
Quick Start
Guide

i7  Menu/Enter Button
 Left Touch Button
 Right Touch Button
 Power/Lock Button
 Magnetic Charging Port
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 Charging InkCase i7

Battery Full
Battery Empty
Battery Charging
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 Switching On InkCase i7

Press and hold the Power Button for 5 
seconds, to switch on the InkCase i7.

Note the Device ID at the bottom left 
corner of the startup screen during 
boot up. You will need this Device ID 
during the InkCase setup.
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 Switching O� InkCase i7

Method 1: 
Press and hold the Power Button for 5 
sec to switch o�.

Method 2: 
Press the Power Button once for 
Power Menu. Select power o� icon 
and tap Menu Button. 

 Restarting InkCase i7

Press and hold the Power Button for 
10 secs to reset an unresponsive 
InkCase i7.

 Standby Mode

Press the Power Button once for 
Power Menu. Select lock icon and tap 
Menu Button.

Press the Power Button again to 
unlock InkCase or exit Power Menu. 
Standby mode also locks the touch 
buttons from accidental clicks.
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 Navigating the InkCase i7

DOUBLE TAP on the Menu Button for 
Main Menu, use the Left and Right 
touch buttons to switch between 
various modes. Tap Menu Button 
once to select.

TAP ONCE on the Menu Button for 
Options Menu, use the Left and Right 
touch buttons to switch between 
various options. Tap Menu Button 
once to select.

Tap on the Left or Right touch buttons 
on the InkCase to navigate to the 
previous or next display.
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 Downloading InkCase App

Download “InkCase” app from iTunes 
App Store.

InkCase app enables you to:

• Connect InkCase to iPhone via 
Bluetooth

• Send images from iPhone to 
InkCase

• Send eBooks to InkCase for 
eReading

• Access Live Information Center
• Save News articles 

InkCase
App

 Setting Up InkCase With iPhone

Launch InkCase App. Select ‘My 
InkCase’ tab to setup your new InkCase 
i7. Pair InkCase i7 and iPhone via 
Bluetooth in Device List. 

You should recognize the Device ID 
from the startup screen. 

Note: Make sure to allow all 
permissions for InkCase. Go to iPhone 
Settings > InkCase. Also set Location 
to ‘Always’.

 Setting Up Live Information Center

Allow all permission for InkCase at 
Settings > InkCase. 

Activities tracking: Open Health app > 
Sources > InkCase > Allow all

Reminders: Open Reminders app > 
Input tasks > Set tasks to priority ‘!’, ‘!!’ 
or ‘!!!’

 Sending Images to InkCase i7

Click Photos tab in InkCase app. 
Select an image from the photo 
album or take a new photo. Crop and 
save image. Select saved image to 
send to InkCase i7.

 Sending Ebooks to InkCase i7

Method 1: 
Import ebooks to InkCase app via 
iTunes.

Method 2: 
Access ebook files via email or any 
file sharing app on the iPhone. Select 
ebook file and share to InkCase app. 

Click Reader tab in InkCase app. 
Select the desired ebook and send to 
InkCase i7. 

 Sending News to InkCase i7

Navigate to any articles in iPhone’s 
browser. Select the share button to 
send to InkCase i7. 

Alternatively, you can also share it from 
any dedicated News apps such as CNN 
and BBC. 

Navigate to Read Later tab in InkCase 
app and drag down to sync all articles 
to InkCase i7.

Deleting News: Click Read Later tab in 
InkCase app. Swipe left on article you 
wish to delete and select ‘Archive’. Drag 
down to sync again.

 Deleting Images from InkCase i7

Tap once on the Menu Button for 
Options Menu, use the Left and Right 
touch buttons to switch to delete icon. 
Tap Menu Button once to delete 
image.

A popup dialog box will appear, select 
tick icon and tap Menu Button once to 
confirm.

 Deleting Ebooks and News from 
InkCase i7

Tap once on the Menu Button for 
Options Menu, use the Left and Right 
touch buttons to switch to delete icon. 
Tap Menu Button once to delete.

A book or news list will appear, 
navigate to the title you want to 
delete, tap Menu Button once to 
confirm.
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 Firmware Upgrade

Download the Firmware Upgrade Tool 
from: www.oaxis.com/support/

Install the Firmware Upgrade Tool on 
your computer. Launch the Firmware 
Upgrade Tool, select desired 
language. Connect InkCase i7 to the 
computer with the InkCase’s magnetic 
USB cable.

If InkCase i7 was not detected, Press 
and hold the Power Button for 10 
secs. Follow on screen instructions to 
complete the firmware upgrade.

 Specifications

• Supports iPhone 7
• Display: 4.3 inch E Ink
• Screen Resolution: 480 x 800 (217dpi)
• Bluetooth 4.0 BLE
• 1 Tact Button and 3 Touch Buttons
• Dimension: 140.7 x 69.5 x 11 mm
• Weight: 62g
• Battery Capacity: 460mAH
• Standby Time: 5 days



 

 

Device ID

5 sec

Left Right 

x2

x1



クイックスタート
ガイド

i7  メニュー/エンターボタン
 左ボタン
 右ボタン
 電源/ロックボタン
 磁気充電ポート
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 充電方法

充電容量 100%
充電容量 0%
充電中

2

 起動方法

電源ボタンを5秒間押し続けると本製品が起
動します。

起動時の画面左下に「デバイスID」が表示さ
れます。本製品のセットアップ時にこちらの「
デバイスID」が必要になります。
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 電源オフの方法

