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　　　　　危険
　　　　　警告
　　　　　注意

　　　　　　　　　　　　　　　　危険

　　　　　　　　　　　　　　　　警告

　　　　　　　　　　　　　　　　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。
■　異な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。

安全上のご注意

1

………死亡や重傷を負うおそれが大きい内容です。
………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。

　

　
■　お守りいただく内容を次の図記号で説明します。
　　　　　　　………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。

……………
……………………

LEDライトの光を直視しないでください。目の健康を害したり、視力に悪影響を及ぼす可能性が
あります。
製品を分解したり、衝撃や過度な圧力を与えないでください。怪我ややけど、製品の故障の原因
となります。
診断機は無線電波を発信します。航空機内の電子機器やペースメーカーなどに影響を与える可能
性があります。特殊な環境で使用する場合は使用できる場所か現地の責任者へ確認したうえでご
使用ください。

製

診

診断機の充電端子や水分センサーに伝導性の異物（金属など）を近づけないでください。故障の
原因となります。
雷、落雷などの時には使用しないでください。雷、落雷の酷い時には使用を止め、電源コンセン
トを抜いてください。落雷により製品が故障する可能性があります。
診断機は 5～ 40℃の環境で使用してください。指定の温度環境以外での使用や保管は製品本体
やバッテリの品質に悪い影響を与えます。

診

診

製品のクリーニングにアルコール、ベンジン、シンナー、洗剤などを使用しないでください。製
品が故障したり破損する可能性があります。
手に水、油、洗剤がついたまま製品をさわらないでください。落下などによる破損や故障の原因
になります。保証期間であっても自然故障でないと判断できる場合は有償対応となります。
レンズ部分の内側を手で触ったり、物を入れないでください。レンズに異物が付着したり、レン
ズにキズがつくことで診断機の映像に悪影響を与える可能性があります．ほこりを除去するには
エアブロー（付属品）を使用してください。
必ず製品と共に提供された付属品を使用してください。付属しない ACアダプタを使用すると故
障の原因となります。

（※次ページへ続く）
製

必



　　　　　　　　　　　　　　　　注意

同梱品
□

準備
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使用時に異常な熱を感じたときは時間をおいて使用してください。環境と連続使用により製品に
熱がこもることがあります。
診断機は高温多湿な場所を避けて保管してください。水に濡れた手で製品を触ったり、湿気の高
い環境では使用しないでください。
診断時に直接皮膚に触れる部分は定期的にクリーニングを行ってください。付属のクリーニング
用クロスを使うか眼鏡用のクロスを代用してクリーニングを行ってください。

（※前ページの続き）
使

診

診

　　付属品をご確認ください。
□　診断機…皮膚をスキャンする
　　　　　　　診断機です。肌用
　　　　　　　　と頭皮用でレン
　　　　　　　　ズ部分の形状が
　　　　　　　　　異なります。

□　充電器スタンド…診断機を充電する
　　　　　　　　　　　スタンドです。
　　　　　　　　　　　殺菌用のUVラ
　　　　　　　　　　　　イトを搭載し
　　　　　　　　　　　　ています。

□　エアブロー…レンズに
　　　付着したほこりを吹
　　　　き飛ばす時に使用
　　　　　　します。

□　ACアダプタ…充電器スタンド用
　　　　　　の充電アダプタです。

□　充電延長ケーブル…充電器
　　　　スタンド用の充電アダ
　　　　　プタの延長ケーブル
　　　　です。

□　クリーニング用クロス…
　　診断機に付着した汚れを
　　ふき取る時に使用します。

□　油分紙…皮膚の油分チェックで
　　　　　　　　　使用します。
　　　　　　　　　（消耗品）

□　角質テープ…皮膚の角質チェックで
　　　　　　　　　使用します。
　　　　　　　　　（消耗品）

※頭皮用には「油分紙」
　「角質テープ」は含ま
　れていません。
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各部の名称（診断機）

１

２

３

４

５

６

７

８

　　バッテリーランプ
　　診断機のバッテリ残量を表示します。
　　　　　　…3個点灯　バッテリ残量 60％以上
　　　　　　…2個点灯　バッテリ残量 30％以上～ 60％未満
　　　　　　…1個点灯　バッテリ残量 10％以上～ 30％未満
　　　　　　…1個点滅　バッテリ残量 10％未満（充電が必要です）

