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取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」の記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保
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安全上のご注意

人や動物が死亡、および重傷を負うおそれがあります。

火災や爆発の原因となります。

●煙が出たり、異常なにおいや音がする

●内部に水や異物が入った

●製品本体が異常に熱い

●製品本体が破損した

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

危 険

警 告

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。

「死亡や重傷を負う危険がある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「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。

危険

警告

注意

■　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。

・・・ 「実行しなければいけない内容」です。

人体や動物の体腔内観察には絶対に使用しない

加熱性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない

異常・故障時には直ちに使用を中止する
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安全上のご注意

注 意

（つづき）

カメラ操作レバーはカメラケーブルをストレートに保った状態

で操作する
カメラケーブルに曲げなどの過度なストレスをかけた状態でカメラ操作レバーを操作するとカ

メラケーブルの劣化や故障の原因となります。

感電や、けがの原因になります。

分解、改造をしない

※挿入部以外は防水性能がありません。

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

挿入部以外の部分に、水などの液体をかけたりしない

機器の破損や感電などの事故の誘発につながります。

稼働中、および通電中の検査対象物に挿入部を挿入しない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

万一、飲み込んでしまったら、すぐ医師にご相談ください。

製品および付属品は乳幼児の手の届くところに置かない

目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

先端部からの出射光を直視しない

●異常に温度が高くなるところ(特に真夏の車内やボンネットの上など)

●油煙や湯気の当たるところ

●湿気やほこりの多いところ

火災や感電の原因になることがあります。

次のような場所に放置しない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因となることがあります。

カメラを太陽光や強い光源に向けたままにしない

製品を落とす、またはぶつけたり、モニタに圧力をかけたりすると故障の原因となります。

製品に、強い振動や衝撃、圧力をかけない

ケーブルに過度なストレスがかかり故障の原因になります。

ケーブルを鋭角に折り曲げない
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準備

同梱品 ✓　付属品をご確認ください。

□ ビデオスコープ

□ MicroSDカード(テスト用)

□ カードリーダー

□ USBケーブル

□ HDMIケーブル

□ 充電器

□取扱説明書(本書)

□ 簡易スタンド

□ クリーニングクロス
(3枚)



電源ボタン

DOWNボタン

調光ボタン

UPボタン

メニュー・OKボタン
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準備

各部の名称

■ボタンの説明

（つづき）

ビデオスコープの電源を長押しでON⇔OFFします。
起動後 は短押しで画面をLOCK します。

短押しで写真撮影と長押しで動画撮影・停止を操作します。

メニュー画面を表示します。
また、メニュー項目を決定する際に使用します。
再生時はズームボタンとして機能します。

MicroSDカードに保存された画像を再生します。
また、メニュー項目を 戻る際に使用します。

カメラ先端のライトの明るさを調整します(8段階/OFF)。
再生時は画像削除ボタンとして機能します。

画像反転切替ボタンとして機能します。
(通常→左右反転→上下反転→上下左右反転→通常)
メニュー項目を上に移動します。

ズームボタンとして機能します。
(×1→×2→×3→×4→×5→×1) 
メニュー項目を下に移動します。

電源ボタン

撮影ボタン

メニュー・OKボタン

再生・戻るボタン

調光ボタン

UPボタン

DOWNボタン

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

撮影ボタン

再生・戻るボタン

OKOK
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準備（つづき）

カメラ操作レバー レバーを上下左右に動かすことでケーブル先端の
カメラ角度を操作します。
※可動方向はモデルにより異なります。

TFカード

Micro USB
HDMI

カメラ操作レバー

撮影ボタン

・・・・・・・・

撮影ボタン 短押しで写真撮影と長押しで動画撮影・停止を操
作します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・



