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一、Product Overview
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Thanks for choosing Bosto NEW 1060PLUS graphics tablet. This is a
new generation of portable professional drawing tablet, which can greatly
improve your work eﬃciency of painting and creation, and full of fun. You
can freely painting and writing, depicting diﬀerent lines and colors, just as
the pen writes on the paper, which brings you a real shock experience.
To give you a better understanding and using of your tablet, please read
this user manual carefully. The user manual only shows the information
under Windows, unless otherwise speciﬁed, this information applies to
Windows systems only.
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2.1 Using The Pen
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2.1.4 Move ---------------------------3
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Hold the pen as you hold a normal pen or pencil. Adjust your grip so that
you can toggle the side switch easily with your thumb or foreﬁnger. Be
careful not to accidentally press the switch while drawing or positioning
with the pen.

三、Driver installation -----------------------6
四、Driver interface and Setting --------------8
五、Trouble shooting ------------------------10

Notice: When not in use, place the pen in the pen case or on the desk.
Do not place the pen on the surface of screen, which may interfere
with the use of other screen cursor positioning equipment, may also
cause your computer can not enter the sleep mode.

2.1.2 Position the cursor
Move the pen slightly above the active area without touching the
screen surface, the cursor will move to the new position accordingly.
Press the pen tip on the screen to make a selection. Tap the screen
once with the pen tip, or touch it to the screen with enough pressure to
register a click.
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2.1.5 Using the buttons
The buttons on the pen can be set to two diﬀerent customizable
functions. You can use the buttons whenever the pen tip is within
10mm of the tablet active area, do not have to touch the pen tip to
the tablet in order to use the switch.

2.1.3 Click
Use the pen tip to tap once on the screen to register a click. Tap to
highlight or select an item on the screen and double-click to open it.

2.2 Pen Nib Replacement
The nib will be wear out after using for a long time, then you need
to replace a new nib.
Using the nib clip clasp the old nib and pull it straight out of the pen
Insert the new nib straight into the pen and push the nib slowly and
ﬁrmly until it stops.

2.1.4 Move
Select the object, then slide the pen tip across the screen to move it.
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三、 Driver installation

2.3 Speciﬁcations：

3.1 Connect the tablet to computer, the blue LED lights on the left of Tablet
ﬂicker, indicating that Tablet has been connected to the computer，
Then the system will automatically check and run.

Graphics Tablet
Model

New BST1060 plus(8192)

Touch Technology

Electromagnetic Resonance

Working Area（inch）

254 x 158.8mm(10 x 6.25inch)

Dimension

360x240x10mm

Net Weight

750g

Touch Resolution

5080LPI

Report Rate

>233PPS

Pressure

8192Levels

Pen Sensing Height

15mm

Accuracy

±0.1mm

Express Keys

12 Express Keys + 10 Multi-media express Soft Keys

OS Support

Windows7 or late（
r 32 & 64bit）

Pen

Wireless & charging free

Interface

USB

Pen Tilt

±45°

Accuracy

±0.1mm

Power

DC 5V

Current

45mA
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3.2 Please wait about 15 seconds. The system will automatically search,
check, and install the driver required by the Tablet.
3.3 After the installation is completed, there will be an icon
on the desktop.
this shows that the tablet has been installed on the computer and can
be used normally.
3.4 If wait 30 seconds, the icon still does not appear, please open the "my
computer" or "computer", for "Pen Driver" in CD driver, double-click to
open the drive, running the ﬁle inside, Click on the "next step" in turn,
and ﬁnally the “Finish” complete the installation.
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四、 Driver interface and Setting
4.1 Double click the Tablet icon on the desktop, open the software interface,
or click the right mouse button on the pen Icon of the lower right corner of
thecomputer screen, select "Settings" to open the software interface.

4.2 After opening the driver interface, if Tablet connects to the computer,
the left side will show the "Tablet connected".

3.5 After ﬁnishing installation, you can ﬁnd the pen like driver icon
in the
system tray area, which means the driver was installed successfully;
when you connect the tablet to computer, the icon will change to color
,
which means the driver has already recognized the tablet and you can
start using it now.

4.3 If Tablet is not properly connected, it is shown that "Tablet not found”(Figure 2).

3.6 The blue LED light on the left of the Tablet panel is used to display the
working state of the Tablet. When the light is ﬂicker slowly, it shows that
the Tablet operates normally. When the pen tip is close to the working
area of the Tablet, the light will keep on.
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4.4 Mapping painting range to screen：The default is generally used here.
If a computer connects with multiple displays, you can choose a display
that needs to be mapped. (under WINDOWS XP, multiple display
mapping functions are not supported.
4.5 The pressure value of the pen is shown below the left side, from 0 to
8192, and the next curve is used to show the pressure value, which
changes with the change of the pressure of the pen.