3

　　診断モード表示ランプ
　　アプリの診断モードによってランプの色が変わります。
　　　（消灯）……………水分 /油分
　　　　　（レッド）…………毛穴 /頭皮状態密度
　　　　　　　（ブルー）…………メラニン /シミ
　　　　　　　　　（グリーン）………しわ /敏感炎症状態
　　　　　　　　　　　（イエロー）………ニキビの予測 /皮脂
　　　　　　　　　　　　　（スカイブルー）…角質 /角質量
　　　　　　　　　　　　　　　（パープル）………毛髪の太さ
　　　MODE　　ボタン
　　設定によってピントの合わせ方が変わります。
　　●　手動ピント…　MODE　　ボタンを押すごとにピント位置が 3段階切り替わります。任意のピント
　　　　　　　　　　に調整します。
　　●　自動ピント…アプリに設定されている基準値を元にピントを自動的に合わせます。

１

３

５

２

４

　　　　　撮影ボタン
　　起動モードによって皮膚 /毛髪情報を取得します。

　　電源スイッチ
　　診断機の電源をON↔OFF します。

　　水分測定センサー
　　皮膚の水分保湿度を測るセンサーです。（※頭皮用には未搭載）

　　レンズ
　　皮膚を拡大するためのレンズとカメラが搭載されています。

　　レンズ着脱スイッチ
　　レンズ部分を外すとき（レンズ番号の確認）に操作します。

６

７

８

診断機（正面）

診断機（裏面）



各部の名称（充電器スタンド）

１

２

３

４

診断機を充電する

１

　　UV抗菌ライト
　　診断機をスタンドにセットすると自動的にUVライトが
　　点灯しレンズ部分の除菌を行います。

4

充電器スタンド（正面）

充電器スタンド（背面）

　　充電端子
　　接続した診断機に電力を供給する端子です。

　　アダプタ接続口
　　充電器スタンドに電力を供給するアダプタを接続します。

　　電源スイッチ
　　充電器スタンドの電源をON↔OFF します。

１

２

３ ４

　　充電器スタンドをアダプタで家庭用コンセント
　　に接続してスイッチを「ON」にします。

２　　診断機を充電器スタンドにセットします。充電中
　　はバッテリーランプが点滅します。充電が完了す
　　るとバッテリーランプは点灯に変化します。

ON　　　　OFF

ON

OFF



専用アプリのインストール

１

２

３

４

５

６

７

タブレットに専用アプリをインストールします。

　　タブレットの　　「Play ストア」をタップします。

　　検索キーワードに「anyty」もしくは
 　　「WMBTPRIME」と入力してアプリを検索します。

　　QRコードからアプリをインストールします。
　　QRコードを利用しない場合は２へ進みます。
　　QRコードを利用した場合は４へ進みます。

　　表示される一覧から　　「D-Apps」アプリを選
　　択してインストールを実施します。

　　入力スペースにレンズ番号を入力して「Enter」
　　ボタンをタップします。
　　
　※レンズ番号は診断機のレン
　　ズを外した、レンズ側の裏
　　に表示されています。
　※レンズはレンズ着脱スイッ
　　チを手前に引きながら外し
　　ます。

３

５

Android 用 QR コード

　　レンズに対応したアプリのダウンロードボタンが
　　表示されるので続けて「DOWNLOAD」ボタン
　　をタップします。

６　　ダウンロードが完了したら、「インストール」ボ
　　タンをタップします。
　　インストールが完了すると起動アイコンが表示さ
　　れます。

　　　　　　肌用アプリ　　　　　　頭皮用アプリ　　
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肌用アプリの基本操作

肌用アプリを設定する

１

２

３

４

基本操作と各種設定

6

　　肌用アイコンをタップしてアプリを起動します。

　　　　　　肌用アプリ　※アプリのバージョンによって機能や構成が予告なく変わることがあります。　

アプリ中に表示されるアイコンの機能を説明します。
　　　　　　戻る：一つ前の操作に戻ります。
　　　　　　ホーム：メイン画面に戻ります。
　　　　　　Wi-Fi：タブレットのWi-Fi 接続先を表
　　　　　　示します。
　　　　　　設定：設定メニューに移動します。
　　　　　　終了：アプリを終了します。

メイン画面

　　メイン画面の　　設定アイコンをタップします。

　　　パーソナルプログラム
　　　　診断項目を減らしたり、増やしたりと自由な
　　　　カスタマイズが可能です。登録したプログラ
　　　　ムは「選択診断」から実施することができま
　　　　す。
　　　　プログラム変更
　　　　　設定済みのプログラムに変更をかけること
　　　　　ができます。
　　　　プログラム作成
　　　　　新しいプログラムを作成できます。　※作成したプログラムは×アイコンで削除が可能です。

２

３

　　　診断機設定
　　　　アプリに登録された診断機の設定を変更します。
　　　　レンズ番号設定
　　　　　アプリに登録された診断機を変更（交換）するときに再登録が必要になります。
　　　　チャンネル設定
　　　　　Wi-Fi 通信の干渉により登録された診断機（SSID）とアプリの通信に遅延が発生しているとき
　　　　　にチャンネルを変更することで改善されることがあります。実行後は診断機が再起動します。
　　　　モードボタン設定
　　　　　●　手動ピント…MODE ボタンを押すごとにピント位置が 3段階切り替わります。
　　　　　●　自動ピント…アプリに設定されている基準値を元にピントを自動的に合わせます。