準備（つづき）

ご使用前に充電池を充電します。
充電池の充電

１ 付属充電器と充電ケーブルを接続しバッテリー

パック底面のUSB端子へ接続します。

2 充電中はUSB端子付近のラ

ンプが緑色に点滅します。

充電が終わると全てのラン

プが緑色に点灯します。

※ バッテリーランプは充電

残量の目安となります。

6

充電残量

１
〜
25
％

26
〜
50
％

51
〜
75
％

75
〜
99
％
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撮影

写真・動画撮影
撮影画像を写真としてM i c r o S D カードに保存します。

OK

調光ボタン

撮影ボタン

電源ボタン
OK

OK

4　撮影ボタンを長押しすると撮影画像の

動画をMicroSDカードに保存します。

動画撮影中に撮影ボタンを短押しすと

写真を保存します。

長押しすると動画撮影を停止します。

1　モニタの左側面のゴムカバーを

開きMicroSDカードをセットし

ます。

※M i c r o S D カードを挿入する向き

　にご注意ください。　

3　撮影ボタンを短押しすると撮影画像の

写真をMicroSDカードに保存します。

5　明るさが足りない場合は、調光ボタンで

光源の明るさを調整します。

2　ビデオスコープの　　電源を入れます。

MicroSDカードスロット

撮影ボタン

H
DM
I
USB

TF

USB
TF
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設定

メニューの基本操作

１　メニュー・OKボタンを押します。

２　撮影画面に戻す場合は戻るボタン

　　を押して元の撮影画面に戻します。

３　メニューの選択は△▽で操作します。

４　実行したい項目を選択してOKボタンを押します。

画面上アイコンの説明

各種設定を変更します。

OK

1 ・ 4

2

3

録画時間 反転切換 光量

日時 倍率 アノテーション

MicroSDカード
電池残量
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設定（つづき）

メニューの説明

■日時設定……………………

■言語…………………………

■解像度………………………

　

■ルーラー……………………

■タイムスタンプ……………

■カスタムアノテーション…

　

■カスタムファイル名………

　

■画像効果……………………

■フォーマット………………

■システム情報………………

メニューに表示される各項目を説明します。

西暦/日付/時刻の登録が可能です。

メニュー言語を日本語、英語を含む11か国語に変更が可

能です。

解像度を変更することができます。

＊1.2㎜、2.4㎜、2.8㎜モデルは400×400固定です。

ONにすると画面上に方眼のルーラーを表示します。

ONにすると撮影画像の左下部分に日時を表示します。

任意の名称をアルファベットおよび数字で設定できます。

設定した文字列を撮影画像の左上部分に表示します。

任意の名称をアルファベットおよび数字で設定できま

す。設定した文字列をMicroSDカード内の保存データ

のファイル名に変更します。

＊カスタムファイル名を変更すると変更前のデータに関

しては本体で参照出来なくなりますのでご注意ください。 

表示モードをカラー/モノクロに変更することができま

す。モノクロ選択時はライブ映像、サムネイル画像、再生

画像、保存画像がモノクロで表示されます。

MicroSDカードを初期化します。＊初期化を実行すると

保存画像はすべて消えます。

バージョン情報
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その他

ＨＤＭＩ外部モニタの出力

１　ビデオスコープの左側面のゴムカバーを

　　開き付属のＨＤＭＩケーブルで外部　

　　モニタに接続します。

２　外部モニタとビデオスコープの　　電源

　　を入れます。

３　外部モニタのチャンネルをＨＤＭＩ入力

　　ポートに変更します。

４　撮影映像の表示が外部モニタに切り替わっていることを確認します。

保存画像をパソコンに取り込む

１　ビデオスコープの左側面のゴムカバーを

　　開き付属のＵＳＢケーブルでパソコンと

　　接続します。

２　ビデオスコープの　　電源を入れます。

３　パソコンにリムーバブルディスクが認識

　　されます。

4　 MicroSDカードを取り外して付属のカードリーダーをご使用いた

　　だき、PCに接続して撮影データを参照することも可能です。

撮影映像をＨＤＭＩ外部モニタへ表示します。

＊必ずパソコンと本体をUSBケーブルで接続した

　後に本体側の電源を入れてください。

HDMI

H
DM
I
USB

TF

USB
TF

USB

H
DM
I
USB

TF

USB
TF



※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、
購入後に使用したもの、または時間が経過
したものはこの基準に含まれません。

