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安全上のご注意                           
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明
しています。 
 
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明し
ています。 
 危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。 
 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 
 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがあ

る内容」です。 
 
■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 
 してはいけない内容です。 
 実行しなければならない内容です。 

 
 危険 
 付属品は小さな部品を含むため、乳幼児の手の届くところに置か

ない 
可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない 
雷が鳴ったら、触れない 
人体・生物の体内撮影に使用しない 
カメラケーブルの LED ライトを直視しない 
バッテリー液漏れが起こったら、お買い上げの販売店にご相談く
ださい。液が目に入ったら、失明の可能性があります。すぐにきれ
いな水で洗い、医師に相談してください。 
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安全上のご注意                           
 
 警告 
 異常・故障時は使用しない 

 煙がでる、異常なにおいや音がする 
 内部に水や異物が入った 
 製品または付属品が破損した 
内視鏡本体を分解や加工しない 
内視鏡本体を加圧、加熱しない 
内視鏡本体を水などの液体や火の中に入れたりしない 
カメラレンズを太陽や強い光源に向けたままにしない 
油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かな
い 

 
 
 注意 
 カメラケーブルに必要以上の負荷を与えない、可動部分を曲げた

まま保管しない 
内視鏡本体を炎天下など、高温になるところに放置しない 
カメラケーブルが周囲の物に引っかかったり、はさまらないよう
に注意する 
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ご使用の前に                            
同梱品 
 同梱品を確認してください。 
□内視鏡 

 

 
カメラケーブルは取り外
し可能です。 

□AC アダプター 

 

 
内視鏡本体を電源コンセ
ントから充電するための
アダプターです。 

□USB ケーブル 

 

 
内視鏡本体を充電すると
きやパソコンに接続する
ときに使用します。 

□ビデオケーブル 

 

 
撮影画像をテレビモニタ
に表示するときに接続し
ます。 

□MicroSDHC カード（8GB※テスト用） 

 

 
撮影画像を保存するため
の記憶媒体です。 
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ご使用の前に                            
 
□MicroSD カードリーダー 

 

 
MicroSD カードを USB メ
モリとして使用するアダ
プターです。 

□クリーニングクロス 

 

 
モニタ及びカメラレンズ
用のクロスです。 

□プラスドライバー 

 

 
メンテナンス用のドライ
バーです。 

□専用ハードケース □ショルダーベルト 

   

 
内視鏡製品を収納する専
用ケースと持ち運び用の
ショルダーベルトです。 
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ご使用の前に                            
各部の名称 

 

1. モニタ…撮影画像やメニューを表示します。 
2. コンソール…内視鏡を操作するボタンです。 
3. コントローラー…カメラ角度を調整するジョイスティックです。 
4. グリップ…手持ちするときのグリップです。 
5. マグネットスタンド…金属面に接着できるスタンドです。 
6. 撮影ボタン…撮影画像が保存されます。 
7. カメラケーブル…観察用のカメラです。 
8. MicroSD カードスロット…記憶メディアを搭載するスロットです。 
9. MicroUSB コネクタ…充電またはパソコン接続時に使用します。 
10. ビデオ出力…テレビ接続時に使用します。 
11. 電源ランプ…電源。充電の状態を表示します。 

1 

2 

3 

4 

5 
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ご使用の前に                            
内視鏡を充電する 
ご使用前に内視鏡を充電してください。 

 

1. USB ケーブルと AC アダプタ
ーを使って内視鏡本体を電源
コンセントに接続します。 

 

 

 

2. 充電中は電源ランプが赤色に
点灯します。（※内視鏡電源
OFF 時） 

 
3. 充電が完了すると電源ランプ

が黄緑色に点灯します。（※内
視鏡電源 OFF 時） 
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ご使用の前に                            
MicroSDHC カードをセットする 
内視鏡に画像を保存するための MicroSDHC 記憶媒体を挿入します。 

 

1. MicroSDHC カードの表裏を間
違えないように挿入します。 

 

 

 

2. MicroSDHC カードが正しくセ
ットされていないとモニタ上
にエラーが表示されます。エ
ラーが表示される場合は
MicroSDHC カードを挿入しな
おしてください。 
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内視鏡を使用する                            
内視鏡を使って対象物を観察する 

 

1. 内視鏡の電源ボタンを 2 秒以
上押して電源を入れます。電
源を切る場合も電源ボタンを
2 秒以上押します。 

 

 

2. LED 調光ボタンを押して撮影
に適した明るさに調整しま
す。 
調光レベルをモニタ左下に表
示します。 
LED6 明るい←→LED1 暗い 
LED0＝OFF 

 
 
 
3. コントローラーを操作してカ

メラの角度を調整します。 
 
  

LED3 
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内視鏡を使用する                          
静止画・動画を保存する 

 

1. モード切替ボタンを押して撮
影モードを切り替えます。 

 
モニタ画面の右上に撮影モー
ドが表示されます。 
 

…静止画撮影 
 
…動画撮影 

 

 