４



１

２

３
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　　　おすすめの製品設定
　　　　タブレット内に基礎化粧品のイメージ画像を
　　　　保存しておくことで診断結果に伴った、おす
　　　　すめの基礎化粧品を提案します。
　　　　各おなやみラインに効果的な基礎化粧品を登
　　　　します。
　　　

　　　【操作例】
　　　　油性ラインにおなやみのお客様に対して A基
　　　　礎化粧品の画像を　検索　からファイルを参
　　　　照して　保存　することで登録します。
　　　　登録したイメージ画像を削除したい場合は
　　　　×をタップします。

１

　　　その他の設定
　　　　●　壁紙設定………アプリの壁紙を変更します。変更する壁紙はタブレット内に保存されている必要
　　　　　　　　　　　　　があります。
　　　　●　油分測定方法…油分紙を使用した標準の計測方法と油分紙を使用しない簡易的な計測方法のどち
　　　　　　　　　　　　　らかを選びます。
　　　　●　肌年齢…………診断結果に肌年齢の表示 /非表示を設定します。

　　　共有 /メール
　　　　メールを使って診断結果を送信します。メール送信側の設定を登録します。入力する設定値はお客様
　　　　が契約されているメールドメインの設定手順を確認してください。
　　　　※メール設定の前にルーターの設定が必要です。
　　　　※ご使用のドメインによっては設定できないものもあります。
　　　　ルーターの設定
　　　　　診断結果を送信するときにタブレットが接続する無線 LANルーターを登録します。
　　　　　※お使いの無線 LANルーターの取扱説明書に従い SSID/ パスワードを確認してください。
　　　　　●　ルータ SSID   ………お客様の接続先無線 LANルーターの接続先名称 (SSID) を入力します。
　　　　　●　ルータパスワード…お客様の接続先無線 LANルーターの接続先パスワードを入力します。
　　　　　　保存　ボタンをタップして設定内容を登録します。

２

３



１

２
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　　　　共有
　　　　　ファイル共有が可能なアプリの一覧を表示します。
　　　　メール
　　　　　●　SMTP Server……………メールの SMTP サーバー名を指定します。
　　　　　●　Security type   …………暗号化の種類を選択します。
　　　　　●　Port   ……………………SMTP ポート番号を入力します。
　　　　　●　Sender email address…メールアドレスを登録します。
　　　　　●　Password ………………メールのパスワードを設定します。
　　　　　●　Sender Name  …………メールの送り主名を設定します。
　　　　　　接続　ボタンで接続テストを実施します。
　　　　　　保存　ボタンをタップして設定内容を登録します。　　　　

　　　言語変更
　　　　アプリの表示言語を変更します。
　　　　表示させたい言語を一覧から選択します。
　　　　　保存　ボタンをタップして設定内容を登録します。

１
２

　　　バックアップ
　　　　タブレット内にバックアップデータを作成します。
　　　　バックアップデータを他のタブレットで復元することで復元先タブレットでデータを引き継ぎ使用で
　　　　きます。
　　　　バックアップ作成
　　　　　現在のプログラムデータとファイルをバックアップします。
　　　　バックアップ復元
　　　　　以前のプログラムデータとファイルを復元します。

　　　【バックアップ先】
　　　　Backups/backup_xxxxxxxxxxxxxx.zip



頭皮用アプリの基本操作

頭皮用アプリを設定する

１

２

３

４
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　　頭皮用アイコンをタップしてアプリを起動します。

　　　　　　頭皮用アプリ　※アプリのバージョンによって機能や構成が予告なく変わることがあります。

アプリ中に表示されるアイコンの機能を説明します。
　　　　　　戻る：一つ前の操作に戻ります。
　　　　　　ホーム：メイン画面に戻ります。
　　　　　　Wi-Fi：タブレットのWi-Fi 接続先を表
　　　　　　示します。
　　　　　　設定：設定メニューに移動します。
　　　　　　終了：アプリを終了します。

メイン画面

　　メイン画面の　　設定アイコンをタップします。

２

３
　　　診断機設定
　　　　アプリに登録された診断機の設定を変更しま
　　　　す。
　　　　レンズ番号設定
　　　　　アプリに登録された診断機を変更（交換）
　　　　　するときに再登録が必要になります。
　　　　チャンネル設定
　　　　　Wi-Fi 通信の干渉により登録された診断機
　　　　　（SSID）とアプリの通信に遅延が発生して
　　　　　いるときにチャンネルを変更することで改善されることがあります。実行後は診断機が再起動しま
　　　　　す。
　　　　モードボタン設定
　　　　　●　手動ピント…MODE ボタンを押すごとにピント位置が 3段階切り替わります。
　　　　　●　自動ピント…アプリに設定されている基準値を元にピントを自動的に合わせます。