※カメラケーブル、及びジョイ
スティックは含まない
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その他

仕様（モデル別）

仕様一覧
型番

モニタ
モニタ解像度
撮像素子
カメラ解像度 ( 約 )
先端外径
カメラケーブル有効長 ( 約 )
カメラ可動範囲 ( 約 )

焦点距離 ( 約 )DOF
視野角 ( 約 )FOV
光源

静止画サイズ
動画サイズ
保存媒体
インターフェース
バッテリ
使用時間 ( 約 ) ※平均
充電時間 ( 約 ) ※平均
防塵 / 防滴
動作温度

重量 ( 約 )

寸法 ( 約 )

3R-IFIBER12 シリーズ
【1.0ｍ】3R-IFIBER1210

5 インチ
1024×768
1/31インチ
16 万画素
1.2mm
1.0m
先端可動なし

3～ 30mm
100°
光ファイバー×1
調光：OFF＋8段階
JPG：400×400
MP4：400×400 （30fps）
MicroSD カード （最大 64GB）
HDMI 出力 (1280×720/60Hz)
18650   3.7V/2200mAh×2本
2時間
5時間
防塵 /防滴性能なし
挿入部：-20℃～ 70℃
モニタ：-10℃～ 50℃
810ｇ

350×158×60mm

3R-IFIBER24 シリーズ
【1.0ｍ】3R-IFIBER2410

5 インチ
1024×768
1/18インチ
16 万画素
2.4mm
1.0m
170°±10°＊2方向

3～ 70mm
100°
光ファイバー×1
調光：OFF＋8段階
JPG：400×400
MP4：400×400 （30fps）
MicroSD カード （最大 64GB）
HDMI 出力 (1280×720/60Hz)
18650   3.7V/2200mAh×2本
2時間
5時間
挿入部：IP67
挿入部：-20℃～ 70℃
モニタ：-10℃～ 50℃
820ｇ

350×158×60mm
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その他

仕様（モデル別）

3R-IFIBER39 シリーズ
【1.0ｍ】3R-IFIBER3910
【2.0ｍ】3R-IFIBER3920
【3.0ｍ】3R-IFIBER3930
5 インチ
1024×768
1/9 インチ
92 万画素
3.9mm
1.0/2.0/3.0m
170°±10°(1.0m)
150°±10°(2.0ｍ)
130°±10°(3.0ｍ)
7 ～ 150mm
100°
LED×10 灯
調光：OFF＋8段階
JPG：1280×720
MP4：1280×720 （30fps）
MicroSD カード （最大 64GB）
HDMI 出力 (1280×720/60Hz)
18650   3.7V/2200mAh×2本
2時間
5時間
挿入部：IP67
挿入部：-20℃～ 70℃
モニタ：-10℃～ 50℃
835g (1.0m)
870g (2.0ｍ)
910g (3.0ｍ)
350×158×60mm

3R-IFIBER60 シリーズ
【1.0ｍ】3R-IFIBER6010
【2.0ｍ】3R-IFIBER6020
【3.0ｍ】3R-IFIBER6030
5 インチ
1024×768
1/9 インチ
92 万画素
6.0mm
1.0/2.0/3.0/m
170°±10°(1.0m)
160°±10°(2.0ｍ)
150°±10°(3.0ｍ)
12 ～ 200mm
100°
LED×6灯
調光：OFF＋8段階
JPG：1280×720
MP4：1280×720 （30fps）
MicroSD カード （最大 64GB）
HDMI 出力 (1280×720/60Hz)
18650   3.7V/2200mAh×2本
2時間
5時間
挿入部：IP67
挿入部：-20℃～ 70℃
モニタ：-10℃～ 50℃
870g (1.0m)
950g (2.0ｍ)
1020g (3.0ｍ)
350×158×60mm

3R-IFIBER28 シリーズ
【1.0ｍ】3R-IFIBER2810
【2.0ｍ】3R-IFIBER2820

5 インチ
1024×768
1/18 インチ
16 万画素
2.8mm
1.0/2.0m
170°±10°(1.0m)
150°±10°(2.0ｍ)

