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■安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者や周りの方への危害や損害を防止するものです。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
本書で使われている記号の意味は、次のとおりです。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可
能性がある内容です。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財な
どの損害に結びつく内容です。

警告

は、必ず行うことを示します

は、一般的な禁止事項を示します

注意

警告

デジタル顕微鏡本体を直射日光の当たる環境や高温になる環境で保管、使用しない。
バッテリーが膨張し破裂、爆発するおそれがあります。

デジタル顕微鏡本体の光源用の LED を直視しない。あなたの視力に障害を及ぼす
可能性があります。

本体がぬれた状態や、ぬれ手で使用しない。感電するおそれがあります。

製品を分解、改造しない。感電や火災のおそれがあります。

製品の清掃にアルコールやシンナーなどを有機溶剤は使用しない。

指定以外の電源装置は使わない。火災や感電を起こすおそれがあります。

可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない。火災や爆発の原因とな
ります。

航空機内では電源切る。運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する。異臭や発熱などを感じたときはすぐに使
用を中止する。

注意

レンズ部に指などを入れない。またレンズ部を強い光に向けない。

充電が終わったら、充電ケーブルはデジタル顕微鏡本体から取り外す。
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■付属品

以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。

□顕微鏡スタンド　□USB/AC 変換アダプタ　□USB 接続ケーブル　
□インストール CD　□スケールシート　□クリーニングクロス

■各部の名称

デジタル顕微鏡
１　USB/WIFI/OFF 電源スイッチ
　　・USB…パソコンと接続するモードです。
　　・WIFI…タブレット（スマートフォン）と接続するモードです。
　　・OFF…電源を切るまたは USB から充電を行うモードです。

２　Bat Charge ランプ
　　・充電中にランプが点灯します。充電が完了するとランプが消灯し
　　　ます。

３　倍率調整ダイヤル
　　・撮影倍率を調整できます。

４　ライト強弱調整ダイヤル
　　・ライトの光の強さを調整できます。

５　MicroUSB 差し込み口
　　・デジタル顕微鏡を充電するときに USB ケーブルを接続します。
　　・パソコンでデジタル顕微鏡を使用するときに USB ケーブルを
　　　接続します。

６　LED ライト

ホルダー
１　粗動ネジ
　　・ホルダーの高さを調整して固定するネジです。

２　微動ダイヤル / ロックネジ
　　・右手がホルダーの高さを微調整するダイヤルです。
　　・左手が調整したダイヤルをロックするネジです。

３　デジタル顕微鏡固定ネジ
　　・デジタル顕微鏡をホルダーへ固定するためのネジです。

アーム
４　ケーブルフック
　　・USB ケーブルを固定するフックです。

５　アーム固定ネジ
　　・アームとステージをドッキングするネジです。

ステージ
６　クリップ
　　・プレパラート固定用のクリップです。組み立て完成図
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■デジタル顕微鏡の充電