４

　　　その他の設定
　　　　●　カスタマイズされた背景…アプリの壁紙を変更します。変更する壁紙はタブレット内に保存され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている必要があります。
　　　　●　Hair Auto Counting ………頭皮状態、密度の判定を　手動　↔　自動　に切り替えます。



１

２
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　　　おすすめの製品設定
　　　　タブレット内にヘアケア用品のイメージ画像
　　　　を保存しておくことで診断結果に伴った、お
　　　　すすめのヘアケア用品を提案します。
　　　　各おなやみラインに効果的なヘアケア用品を
　　　　登します。
　　　

　　　【操作例】
　　　　ノーマルラインにおなやみのお客様に対して
　　　　Aヘアケア用品の画像を　検索　からファイ
　　　　ルを参照して　保存　することで登録します。
　　　　登録したイメージ画像を削除したい場合は
　　　　×をタップします。

１

　　　共有 /メール
　　　　メールを使って診断結果を送信します。メール送信側の設定を登録します。入力する設定値はお客様
　　　　が契約されているメールドメインの設定手順を確認してください。
　　　　※メール設定の前にルーターの設定が必要です。
　　　　※ご使用のドメインによっては設定できないものもあります。
　　　　ルーターの設定
　　　　　診断結果を送信するときにタブレットが接続する無線 LANルーターを登録します。
　　　　　※お使いの無線 LANルーターの取扱説明書に従い SSID/ パスワードを確認してください。
　　　　　●　ルータ SSID   ………お客様の接続先無線 LANルーターの接続先名称 (SSID) を入力します。
　　　　　●　ルータパスワード…お客様の接続先無線 LANルーターの接続先パスワードを入力します。
　　　　共有
　　　　　ファイル共有が可能なアプリの一覧を表示します。
　　　　メール
　　　　　●　SMTP Server……………メールの SMTP サーバー名を指定します。
　　　　　●　Security type   …………暗号化の種類を選択します。
　　　　　●　Port   ……………………SMTP ポート番号を入力します。
　　　　　●　Sender email address…メールアドレスを登録します。
　　　　　●　Password ………………メールのパスワードを設定します。
　　　　　●　Sender Name  …………メールの送り主名を設定します。
　　　　　　接続　ボタンで接続テストを実施します。

２
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　　　言語変更
　　　　アプリの表示言語を変更します。
　　　　表示させたい言語を一覧から選択します。
　　　　　保存　ボタンをタップして設定内容を登録します。

１

２

　　　バックアップ
　　　　タブレット内にバックアップデータを作成します。
　　　　バックアップデータを他のタブレットで復元することで復元先タブレットでデータを引き継ぎ使用で
　　　　きます。
　　　　バックアップ作成
　　　　　現在のプログラムデータとファイルをバックアップします。
　　　　バックアップ復元
　　　　　以前のプログラムデータとファイルを復元します。

　　　【バックアップ先】
　　　　Backups/backup_xxxxxxxxxxxxxx.zip

３

　　　STATE OF HAIR FOLLICLES
　　　　診断時に比較参照できるサンプル画像を 3パターン（#1 ～ #3）登録できます。
　　　　登録したサンプル画像は×ボタンにて削除できます。
　　　　ADD
　　　　　登録したサンプル画像を有効にして診断時に参照できるようにします。
　　　　REMOVE
　　　　　登録したサンプル画像を無効にして診断時に参照しませんが、画像そのものは登録されています。



１ ON　　　　OFF

お客様情報の登録

１

２

３

４

５

診断

12

　　充電が完了した診断機の電源スイッチを←方向にONします。

　　アプリをインストール済みのタブレットを起動します。

　　アイコンをタップしてアプリを起動します。

　　　　　　肌用アプリ　　　　　頭皮用アプリ

メイン画面

　　　お客様管理　をタップします。
　　●　お客様管理…事前に、お客様情報を登録して各種診断を実施します。
　　●　簡易診断……お客様情報を登録せず各種診断を実施します。

メイン画面

４ ４

　　　お客様登録　をタップしてお客様情報を入力し
　　ます。（★印は必須入力です。）
　　●　お客様 ID…データーベース管理用の IDです。
　　　　自動作成されるため入力の必要はありません。
　　●　★姓…お客様の名字を入力します。
　　●　★名…お客様の名前を入力します。
　　●　電話番号…お客様の電話番号を入力します。
　　●　★携帯番号…お客様の携帯番号を入力します。
　　●　メール…お客様のメールアドレスを入力しま
　　　　す。登録アドレス宛に診断結果をメールで送ることができます。
　　●　★性別…お客様の性別を選択（タップ）します。
　　●　★生年月日…お客様の生年月日を入力します。
　　●　郵便番号 /都道府県 /市区町村…お客様の住所を入力します。
　　●　お肌の色…お客様の肌色を選択（タップ）します。
　　★　　約款同意に を入れて　保存　ボタンでお客様情報を登録します。