3 ～ 70mm
100°
光ファイバー×1
調光：OFF＋8段階
JPG：400×400
MP4：400×400 （30fps）
MicroSD カード （最大 64GB）
HDMI 出力 (1280×720/60Hz)
18650   3.7V/2200mAh×2本
2時間
5時間
挿入部：IP67
挿入部：-20℃～ 70℃
モニタ：-10℃～ 50℃
825g(1.0m)
840g(2.0ｍ)

350×158×60mm
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その他

製品を廃棄するときのお願い

（つづき）

本製品にはリチウム電池が内蔵されています。
不要になった製品はスリーアールソリューション株式会社宛てに発送いただくか、
弊社へご相談いただき、リチウム電池のリサイクルにご協力ください。
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その他

スリーアール保証規定

（つづき）

本保証規定はスリーアールソリューション株式会社（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

●　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。



15

その他

故障かな？と思ったら

（つづき）

Q1　カメラ先端の可動角度が浅くなった。

A1　ワイヤーや固定部品の経年劣化により性能が損なわれることもありますが、カ

　　　メラケーブルが巻かれていたりケースに収納されたままのなどカメラケーブル

　　　にストレスを与えている状態ではワイヤーの摩擦が上がり思うように可動しな

　　　い場合があります。カメラケーブルをストレートに伸ばした状態でカメラ操作

　　　レバーを操作してください。

Ｑ２　映像は映るが、撮影保存ができない。

Ａ２　ＳＤカードが正しくセットされているか確認してください。

　　　ＳＤカードの保存容量に空きがあることを確認してください。

A２　ＳＤカード内の必要なデータを退避後、ＳＤカードのフォーマットをお試しく

　　　ださい。7 ページのフォーマットを参照ください。

Ｑ３　映像が不鮮明

Ａ３　レンズの表面をきれいな布で拭き取ってください。

　　　汚れがひどい場合はアルコールを湿らせた布で拭き取ってください。
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その他

よくあるお問い合わせ

（つづき）

Ｑ１　充電池は交換できますか？

Ａ１　充電池は預かり修理にて交換可能です。

Q２　１年内の故障は全て無償でしょうか？

A２　通常使用での故障に限ります。打痕や物理的な損傷などがみられる場合はお見

　　　積もり費用が発生することがあります。

Ｑ３　ＳＤカードが故障した場合に交換可能でしょうか？

Ａ３　ＳＤカードはテスト用となります。初期動作確認用のＳＤカードとなりますの

　　　で初期不良のみ無償交換の対象となります。

　　　製品をご使用される場合はお客様にて新しいＳＤカードをご準備ください。

Ｑ４　耐油性はありますか？

Ａ４　本製品に耐油性はありません。

Ｑ５　保証期間は過ぎており、使用頻度が少ない場合に無償で修理可能でしょうか？

Ａ５　使用頻度については弊社で把握できかねますので一律、製品に保証期間を設け

　　　保証期間で有償・無償を線引きさせていただいております。ご理解ください。



保証書

シリアル No．

お客様名　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　ご住所　〒　　　－

　電話番号　(　　　　　)　　　　－

お買い上げ日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

保証期間　お買い上げから 1 年間

販売店名

　住所　〒　　　－

　電話番号　(　　　　　)　　　　－

※未記入の場合は別途、納品書もしくは明細書の提示が必要です。

Made in China

※未記入の場合は別途、納品書もしくは明細書の提示が必要です。

スリーアールソリューション株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目8-30 高光第一ビル2階
スリーアールソリューション株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL:092-260-3031 FAX:092-441-4077 
MAIL: info@3rrr-hd.jp URL:https://3rrr-btob.jp/

工業用内視鏡　3R-IFIBERシリーズ

　□　3R-IFIBER12　　　　□1m

   □　3R-IFIBER24　　　　□2m

　□　3R-IFIBER28　　　　□3m

　□　3R-IFIBER39

　□　3R-IFIBER60