4.6 The “custom function keys” on the upper right is used to customize the
function of "function key" on the pen, and the default is "Ctrl+Z", which
can be set to other combinations according to needs and habits.
4.7 The "pressure ﬁne tune" on the right side of the right is used to ﬁne
tune the contact between pen and Tablet. The default is 0. The speciﬁc
performance can be tested in the drawing area according to the left
curve and.
4.8 The "clear" button in the lower right corner of the interface is used to
remove the handwriting from the test paint area.
4.9 After all of the settings are set up, the system will be saved in real time
and click "close" to exit the software setting interface.
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五、 Trouble Shooting
Abnormal Phenomena
There is no pressure on
the graphics software
but the cursor moves

Possible solutions
1.You may have installed other tablet drivers
or opened the drawing software when
installing the driver. Please uninstall all drivers
and close the drawing software.
2.Reinstall the Bosto driver. It’s better to restart
your computer after ﬁnishing the installation.

Then pen does not
work

1.Make sure the tablet connected to computer.
2.Make sure you are using the pen that originally
came with your tablet.
3.Make sure you installed the driver correctly.

Press Keys does not
work

1.Make sure the Press Keys function were
enabled in the driver.
2.Make sure you have correctly deﬁned the
Press Keys.

The computer can’t
enter sleep mode

When you are not using the tablet, please do
not put the pen on the tablet surface, which
will keep the computer awake.

When pressing the side button, please make
The side button of the sure that the nib didn’t touch the glass surface
pen doesn’t work
and the distance between the nib and surface
is within 10mm.
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製品概要

⽬次

BostoNEW1060PLUSペンタブレットをお買い上げ頂きありがとうご
ざいます。これは、新しい世代のポータブルお絵描きタブレットでペイント
と作成の作業効率が⼤幅に向上し、楽しみがいっぱいになります。ペンが紙
に書くのと同じように、さまざまな線や⾊を描いたりすることができ、本当

製品概要

-----------------------------------2

の衝撃体験をもたらします。タブレットをより良く理解し使⽤するために、

-----------------------------2

このユーザーマニュアルをよくお読みください。ユーザーマニュアルには、

製品のお取り扱い

2.1ペンを使う ----------------------------2
2.1.1ペンの持ち⽅ ---------------------2
2.1.2カーソルの校正 -------------------2
2.1.2クリック -------------------------3
2.1.2移動 -----------------------------3
2.1.2ボタンの使⽤ ---------------------4
2.2ペン先の交換 --------------------------4
2.3仕様書 --------------------------------5

ドライバーのインストール
ドライバーの設定
不良診断

特に明記されていない限り、Windowsでの情報のみが表⽰されます。

製品のお取り扱い
ペンを使う
ペンの持ち⽅:
通常のペン或いは鉛筆と同じようにペンを持ちます。グリップを調整し、
親指または⼈差し指でサイドスイッチを簡単に切り替えられるようにしま
す。ペンで描いたり位置を決める際、誤りが発⽣させないようにスイッチ
を押す事をご注意下さい。

---------------------------6

------------------------------------8

------------------------------------------10

使⽤しないときは、ペンをペンケースまたは机の上に置いてください。他
のモニターにてカーソル装置の使⽤を影響する可能性があるため、画⾯の
表⾯に置かないでください。そうしないとPCがスリープ状態に⼊らない場
合もあります。

カーソルの校正
画⾯の表⾯に触れずにペンをアクティブ領域の上部に移動すると、それに
応じてカーソルが新しい位置に移動します。
画⾯にてペン先を押して選択します。ペン先で画⾯を1回タップするか、
クリックを記録するのに⼗分な圧⼒で画⾯にタッチします。
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2.1.5 ボタンの使⽤
ペンのボタンは、2つの異なる機能にカスタマイズ可能です。ペン先がタブレ
ットのアクティブ領域の10mm以内であれば、ボタンを使⽤できるようにな
ります。

2.1.3 クリック
ペン先で画⾯を1回タップすることによって画⾯上の項⽬が指定され、ダブル
タップして開きます

2.2

ペン先の交換
ペン先は⻑期間の使⽤において古くなりますが新しいペン先を交換すること
が必要です。
クリップを使って古いペン先をまっすぐ引き出します。。
新しいペン先をペンに挿⼊し、ペン先が⽌まるまでゆっくりと堅固に押しま
す。