頭皮用アプリの場合は
お肌の色はなく、
　顧客の頭皮
　脱毛情報　　ボタン
をタップして問診型式
で登録を行います。
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　　　総合診断
　　　　水分、毛穴、色素、シワ、皮脂、角質を順次
　　　　的診断しお客様の皮膚状態を総合的に分析し、
　　　　分析結果をグラフにて提供するモード

　　　選択診断
　　　　パーソナルプログラム設定から登録した診断
　　　　プログラムを行う選択型の診断モード

　　　水分診断
　　　　皮膚の水分診断に特化したモードで、目元、頬、口元あたりの水分量を集中的に分析しお客様の皮
　　　　膚の保湿程度を診断するモードです。

　　　総合診断　ボタンを選択します。
　　　　※診断機と初めて接続するときはWi-Fi 設定
　　　　　画面が表示されます。画面のメッセージに
　　　　　従って、診断機と接続してください。

１

　　　　「水分 /油分」ボタンをタップして診断を開始
　　します。　緑＝アプリの操作　青＝診断機の操作
　　①　水分（Moisture）の　M　をタップします。
　　②　モデル画像の額（Tゾーン）にチェックを付
　　　　けます。
　　③　診断機の水分測定センサーをお客様の額に軽
　　　　く接触させて　　撮影ボタンを押します。
　　④　モデル画像の頬（Uゾーン）にチェックを付
　　　　けます。
　　⑤　診断機の水分測定センサーをお客様の頬に軽
　　　　く接触させて　　撮影ボタンを押します。
　　⑥　油分（Oil）の　O　をタップします。
　　⑦　モデル画像の額（Tゾーン）にチェックを付けます。
　　⑧　付属の油分紙（ピンク色側）をお客様の Tゾーンに軽く押し当てて 3秒待ちます。油分の吸収量に
　　　　よって色が赤く変色します。
　　　※7ページの油分測定方法を変更することで油分紙を使用せずに簡易的に診断することもできます。
　　　　油分紙を使わないときは診断機を肌に直接当てて　　撮影ボタンを押します。
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　　　　　緑＝アプリの操作　青＝診断機の操作
　　⑨　油分紙（ピンク色側）に診断機のカメラを合
　　　　わせて　　撮影ボタンを押します。
　　⑩　モデル画像の頬（Uゾーン）にチェックを付
　　　　けます。
　　⑪　付属の油分紙（ピンク色側）をお客様のUゾ
　　　　ーンに軽く押し当てて 3秒待ちます。油分の
　　　　吸収量によって色が赤く変色します。
　　⑫　油分紙（ピンク色側）に診断機のカメラを合
　　　　わせて　　撮影ボタンを押します。
　　⑬　採取した肌情報から肌状態をグラフとメッセ
　　　　ージでお知らせします。

　　　　「診断開始」ボタンをタップすると診断を中断し、採取済みの情報を元に分析結果を表示します。

　　　　「削除」ボタンをタップすることで採取済み画像を削除して撮り直しができます。

　　　　　　　　「マニュアルフォーカス」はフォーカスを手動で調整するときにタップします。

　　　　「毛穴」ボタンをタップして診断を開始
　　します。
　　①　毛穴の気になる部分に診断機のレンズを軽く
　　　　当てて　　撮影ボタンを押します。気になる
　　　　部分、比較したい部分が複数個所あるときは
　　　　撮影ボタンを複数回押すことでサンプル数を
　　　　増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。

　　　

　　　　「メラニン /シミ」ボタンをタップして診断を
　　開始します。
　　①　メラニン /シミの気になる部分に診断機のレ
　　　　ンズを軽く当てて　　撮影ボタンを押します。
　　　　気になる部分、比較したい部分が複数個所あ
　　　　るときは撮影ボタンを複数回押すことでサン
　　　　プル数を増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。
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　　　　「しわ」ボタンをタップして診断を開始しま
　　す。　緑＝アプリの操作　青＝診断機の操作
　　①　しわの気になる部分に診断機のレンズを軽く
　　　　当てて　　撮影ボタンを押します。気になる
　　　　部分、比較したい部分が複数個所あるときは
　　　　撮影ボタンを複数回押すことでサンプル数を
　　　　増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。

　　　　「ニキビの予測 /皮脂」ボタンをタップして診
　　断を開始します。
　　①　ニキビの予測 /皮脂の気になる部分に診断機
　　　　のレンズを軽く当てて　　撮影ボタンを押し
　　　　ます。気になる部分、比較したい部分が複数
　　　　個所あるときは撮影ボタンを複数回押すこと
　　　　でサンプル数を増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。