2. 撮影ボタンを押すと撮影画像
が保存されます。 
 
静止画…画像を 1 枚保存しま
す。 
 
動画…動画の撮影開始と終
了、モニタの右下に撮影時間
（秒）を表示します。 

 
 
  

00:00:00 
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内視鏡を使用する                          
撮影画像を一時停止する 

 

 内視鏡起動中に電源ボタンを
1 回押すと撮影画像が一時停
止します。画像を静止させて
確認したいときに使用しま
す。 

 
撮影画像をズームアップする 

 

 UP ボタンを長押しすること
で、中心部を拡大して観るこ
とができます。 

 
 モード切替ボタンを長押しす

ることで解除されます。 
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コンソールの操作                           
表示項目（メニュー・プレビュー）の操作方法を説明します。 

 

1. 表示項目を UP ボタン及びモ
ード切替ボタンで選択しま
す。 
 

2. OK ボタンで確定します。 
 
3. 選択をキャンセルするときは

プレビューボタンを押して戻
ります。 

 
プレビュー画像を表示する 

 

 プレビューボタンを押すこと
で、保存済みの画像を再生す
ることができます。 

 
 プレビュー操作中に OK ボタ

ンを長押しすると任意の画像
を削除することができます。 

 
  

現用ファイルを削除する 

全コマ消去 
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メニューの表示                           
内視鏡起動中に OK ボタン押してメニューを表示します。 
再生モード 
Photo…保存済みの静止画を再生します。 
ビデオ…保存済みの動画を再生します。 

言語 
日本語 
その他、8 か国語の言語に変更できます。 

日付/時刻 
西暦/月/日 時/分/秒 を設定します。 
※設定時刻は保存画像に表示されます。 

スリープ 
オフ…モニタの節電機能なし 
5 分…5 分でモニタの電源を切る 
10 分…10 分でモニタの電源を切る 

自動パワーオフ 
オフ…オートパワーOFF 機能なし 
10 分…10 分で内視鏡の電源を切る 
30 分…30 分で内視鏡の電源を切る 

連写 
単写…静止画 1 回の撮影を 1 枚に設定します。 
連写…静止画 1 回の撮影を 2 枚に設定します。 
3 連写…静止画 1 回の撮影を 3 枚に設定します。 
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メニューの表示                           
 
動画撮影時間 
オフ…動画ファイルを分割せずに保存します。 
5 分…動画ファイルを自動的に 5 分間隔で分割します。 
10 分…動画ファイルを自動的に 10 分間隔で分割します。 
15 分…動画ファイルを自動的に 15 分間隔で分割します。 

フォーマット…MicroSDHC カードのデータを全て消去します。 
TV モード 
NTSC…ビデオ信号方式を NTSC に設定します。 
PAL…ビデオ信号方式を PAL に設定します。 
※接続するテレビの仕様に合わせて設定してください。 

画像回転 
オフ…撮影画像の回転無し 
オン…撮影画像を 180°回転させます。 

カラー 
輝度…色の明るさを調整します。 
彩度…色の鮮やかさを調整します。 
コントラスト…色の明暗の差を調整します。 

デフォルト設定…変更したメニューの内容を初期値に戻します。 
バージョン…現在のファームウェアのバージョンを表示します。 
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その他                               
撮影画像をテレビに表示する 

 

1. 内視鏡の電源を切ったら、内
視鏡のビデオ出力とテレビの
ビデオ入力をビデオケーブル
でつなぎます。 

 
2. 接続先のテレビの電源を入れ

て、リモコンで接続中のビデ
オチャンネルに切り替えま
す。 

 

 

3. 電源ボタンを 2 秒以上押して
内視鏡の電源を入れます。 

 
4. 内視鏡の撮影画像がテレビモ

ニタに表示されます。 
 

※画像が正しく表示されない
場合は P13 の TV モードを変
更してお試しください。 
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その他                               
保存画像をパソコンに取り込む 

 

1. 内視鏡の電源を切ります。 
 
2. 内視鏡とパソコンを付属の

USB ケーブルでつなぎます。 

 

 

3. 内視鏡の電源を入れます。 
 
4. モニタの「ディスク」を実行

します。 
 
5. リムーバブルディスクとして

認識するので、表示されたフ
ォルダから任意の画像を編集
します。 

 
モニタの「Power Charging」はパソコンから電力を供給しながら内視鏡
を使用するときに選択します。 

  

ディスク 
PC カメラ 

Power Charging 
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その他                               
撮影画像をパソコンに表示する 
フリーソフト（AMCap）を使用して撮影画像をパソコンに表示する 
AMCap は弊社が提供するソフトウェアではございません。 
AMCap の操作方法、動作保証についてはサポート対象外となります。 
※3R-MFXS08 専用ソフトウェアはございません。 

 

1. AMCap をパソコンにインスト
ールします。 

 
2. 内視鏡の電源を切ります。 

 
3. 内視鏡とパソコンを付属の

USB ケーブルでつなぎます。 

 

 