2.1.4 移動
オブジェクトを選択し、画⾯にてペン先をスライドさせて移動します
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三、 ドライバーのインストール
スペック：

グラフィックタブレット

タブレットをPCと繋がってタブレットの左側にある⻘いライトが点滅して
いると成功に接続されたことを⽰します。その後、システムが⾃動的にチェ
ックして実⾏されます。

型番
技術

電磁共鳴

作業領域（インチ）
⼨法
重量
タッチ解像度
報告率
筆圧

8192レベル

ペン感知の⾼さ
精度
エクスプレスキー

12個エクスプレスキー個マルチメディ
アエクスプレスソフトキー

対応しているOS
ペン

ワイヤレス＆充電不要

インタフェース

15秒くらいお待ちください。システムが⾃動的にタブレットに必要なドライ
バーをインストールします。
インストール完了後、デスクトップにアイコンが表⽰されます。これ
は無事にインストールされ、正常に使⽤できることを⽰します。
30秒待ってもアイコンが表⽰されない場合は、[マイコンピュータ]または[コ
ンピュータ]を開いてCDドライバの[ペンドライバ]をダブルクリックしドライ
ブを開き、ファイルを実⾏して、[次へ]をクリックしてください。最後に
「完了」でインストールが完了です。

傾き検知⻆度
電源
電流
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ドライバーの設定
4.1 デスクトップのタブレットアイコンをダブルクリックしてソフトウェア画⾯
を開くか、PC画⾯の右下隅にあるペンアイコンを右クリックして[設定]を選
択し、ソフトウェア画⾯を開きます。

ドライバー画⾯を開いたままにタブレットがPCに接続されていれば、左側に
「タブレット接続済み」と表⽰されます。

インストールが完了したら、ドライバーがシステムトレイ領域に正常に
インストールされたことを⽰すことができます。タブレットをPCに接続す
ると、アイコンがに変わり、ドライバーがタブレットを認識し、すぐ
に使⽤を開始できます。

4.3 タブレットが正しく接続されていない場合、「タブレットが⾒つかりませ
ん」と表⽰されます（図2）。

タブレットパネルの左側にある⻘いランプは、タブレットの動作状態を⽰す
ために使⽤され、インジケーターライトがゆっくり点滅している場合は、タ
ブレットが正常に動作していることを⽰します。ペン先はタブレットの作業
エリアに近いです。インジケーターライトが点灯したままになります。
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描画範囲を画⾯に反映する：PCが複数のモニターに接続されている場合、
通常、ここではデフォルト設定が使⽤されます。マップするディスプレイを
選択できます。（WINDOWXXPでは、複数のディスプレイマッピング機能
はサポートされていません）

五、不良診断
可能な解決策

異常な現象

左下に筆圧値が表⽰されます。0から8192では、次の曲線を使⽤して筆圧値
が変えていくからです。

絵画ソフトにはカーソ
ルが移動するが、筆
圧が検知されない

Pc内に他のタブレットドライバーをインストー
ルしましたのか、それとも、ドライバーをイン
ストールする時にすでに絵画ソフトを開いてい
ましたか。
解決⽅法はすべてのドライバーをアンインスト
ールし絵画ソフトもオフにしてください。
Bostoのドライバーを再インストールします。
インストールが完了したら、ＰＣを再起動しま
す。

1. タブレットがＰＣによく接続されていることを確
認してください。

ペンは機能しない

2. タブレットに付属のペンを使⽤していることを確
認してください。

3. ドライバが正しくインストールされていることを
確認してください。

右上の「カスタムファンクションキー」は、ペンの「ファンクションキー」
の機能をカスタマイズするためのもので、デフォルトは「Ctrl+Z」で、ニ
ーズや習慣に応じて他の組み合わせに設定できます。

鍵が壊れている

ドライバーでボタン機能が有効になっているこ
とを確認してください。
キーが正しく定義されていることを確認してく
ださい。

右側に「圧⼒微調整」があってペンとタブレットの間の接触を調整できます。
デフォルトは0です。特定のパフォーマンスは、左の曲線に従って描画領域
でテストできます。

Pcがスリープ状態に
移⾏できない

タブレットを使⽤しないときは、PCの起動を避け
るために、タブレットの表⾯にペンを置かないで
ください。

インターフェイスの右下隅にある「クリア」ボタンを押して、テストペイン
ト領域から⼿書きを削除できます。

ボタンが機能しない

ボタンを押すときは、ペン先がガラス⾯に触れな
いように距離は10mm以内であることを確認して
おいてください。

すべてのことが設定し終わったら、システムはそのように保存され、[閉じ
る]をクリックしてソフトウェア設定画⾯を終了します。
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