　　　　「角質」ボタンをタップして診断を開始しま
　　す。
　　①　付属の角質テープのフィルムを剥がし、粘着
　　　　面を角質の気になる部分にしっかり貼ります。
　　　※肌荒れや疾患がある皮膚には使用しないでく
　　　　ださい。
　　②　3秒後、角質テープを皮膚から剝がします。

　　③　剥がした角質テープの粘着面を診断機のレン
　　　　ズ側に向けて軽く貼り付けて撮影画面を確認
　　　　します。
　　④　角質が採取できていることを確認できたら、
　　　　　　撮影ボタンを押してサンプルを取得しま
　　　　す。
　　　※全ての診断モードを実施したら　　「診断開始」ボタンをタップして診断結果を表示させます。結果を表示させ
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　　　一括分析　ボタンをタップして診断を開始しま
　　す。
　※　個別分析　は診断の項目別に分析を行い結果を
　　表示します。

　　診断結果のパラメーターを表示します。グラフの
　　帯が良好に近いほど肌の状態が良く、注意に近づ
　　くほど肌の状態が悪いことを示します。
　　帯の上に表示される数字　　は実績のある膨大な
　　サンプルを元にアプリに設定された年齢層の平均
　　値を示します。

22

２

　　サンプル画像をタップすることで分析前と分析後
　　の画像に切り替わります。
　　サンプルを複数枚採取しているときは表示画像をスライドすることで、他のサンプルを表示します。

３

　　　診断結果：60　平均値：60.0
　　診断結果は 0良好　↔　100 注意の間で評価します。
　　平均値はアプリに設定された平均値ではなくタブレットにて採取済みのサンプルデータの平均値を表示し
　　ます。

４

　　しわの　　「分析」はサンプル画像の一部を切り出
　　して分析することができます。
　　①　　　「分析」ボタンをタップします。
　　②　サンプル画像の気になる部分を 4点（タップ）
　　　　で囲みます。
　　　※タップしたポイントは動かすこともできます。
　　③　もう一度、　　「分析」ボタンをタップすると
　　　　分析結果が更新されます。
　　　※元の分析結果に戻したいときは　　「分析」ボ
　　　　タンを 2回タップします。
　　　※　　「キャンセル」ボタンをタップすると分析内容をキャンセルします。
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　　　　「サンプル比較」はアプリに登録されている
　　サンプル画像と目視比較ができます。
　　右ウインドウのサンプル画像をスライドして良好
　　↔注意（8段階）のサンプル画像と比較します。
　　視覚的に肌の状態を診断できます。

　　　　「3D」サンプル画像を疑似的に 3D化して立
　　体的に表示します。
　※3D表示のサンプル画像は画面上でスライドするこ
　　とで角度を変えて観察することができます。
　※2D画像へ戻すときは　画像　ボタンをタップしま
　　す。
　※　終了　ボタンをタップすると元の画面に戻りま
　　す。

　　　診断結果　をタップして総合診断結果を表示し
　　ます。
　　３種類のグラフでパラメーターを表示します。
　　①　画面を最後までスクロールすると次の画面が
　　　　表示されます。
　　②　　　「要集中ケア」に該当するポイントをタッ
　　　　プして、おすすめ製品設定にて登録済みの基
　　　　礎化粧品を提案表示します。

　　　メモ　をタップすると診断結果に対してコメントを残すことができます。
　※診断結果を保存する場合も　メモ　に入り、
　　　保存　をタップして診断履歴を保存します。

　　　メールの設定　をタップすると診断結果をメー
　　ル送信ボックスに保存します。
　　メイン画面に戻り、　　アイコンから診断結果の
　　メールを送信します。

メイン画面
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　　水分診断を実施します。
　　　水分診断　ボタンをタップします。

　　モデル画像に表示される測定ポイントをタップし
　　ます。

　　実際のフェイスで測定部分の該当するポイントに
　　水分測定センサーを当てて　　撮影ボタンを押し
　　ます。

　　それぞれの測定ポイントで診断結果が表示されます。

　　　総合診断
　　　　頭皮状態、毛髪密度、角質量、敏感度、毛髪
　　　　の太さを順次敵に診断して顧客の頭皮の状態
　　　　と脱毛の進行程度を総合的に分析し、分析結
　　　　果をグラフ化して提供するモード

　　　選択診断
　　　　顧客の頭皮の状態や脱毛の進行程度について
　　　　診断項目を選択して撮影と分析を進めて、迅速な診断結果を提供するモード

　　　総合診断　ボタンを選択します。
　　　　※診断機と初めて接続するときはWi-Fi 設定画面が表
　　　　　示されます。画面のメッセージに従って、診断機と
　　　　　接続してください。

