面）

（裏面：側面）

＊１　現時点では使用できるサービスがありませんが、今後音声再生サービスとしてご提供予定です。
＊２　交流電気に含まれるノイズをカットする「ロゴストロン AC」や弊社開発のコイル等を接続する際に使用します。

＊１

＊２

本体機の表面は、特殊なチタン発色加工
(塗装ではありません)がされています。
（Nigiと同じ加工です）擦れると剥げる
可能性がございますので、本体機の下に
布などを敷いてお使いいただくことを
おすすめ致します。 柔らかい布など

（普通の布で良い）

（E）USB ポート（G）外部出力
（F）オーディオ出力

（C）タッチ
　　スクリーン

（内蔵）
ゼロ磁場メビウスコイル→

＊電源コードは、本体機の化粧箱
　下段にございます。クッション
　材を外し、電源コードを取り出
　してください。



（A）電源スイッチ

２. 電源の入れ方

①電源コードをつなぎ、（A）電源スイッチをオンにします。
　BETTEN が起動します。*起動まで 1分ほどお時間がかかります。
　画面が暗転してもそのままお待ちください。
　電源スイッチをオンにする時に、LED ランプが点灯していないか、ご確認く
　ださい。（LED ランプが点灯しているときは、タッチスクリーンのタッチで
　通常動作に戻ります ) 

＊電源をオフする場合は、「9. 電源オフの方法」を必ずご確認ください。
　奨励しない電源オフの方法は本体機の故障の原因になることがあります。

③本体が起動すると、タッチスクリーン上に BETTEN のメイン画面が表示され
　ます。

②（B）LED ランプが点灯します。
　（C）タッチスクリーンがスクリーンセービング状態になっている場合は、　
　画面が暗転していますが、電源はオンの状態です。
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(１． 「各部の名称」をご参考ください )

（B）LED ランプ：消灯

電源コード

（B）電源ランプ：点灯

（C）タッチスクリーン

（画面デザインは予告なく変更する可能性がございます。）

（ ）

（ ）
＊電源コードは、本体機の化粧箱
　下段にございます。クッション
　材を外し、電源コードを取り出
　してください。



3. メイン画面について

A ： My LOGOS-Chain ( マイロゴスチェーン ) 
       同期、発信しているロゴスチェーンを確認できます
B ： M SYSTEM(Ｍシステム )
　   M システムにアクセス、ファイル操作、同期操作等できます。
　  （事前に必ず「4. アカウント設定」をする必要があります。当ガイド「4. ア
　　カウント設定」をご確認ください）
C ： SETTINGS( 設定 )（図２）
　   本機の各種設定を行います

①メイン画面でタッチスクリーンをフリック（画面に指を置いてスライドさせ
　る）させ、図1-C : SETTINGS(設定)を画面の中央に移動させてタッチしてくだ
　さい。
②WiFi Settingをタッチしてください。
③数秒後、近くの電波を自動的にキャッチします。
④ご自身がお使いのWiFiのID右側にある接続をタッチしてください。
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M SYSTEM
Ｍシステム

SETTINGS
設定

My LOGOS-Chain
マイロゴスチェーン

図 1

※画面デザインは予告なく変更する可能性がございます。

4. ネットワーク設定

4-1　WIFI で接続

図2

Mシステムのアカウント設定

WiFiの設定

内部ソフトウェア（FW）の更新

ディスプレイの設定

日時の設定

キーボードの設定

BETTENのデバイス情報

Account Setting

WiFi  Setting

FW Update

Display Setting

Time Setting

Keyboard Setting

About

電源オフの準備

Setting



⑤WiFiルーター、ポケットWiFi、スマートフォンテザリング等の接続に必要なパ
　スワードを入力しOKをタッチしてください。
⑥接続がうまくいくとBETTEN画面上方にWi-Fiマーク　　が表示されます。　
　パスワードが間違っていた場合、「接続できませんでした」と表示されますの
　で、再度パスワードをご確認の上入力しなおしてください。