手順1:
電源ボタンを5秒間押し続けると本製品の電
源がオフになります。

手順2:
電源ボタンを押すと電源メニューが表示します。
電源オフのアイコンを選んだ状態でメニューボ
タンをタップすると電源がオフになります。

 再起動の方法

電源ボタンを10秒間押し続けることで、再起
動を行えます。

 スタンバイモード

電源ボタンを押すと電源メニューが表示します
。ロックアイコンを選んだ状態でメニューボタ
ンをタップするとスタンバイモードになります

もう一度電源ボタンを押すと電源メニューが
表示され、スタンバイモードを解除できます。
スタンバイモードはタッチボタンの操作をロ
ックして、誤動作をしないようにします。
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 画面の操作方法

メニューボタンを2回タップするとメインメ
ニューが表示します。左右のボタンで様々な
モードの切り替えができます。切り替えたい
モードを選んでメニューボタンをタップする
と選択できます。

メニューボタンを1回タップするとオプション
メニューが表示します。左右のボタンで様々
なオプションの切り替えができます。切り替
えたいモードを選んでメニューボタンをタッ
プすると選択できます。

左右のボタンに触れるとInkCaseの画面の前
ページと次ページの遷移の操作ができます。
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 アプリのダウンロード

専用アプリ「InkCase」はiTunesのAppStore
よりダウンロードしてください。

アプリより以下の操作等が行えます

• Bluetooth経由でiPhoneと接続
• iPhoneから本製品へ画像の転送
• 本製品で読める電子ブックデータの転送
• 各種情報の同期
• 電子新聞機能

InkCase
App

 各種設定

アプリ内の「マイInkCase」タブを選択します。
iPhoneとBluetooth接続をしていると本製品が
「現在の登録デバイス」に表示します。

デバイスIDは本製品の起動時に表示します。
(3ページ参照)

【注意】
iPhoneの設定より本製品のアクセス許可を行
う必要があります。
「設定 > InkCase」より確認ができます。

 インフォメーションの設定

「設定 > InkCase」より本製品のアクセス許可
を行ってください。

アクティビティトラッキングの設定は、「ヘル 
スケア > ソース > InkCase」でアクセス権を 
許可してください。

リマインダの設定は、各タスクの設定の優 先
順位を「!」「!!」「!!!」に変更することで利用 で
きます。

 画像の送信方法

アプリ内の「壁紙」タブを選択します。フォトア
ルバムから写真を選択するか、新たに写真
を撮影します。用意した写真をトリミングをし
て保存します。トリミングをした写真を選択し
て、本製品に送信をします。

 電子ブックの送信方法

手順1:
iTunes経由でInkCaseアプリに電子ブックを
転送します

手順2:
メールに添付された電子ブックや転送した
い電子ブックファイルを開きます。選択した
電子ブックをInkCaseアプリへ共有します。

アプリ内の「リーダー」タブを選択します。電子
ブック選択して本製品へデータを送信します。

 電子新聞機能

SafariなどのiPhoneのブラウザで記事を表
示します。共有ボタンより本製品へ記事を送
信します。CNNやBBC等のニュース専用アプ
リからも記事の送信ができます。

アプリ内の“Daily News”タプを選択します。
iPhoneの画面を下方向にスワイプすること
で本製品と同期ができます。

ニュースの削除 
アプリ内の「あとで読みます」タブを選択しま
す。削除する記事を左にスワイプし[アーカイ
ブ]を選択します。下にスワイプしてもう一度
同期することで、本製品内に同期した記事を
削除できます。

 ウィジェットの設定方法

まず、アプリ内の“ウィジェット”タプを選択し
ます。９個のウィジェットテンプレートに3つ
を選びます。そして、       でアップデートウィジ
ェットデータを押すと、InkCaseに転送できま
す。

 画像の削除方法

本製品でメニューボタンを1回タップすると
オプションメニューが表示します。左右のボ
タンで削除アイコンを選択します。再度メニ
ューボタンをタップすると画像削除のダイヤ
ログが表示します。

ダイヤログボックスでチェックマークを選択
してメニューボタンをタップすると画像が削
除できます。

 電子ブックやニュース記事の削除方法

本製品でメニューボタンを1回タップすると
オプションメニューが表示します。左右のボ
タンで削除アイコンを選択します。再度メニ
ューボタンをタップすると記事削除のダイヤ
ログが表示します。

電子ブックやニュース記事のリストを表示し
て削除タイトルを選択します。メニューボタ
ンをタップすると選択した内容の削除ができ
ます。

7 8 9 10 11

 ファームウェアのアップグレード

以下のURLよりファームウェアアップグレード
ツールがダウンロードできます。 
www.oaxis.com/support/

パソコンにファームウェアアップグレード ツ
ールをインストールをしてください。ファーム
ウェアアップグレードツールが起動したら言
語を選んでください。本製品とパソコンを専
用充電ケーブルで接続をしてくだ さい。

本製品が検出されない場合は電源ボタンを
10秒間押したままにしてください。画面が切
り替わりますので、表示に従いファームウェ
アのアップグレードを行ってください。

 仕様

・対応機種  iPhone 7
・画面  4.3インチ E ink
・解像度  480×800 ピクセル(217dpi)
・サイズ  140.7 X 69.5 X 11 mm
・重量  62g
・ 操作  ホームボタン（1箇所）
  静電式タッチボタン（3箇所）
・ 通信規格  Bluetooth 4.0 BLE
・ 待機時間  最大約5日間

保証期間: 1年

左 右

x2

x1



 

 

デバイスID

5秒