　　　脱毛状態　ボタンをタップして診断を開始しま
　　す。　緑＝アプリの操作　青＝診断機の操作
　　①　診断機のカメラではなくタブレットのカメラ
　　　　が有効になります。頭頂部全体が収まるよう
　　　　に撮影します。サンプル画像は分析時の比較
　　　　サンプルとして使用します。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。
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　　　分析　ボタンをタップすると診断を中断し、採取済みの情報を元に分析結果を表示します。

　　　削除　ボタンをタップすることで採取済み画像を削除して撮り直しができます。

　　　　　　「撮影」ボタンは診断機の撮影ボタンと同じ機能です。タップすることでサンプル画像を取得し
　　ます。

　　　　フォーカスを手動で調整するときにタップします。手動ピントは８段階調整できます。

　　 　頭皮状態密度　ボタンをタップして診断を開始
　　します。　緑＝アプリの操作　青＝診断機の操作
　　①　頭皮の気になる部分に診断機のレンズを軽く
　　　　当てて　　撮影ボタンを押します。気になる
　　　　部分、比較したい部分が複数個所あるときは
　　　　撮影ボタンを複数回押すことでサンプル数を
　　　　増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。

　　 　角質量　ボタンをタップして診断を開始しま
　　す。
　　①　頭皮の気になる部分に診断機のレンズを軽く
　　　　当てて　　撮影ボタンを押します。気になる
　　　　部分、比較したい部分が複数個所あるときは
　　　　撮影ボタンを複数回押すことでサンプル数を
　　　　増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。

　　 　敏感炎症状態　ボタンをタップして診断を開始
　　します。
　　①　頭皮の気になる部分に診断機のレンズを軽く
　　　　当てて　　撮影ボタンを押します。気になる
　　　　部分、比較したい部分が複数個所あるときは
　　　　撮影ボタンを複数回押すことでサンプル数を
　　　　増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。
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　　 　毛髪の太さ　ボタンをタップして診断を開始し
　　ます。　緑＝アプリの操作　青＝診断機の操作
　　①　頭皮の気になる部分に診断機のレンズを軽く
　　　　当てて　　撮影ボタンを押します。気になる
　　　　部分、比較したい部分が複数個所あるときは
　　　　撮影ボタンを複数回押すことでサンプル数を
　　　　増やせます。
　　　※画面下部に表示されるサムネイル画像はタッ
　　　　プすることで中央画面に再表示します。
　　　※全ての診断モードを実施したら　分析　ボタンをタップして診断結果を表示させます。

　　 　脱毛タイプ
　　①　サンプル画像と比較して該当するタイプをア
　　　　イコンから選択します。

　　 　頭皮状態、密度
　　①　サンプル画像の毛根部分を見て毛髪数を選択
　　　　します。
　　②　サンプル画像の毛根部分をタップすると選択
　　　　した毛根数を表示します。
　　③　サンプル画像に表示されている範囲内の全て
　　　　の毛根数をカウントします。

　　　　「戻る」は②の操作を１つ前に戻します。
　　　　「リセット」は②の操作を全てクリアします。

　　 　サンプルの比較
　　「サンプル比較」はアプリに登録されている
　　サンプル画像と目視比較ができます。
　　右ウインドウのサンプル画像をスライドして良好
　　↔脱毛（8段階）のサンプル画像と比較します。
　　視覚的に肌の状態を診断します。
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　　 　角質量
　　①　　　「分析」アイコンをタップして自動分析を
　　　　実施します。

　　　診断結果：30　平均値：30
　　診断結果は 0良好　↔　100 注意の間で評価しま
　　す。
　　平均値はアプリに設定された平均値ではなくタブ
　　レットにて採取済みのサンプルデータの平均値を
　　表示します。

　　 　敏感度
　　①　　　「分析」アイコンをタップして自動分析を
　　　　実施します。

　　 　毛髪の太さ
　　①　　　「分析」アイコンをタップします。
　　②　サンプル画像で毛幅を測りたい部分をタップ
　　　　します。自動的に毛幅を計測して表示します。
　　　※毛幅は平均値を算出するため、不鮮明な画像
　　　　よりも鮮明な部分のみ複数選択するほうが、
　　　　正確な値が算出できます。

　　　総合結果　をタップして総合診断結果を表示し
　　ます。
　　２種類のグラフでパラメーターを表示します。
　　①　画面を最後までスクロールすると次の画面が
　　　　表示されます。
　　②　　　「要集中ケア」に該当するポイントをタッ
　　　　プして、おすすめ製品設定にて登録済みのヘ
　　　　アケア用品を提案表示します。

21
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　　　メモ　をタップすると診断結果に対してコメン
　　トを残すことができます。
　※診断結果を保存する場合も　メモ　に入り、
　　　保存　をタップして診断履歴を保存します。