5. キーボードの設定

付属のUSB キーボードを USB ポートに接続してください。
出荷時の設定は、日本語（JIS）キー配列となっています。
※英語（US）キー配列のキーボードをご自身で用意して利用する際には、
メイン画面の [SETTING ( 設定 )] をタッチし、[Keyboard Setting ( キーボード
の設定 )] に進み、キー配列を「英語（US）」に変更してください。

また、BETTEN では、Bluetooth 接続のキーボードもご利用いただけます。

６. アカウント設定

①タッチスクリーンをフリックさせ、図 1-C : SETTINGS( 設定 ) をタッチした
後に、設定画面内「Account Setting( アカウント設定 )」をタッチします。

①インターネットに接続されている有線LANケーブルを（P.2の図-D）有線LAN
　ポートに接続いただくだくとBETTEN画面上方に<・・・>のマークが表示され、
　通信可能となります。

4-2　有線 LANケーブルで接続

①SIMカードをご契約いただいたお客様のBETTENの場合、画面右上に縦四本線
　が表示されております。全てグレーですと通信不能です。縦線が1本でも白に
　なる場所へBETTEN本体を移動させてください。

4-3　SIMカードで接続

【Bluetooth によるキーボードと BETTEN のペアリングの方法】
キーボード設定画面の Bluetooth 接続 :「設定」ボタンをタッチし、お持ちのキー
ボード側でペアリング状態（各機種によって操作方法が異なりますので、キー
ボードのマニュアルをお読みください）にすると IDが表示されます。IDをタッ
チした後、接続ボタンをタッチしてください。Bluetooth のバージョンにより、
そのまま接続されたり、PIN 番号を打ち込んで ENTER を押すと接続されたり
というパターンがあります。（各機種によって操作方法が異なりますので、キー
ボードのマニュアルをお読みください）



②お持ちのMシステムのアカウント IDとパスワードを入力ください。
＊ 半角英数字で入力ください。
正しくアカウント設定が完了すると、M システムと通信ができるようになり 
ます。

【半角英数字↔全角日本語の入力モードの切り替え方法】 　 半角英数字↔全角
日本語の入力モードを切り替えるには、 　 [ctrl キー ] + [ スペースキー ] を同時
に押してください。
＊JIS キーボード左上にある [ 半角 / 全角漢字 ] 切り替えキーでは、半角英数と
全角への切り替えができませんのでご注意ください。 

７.M SYSTEM

Mシステムは、PCのブラウザ版と同じではなく、BETTEN 用に機能を追
加したり、文字入力や構文選択の方法をタブレット画面
で行いやすいようになっています。
詳しくは、BETTEN の使い方説明動画をご覧ください。
https://vimeo.com/310157530/2149474ac0
＊不明点などございましたら、チャットでお問い合わせください。
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・アカウントの入力情報が誤っている
・半角全角が間違っている
・大文字小文字が間違っている
・似ている文字が間違っている
・スペースや記号が混入している
・情報を紛失してしまった、など

Mシステムに入れない場合

neten
お客様サポートセンター

フリーダイヤル 01 2 0 - 6 5 3 - 1 0 6

メールアドレス i n f o@ n e t e n . j p
●受付時間：平日10:00~12:00、13:00~18:00（土日祝日を除く）

Mシステムの ID、パスワードが不明な場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

図3

ID/email

password

キャンセル OK

パスワードを表示する



①図１ -B： M SYSTEM（Ｍシステム ) をタッチすると、M システム画面に移動 
　します。＊6. アカウント設定が完了していないと、M システムに接続することはできません。 
　構文の作成、チェーンへの追加、削除など、諸機能がご利用いただけます。 
　BETTEN におけるサービスはブラウザ版と同一ではなく、BETTEN のハード
　ウェアに特化した機能を提供しております。

②M システムのトップメニューから「ロゴスファイルを選択」画面に進み
　（図４）「Sync Now」ボタンを押すことでロゴスチェーンを本体機に
　同期することができます。（図５）*BEETEN は、定期的にMシステムサーバー
　と通信を行い、常に最新の構文選択状態を BETTEN 本体に反映します。
　「Sync Now」ボタンを押さなくても、Mシステムに対して行った変更（構文
　の選択や削除等）は自動的に反映され、発信されます。