4. 内視鏡の電源を入れます。 
 
5. モニタの「PC カメラ」を実

行します。 
 
6. AMCap を起動して、デバイス

の設定を内視鏡に設定すると
パソコンに撮影画面が表示さ
れます。 

ディスク 
PC カメラ 

Power Charging 
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その他                               
マグネットスタンドの取り外し方 
マグネットスタンドは任意に取り外すことができます。 

 

1. 3 箇所のネジをプラスドライ
バーで外します。 

 
2. マグネットスタンドを取り外

します。 

 
カメラケーブルの交換方法 
カメラケーブルは交換が可能です。 

 

1. カメラケーブル根元のメネジ
を反時計に回しながら取り外
します。 

 
2. カメラケーブルを 1.の根元か

ら本体に押し込むようにして
コントローラー部分を押し出
します。 
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故障かな？と思ったら                        
 
Ｑ１．内視鏡の電源が入らない 
Ａ１．P1 の手順で充電を実施してください。 
Ａ１．AC アダプタを接続して電源が入る場合はリチウムイオン電池の

不良が考えられます。サポート窓口へご連絡ください。 
 
Ｑ２．撮影画像が鮮明に映らない 
Ａ２．付属のクリーニングクロスでカメラレンズを優しく拭いてくださ

い。 
 
Ｑ３．以下の現象が発生する場合 

・調光設定をしても LED ライトが点灯しない 
・画像が乱れる 
・カメラケーブルが可動しない 

Ａ３．カメラケーブルの不良が考えられます。サポート窓口へご連絡く
ださい。 

 
Ｑ４．MicroSDHC カードを認識しない 
Ａ４．MicroSDHC カードの挿入向きが間違っていないか確認してくだ

さい。 
Ａ４．MicroSDHC カードを挿入しなおしてお試しください。 
 
Ｑ５．静止画が保存できない 
Ａ５．MicroSDHC カードが挿入されているか確認してください。 
Ａ５．MicroSDHC カードのフォーマット（初期化）を実施後、お試し

ください。 
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仕様                                
■内視鏡本体 
モニタサイズ 3.5 インチ TFT 液晶画面 

モニタ解像度 30 万画素 

記憶媒体 MicroSDHC カード 

静止画保存形式 JPEG（720×480） 

動画保存形式 AVI（720×480 30fps） 

インタフェース ビデオ出力、MicroUSB 

定格入力 DC5V 1A 

電源 4.2V 3000mAh リチウムイオン電池 

連続使用時間 4.5 時間以上 

充電時間 約 4時間 

動作湿度 0～90% 

動作温度 -10～50℃ 

重量 666g（1m ケーブルを含む） 

外形 102×240×126mm（1m ケーブルを含まない） 

■カメラケーブル 
カメラ外形 6.5mm 

有効長 1m 

カメラ可動範囲 水平方向 360° 垂直方向 150°以上 

光源 白色 LED×6 

カメラ解像度 34 万画素（有効画素数）CMOS センサー 

焦点距離 10～100mm 

視野角 100° 

防水性 IP67 

動作温度 -25～85℃ 
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3R 保証規定                             
本保証規定はスリー・アールシステム株式会社（以下弊社）が製造した製品（以下製品）が故

障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取扱の製品の故障についてこの

保証規定に基づいて修理・交換を致します。 

 保証期間 

製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。保証期間の

開始日はご購入日からと致します。 

 保証範囲 

保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は

無償にて製品の修理、交換を行います。 

また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。

海外への保守 ・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。保証期間内であ

っても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。 

1) レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。また保証書の

ある製品において保証書が提示されない場合 

2) オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品 

3) お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの 

4) お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損 

5) お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製

品 

6) お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプション

などの専用品以外の機器を使用したことによる故障 

7) 取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続

使用など環境による故障 

8) 取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障 

9) 火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの 
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 免責事項 

1) 部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。 

2) 製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障・

障害によるものかに関わらず一切の責任を負いません。 

3) 製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。 

4) 通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破

損について弊社は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任にお

いてのバックアップ等をお願い致します。 

5) 製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されている事があります。

これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。場合

によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる事があります。 

 注意事項 

1) 弊社が日本国国内において正規に販売、取扱したものに関してのみ保証は有効です。

並行輸入品や弊社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しま

せん。 

2) 弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。 

3) お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。 

4) 修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応するこ

とがあります。 

5) 修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交

換品の発送日の 3 ヵ月後、いずれか長いものとなります。 

6) この保証規約は予告無く変更されることがあります。 

7) 本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を

制限するものではありません。 

  



22 

 
 

保証書 

品番 
3R-MFXS08 

S/N 
 
（※未記入の場合は別途、納品書もしくは明細書が必要になります。） 
お買い上げ日 

年    月    日 
保証期間 

お買い上げ日から 1 年間 
（※未記入の場合は別途、納品書もしくは明細書が必要になります。） 

 
販売店名 
 
住所 
 
電話番号 

 

 
MADE IN CHINA   

 