　　　共有　をタップすると診断結果をメールで送信
　　したりファイル共有アプリを使って共有すること
　　ができます。
　　共有するファイルに　 　をして　確認　ボタン
　　をタップします。
　※ファイル共有アプリは事前にタブレットのセット
　　アップが必要になります。使用されるファイル共有アプリのマニュアルも併せて参照ください。

お客様情報の検索
　　登録済みのお客様情報を検索して過去の診断データを呼び出したり、お客様情報の変更をします。

　　キーワード検索
　　お客様の名前もしくは携帯番号から登録済みのお
　　客様情報を検索します。

　　　お客様情報の変更　/　お客様情報変更
　　登録済みお客様情報に変更があった場合に選択し
　　ます。

　　　診断開始　/　分析
　　登録済みお客様情報にて追加診断を実施します。

　　×お客様情報の削除
　　登録済みお客様情報を削除します。

１

１

　　　　/　　過去データ参照
　　過去の診断結果のデータ一覧を表示します。過去
　　のデータを比較参照できます。
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　　　　メモ
　　過去のコメントを確認したり編集することができ
　　ます。

　　　顧客の頭皮脱毛情報
　　問診票が閲覧・修正できます。
　※頭皮モデル用のみの仕様です。

　　　イメージを表示　/　映像管理
　　撮影済みのサンプル画像を一覧で表示します。

　　　比較
　　 　した複数の診断結果を折れ線グラフ（時系列）
　　で見ることができます。



Ｑ１
　Ａ１－１
　Ａ２－２

Ｑ２
　Ａ２－１
　Ａ２－２

　Ａ２－３

Ｑ３
　Ａ３－１

製品を廃棄するときのお願い

故障かな？と思ったら
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　　　　電源が入らない。
　　　　　　　　充電器スタンドの電源スイッチがON（点灯）になっているか確認してください。
　　　　　　　　診断機のスイッチがＯＮ（左）に切り替わっているか確認してください。

　　　　映像が映らない。
　　　　　　　　水分診断など診断モードによっては映像が映らない場合がありますが、正常な動作です。
　　　　　　　　無操作時間が長いと省エネモードが働きカメラ機能がOFF になります。撮影ボタンを押す
　　　　　　　　とカメラがONになり再撮影が可能になります。
　　　　　　　　診断機の充電が切れかかると映像の出力が停止します。診断機の充電残量表示が 2つ以上に
　　　　　　　　なるまで充電を行ってお試しください。

　　　　一部の機能が使用できない。
　　　　　　　　初めて使う診断機はレンズ番号設定が必要です。アプリに登録したレンズ番号が間違ってい
　　　　　　　　ないか確認してください。

電波法に関する注意事項
●　本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムの無線設
　　備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありま
　　せん。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
●　本製品の使用周波数は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、
　　工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無
　　線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
●　本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してくだ
　　さい。
●　病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の
　　電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
●　この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するな
　　ど混信回避のための処置を行ってください。
●　その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら巻末の弊社お問い合わせ先までご相談
　　ください。

R  210-112004

　　本製品の診断機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。



３Ｒ保証規定

25

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。



　対応ＯＳ

　タブレット
　推奨スペック

　カメラ
　カメラ解像度
　カメラ分解能
　フォーカス
　ホワイトバランス
　露出
　光源
　無線周波数
　電源
　充電時間（約）
　重量（約）

　寸法（約）

　品名（品番）
　　　　　　カウンセリング・マイクロスコープ
　　　　　　（3R-WMBTPRIME）
　S.N

　お買い上げ日
　（※未記入の場合は、納品書の提示が必要です。）

　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
　保証期間
　　　　　　お買い上げから　1年間

製品仕様
Android4.4/5.1/6.0/7.0（※2017 年 11 月現在）
※最新の対応OSについてはアプリのインストール画面にてご確認ください。
CPU：Quad-Core 1.5GHz
メモリ：2GB DDR3
モニタサイズ：10 インチ以上
1/4 型 CMOS
2560x1920（プレビュー解像度 :640x480）
25 ㎛
自動 / 手動
自動
自動
白色 LEDx8
2.4GHz 帯（IEEE802.11b/g/n）
入力：DC12V 1A
2 時間
診断機：144g
充電器スタンド：534g
診断機：150mm×60mm×55mm
充電器スタンド：205mm×125mm×83mm

保証書

〒812-0893  福岡県福岡市博多区那珂5丁目8番11号

TEL: 092-260-3031　FAX: 092-441-4077
サポート用アドレス：info@3rrr.co.jp ホームページ  3r r r-btob.jp

　販売店名

　住所

　電話番号

　（※未記入の場合は、納品書の提示が必要です。）