ロゴスチェーンには「Public」ロゴスチェーンと「Private」ロゴスチェーンが 
あります。（チェーンの種別は、今後のサービス展開により追加されることが 
あります） 「Public」ロゴスチェーンは、「公」の構文であり、自動的に追加さ
れるチェー ンです。何も操作をせずとも、すべての公の構文が同期のタイミ
ングで本体機に入り、発信されます。 「Private」ロゴスチェーンは、オリジナ
ル構文や定型文などを任意に選択する ことができます。こちらは選択した構
文ファイルのみが自動的に同期され、発信を行います。
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M SYSTEM
Ｍシステム

SETTINGS
設定

My LOGOS-Chain
マイロゴスチェーン

図 1

構文を作成する

ロゴスファイルを選ぶ

個人設定を変更する

図４ 図５

Sync Now search

（ ）

③構文を作成する場合 「構文を作成する」ボタンをタッチすると、各種構文の
　種別を選択する画面 に遷移します。 「オリジナル構文」と「定型文」とリス



8. My LOGOS-Chain

図１ -A：  My LOGOS-Chain ( マイロゴスチェーン ) をタッチして入ると、同期 
または発信しているロゴスチェーン一覧を確認することができます。

My LOGOS-Chain のページをタッチすると、同期された「Public」ロゴスチェー 
ン「Private」ロゴスチェーンが全て合わさったチェーン、「My LOGOS-Chain」 
が確認できます。ロゴスチェーンは、ランダムな順番で発信されます。

図６

M SYSTEM
Ｍシステム

SETTINGS
設定

My LOGOS-Chain
マイロゴスチェーン
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　トが分かれています。
　→「オリジナル構文」の種別においては、「オリジナル構文」「自律構文」「他 
　　者を含む構文」を選択、作成できます。
　→「定型文」の種別においては、「祝詞定型文」「生前供養」「先祖供養」「曼
　　荼羅」「五霞階層構文」「3 ステップ最適化構文」と各種フォーマットが決
　　まった構文を選択、作成することができます。
　作成したい種別をタッチで選択し、構文を作成ください。 （ご提供する構文
　の種別は、随時サービスのアップデートにより、追加されていきます）

Public ロゴスチェーン

・●●●●●●●●●
・△△△△△△△△△
・◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Private ロゴスチェーン

・◎◎◎◎◎◎◎◎◎
・▶▶▶▶▶▶▶▶▶
・■■■■■■■■■

・★★★★★★★★★
・◯◯◯◯◯◯◯◯◯
・▼▼▼▼▼▼▼▼▼

My LOGOS-Chain

Project ロゴスチェーン

※Project ロゴスチェーンは
　現段階では未実装です。

・▶▶▶▶▶▶▶▶▶
・◎◎◎◎◎◎◎◎◎
・▼▼▼▼▼▼▼▼▼
・◯◯◯◯◯◯◯◯◯
・△△△△△△△△△
・■■■■■■■■■
・●●●●●●●●●
・★★★★★★★★★
・◇◇◇◇◇◇◇◇◇
{ランダムな

順番で発信

全て合わさる



図7

Mシステムのアカウント設定

WiFiの設定

内部ソフトウェア（FW）の更新

ディスプレイの設定

日時の設定

キーボードの設定

BETTENのデバイス情報

Account Setting

WiFi  Setting

FW Update

Display Setting

Time Setting

Keyboard Setting

About

電源オフの準備

Setting

また、「Public LOGOS-Chain」や「Private LOGOS-Chain」のボタンを押すと、 
それぞれの同期されたチェーンを個別に確認することができます。

９. 電源オフの方法について

図２「アカウント設定」内の「電源オフの準備」ボタンを押してください。 す
ると「電源オフの準備をしますか？」「キャンセル」「OK」と出ます。

「OK」をタッチすると、端末の電源をオフする準備ができた旨のメッセージが 
表示されます。 この状態になりましたら、電源スイッチをオフにしてください。

図８

キャンセル OK

電源オフの準備をしますか？

�

図９

端末の電源を
オフする準備ができました。
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＊電源オフは、必ずこの手順でお願いします。 
＊スクリーンセービングによって画面が暗転していることがありますが、LED 
　ランプが点灯している場合、本体機は発信動作等を行なっております。暗転 
　時が電源オフ状態と間違えないよう、LED ランプの点灯を確認するか、タッ 
　チスクリーンをタッチすることで、画面復帰を試み、電源の状態をご確認く 
　ださい。( 電源オフ状態の時はタッチスクリーンをタッチしても、画面は復 
　帰しません )

10. 本体の内部ソフトウェア(FW) 更新について

BETTEN はネットワークを介して内部ソフトウェア（FW）の更新に対応して 
おります。 ネットワークに内部ソフトウェアの更新がリリースされている場
合、更新をダ ウンロード、インストールすることができます。
＊最新版においては、新機能実装や、ソフトウェアの安定化がされますので、 
　定期的に更新を確認いただくことをおすすめいたします。 ＊本作業中は、AC
アダプタを抜かないよう注意してください。

図８－設定画面内の「FW Update 内部ソフトウェア（FW）の更新」をタッチ
してください。 更新がある場合は、ダウンロード、インストールする手順がダ
イアログ表示さ れます。

FW のダウンロードが正常に完了しますと 「本体の電源を切り、再度電源をオ
ンにしてください」 というダイアログが表示されます。 そのダイアログが表示
されましたら、電源スイッチを一度オフ、その後、再度 オンし、本体を再起
動させてください。 再起動後、FW は自動的にインストールされ、メイン画面
に移行します。 （3－「メイン画面について」を参照ください） メイン画面に移行
しましたら、FW の更新作業は完了しています。
＊「端末の電源をオフする準備ができました。」のダイアログは出ませんので、
　そのまま電源を切ります。

図 10

Fw更新データのダウンロードが完了しました。
本体の電源を切り、再度電源をオンにしてください。

再起動後、Fw更新データは自動的にインストールされます。
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11. 本体の発信について

BETTEN は本体が起動すると、同期された発信ファイル（ロゴスファイル）が 
自動的に発信されます。 発信に対して、特定の操作は必要ありません。 ただし、
初回起動の際は、まだロゴスチェーンが同期されていませんので、 4. アカウン
ト設定、 5. M SYSTEM の項目をご参照いただき、ロゴスチェーンの同期を行
なってください。

12.その他の設定について

SETTINGS（設定）ではDisplay Setting と Time Setting がおこなえます。
Display Setting は画面の明るさと画面をオフする時間を調整可能です。
Time Setting は BETTEN 画面の右上に表示されている日時の設定をおこなえま
す。
デフォルトでは自動になっていますが、手動に切り替えることも可能です。
手動のチェックボックスをタッチしていただき、日付はタッチしてカレンダー
から選択、時間は上下にスライドさせて変更してください。

13. 本体機情報

[Setting（設定）] 画面の [About（BETTEN のデバイス情報）] を押すとファー
ムウェアのバージョンや、製品のシリアルナンバーなどがご確認いただけます。
※ファームウェアのバージョンや、シリアルナンバーはサポート時に必要とな
る場合があります。
スクリーン解像度 : 1280 x 800 通信：LTE(SIM：ご購入時に SIM 通信をご選択
いただいた場合 )、 Wi-Fi、有線 LAN Wi-Fi : IEEE802.11ac/a/b/g/n BlueTooth : 
4.2 OS : Linux ベース、カスタムOS

14. 最新情報について

BETTEN の更新情報、新機能情報などはメールにてご案内
致します。また BETTEN マスターマニュアルをWeb ページ
にて公開しておりますので、最新情報はこちらをご覧くだ
さいませ。

http://bit.ly/2Wx14Bw
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〒400-0822　山梨県甲府市里吉 4 丁目6 番 5 号

フリーダイヤル : 0120-653-106　Mail : info@neten.jp
営業時間 ： 平日10:00～12:00、13:00～18:00（土日祝を除く）

neten 株式会社