デジタル顕微鏡を充電します。

１　デジタル顕微鏡の電源スイッチを OFF
　　に切り替えます。

２　デジタル顕微鏡に USB ケーブルの
　　MiniUSB 端子を接続します。

３　USB ケーブルの USB（TypeA）端子
　　を USB/AC 変換アダプタに接続しま
　　す。

４　USB/AC 変換アダプタのプラグを家
　　庭用コンセントに接続します。

５　充電が開始されると BatCharge ラン
　　プが点灯します。充電が完了すると消
　　灯します。
　　※最大充電時間は約 3 時間です。

UNLOCK    LOCK

スタンドを組み立てます。

１　アーム固定ネジをステージから取り外
　　しアームに通します。

２　アームをステージに差し込みます。

３　アーム固定ネジをステージに締めつけ
　　固定します。

■スタンドの組み立て
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３

2

5



■iOS タブレット（スマートフォン）で使用する

iOS アプリをインストールします。

①　「App Store」をタップします。

②　「検索」アイコンをタップして
　　「anyty」と入力したら「入手」または
　　雲のアイコンをタップします。

- ４ -

③　「Anyty m-cope」を「インストール」
　　します。

④　インストール後にホームにアイコンが
　　作成されます。



■iOS タブレット（スマートフォン）で使用する

デジタル顕微鏡と WiFi 接続をする。

①　デジタル顕微鏡のスイッチを中央の
　　WIFI に切り替えて約 30 秒待ちます。

③　ホームに戻り「Anyty m-cope」アプ
　　リを起動します。「ここをクリック…」
　　をタップします。

- ５ -

②　「設定」アイコン→「Wi-Fi」をタップ
　　して「WIFICAMxxxx」を選択します。
　　パスワードは「123456789」です。

④　LAN サーチをタップします。

USB WIFI OFF

WIFICAMxxxx



■iOS タブレット（スマートフォン）で使用する

⑤　「WIFICAM」をタップします。 ⑦　オンラインと表示されれば接続は成功
　　です。「WIFICAM」をタップして撮影
　　画像を表示します。

- ６ -

⑥　パスワードに「123456」を入力し
　　て「確定」をタップします。

⑧　撮影映像が表示されます。



■iOS タブレット（スマートフォン）で使用する

アプリの操作画面

画面をタップすると下にメニューアイコン
が表示されます。
それぞれのアイコンの機能は以下のとおり
です。

- ７ -

■静止画の保存
　1 枚静止画を保存します。

■動画の保存
　動画の撮影開始と停止の操作をします。

■画面解像度の設定変更
　720P…高解像度で表示します。
　VGA…標準解像度で表示します。
　QVGA…低解像度で表示します。

■撮影画面を終了します。
　プレビュー画面へ移行します。

■画像編集ツール

　画像の編集ツールを画面左に表示します。

　画像編集ツールのアイコンの機能は以下
　のとおりです。

　　　　　画像の左右反転

　　　　　画像の上下反転

　　　　　コントラストの調整

　　　　　明るさの調整

　　　　　初期設定に戻す



■iOS タブレット（スマートフォン）で使用する

- ８ -

デジタル顕微鏡の操作

①　倍率調整ダイヤルを 200 または 60
　　に調整します。

②　撮影したい対象物の上にデジタル顕微
　　鏡のカメラ部分を当てながら撮影しま
　　す。

③　ライト強弱調整ダイヤルで見やすい光
　　の強さに調整します。

④　撮影の画角が定まったらスマートフォ
　　ンの静止画／動画撮影ボタンで保存し
　　ます。
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プレビュー画面のアイコンの機能は以下の
とおりです。

■撮影画面に移行します。

■静止画のプレビュー
　保存した静止画を再生できます。

■動画のプレビュー
　保存した動画を再生できます。

■アプリのバージョン情報

プレビューの操作画面



■Android タブレット（スマートフォン）で使用する

Android アプリをインストールする。

①　「Play ストア」をタップします。 ③　「インストール」をタップした後に
　　「同意する」をタップします。

- ９ -

②　「検索」アイコンをタップして
　　「anyty」と入力して検索します。
　　「Anyty m-cope」をタップします。

④　インストール後にホームにアイコンが
　　作成されます。



■Android タブレット（スマートフォン）で使用する

デジタル顕微鏡と WiFi 接続をする。

①　デジタル顕微鏡のスイッチを中央の
　　WIFI に切り替えて約 30 秒待ちます。

③　ホームに戻り「Anyty m-cope」アプ
　　リを起動します。「ここを押して…」を
　　タップします。

- １０ -

②　「設定」アイコン→「Wi-Fi」をタップ
　　して「WIFICAMxxxx」を選択します。
　　パスワードは「123456789」です。

④　サーチをタップします。

USB WIFI OFF



■Android タブレット（スマートフォン）で使用する

⑤　「WIFICAM」をタップします。 ⑦　オンラインと表示されれば接続は成功
　　です。「WIFICAM」をタップして撮影
　　画像を表示します。

- 11 -

⑥　パスワードに「123456」を入力し
　　て「確定」をタップします。

⑧　撮影映像が表示されます。



■Android タブレット（スマートフォン）で使用する

アプリの操作画面

画面をタップすると下にメニューアイコン
が表示されます。
それぞれのアイコンの機能は以下のとおり
です。

- １２ -

■静止画の保存
　1 枚静止画を保存します。

■動画の保存
　動画の撮影開始と停止の操作をします。

■画面解像度の設定変更
　720P…高解像度で表示します。
　VGA…標準解像度で表示します。
　QVGA…低解像度で表示します。

■モニタの表示角度変更

■撮影画面を終了します。
　プレビュー画面へ移行します。

■画像編集ツール

　画像の編集ツールを画面左に表示します。

　画像編集ツールのアイコンの機能は以下
　のとおりです。

　　　　　　画像の左右反転

　　　　　　画像の上下反転

　　　　　　コントラストの調整

　　　　　　明るさの調整

　　　　　　初期設定に戻す



■Android タブレット（スマートフォン）で使用する
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①　倍率調整ダイヤルを 200 または 60
　　に調整します。

②　撮影したい対象物の上にデジタル顕微
　　鏡のカメラ部分を当てながら撮影しま
　　す。

③　ライト強弱調整ダイヤルで見やすい光
　　の強さに調整します。

④　撮影の画角が定まったらスマートフォ
　　ンの静止画／動画撮影ボタンで保存し
　　ます。
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プレビュー画面のアイコンの機能は以下の
とおりです。

■撮影画面に移行します。

■静止画のプレビュー
　保存した静止画を再生できます。

■動画のプレビュー
　保存した動画を再生できます。

■アプリのバージョン情報

デジタル顕微鏡の操作方法 プレビューの操作画面



■Windows パソコンで使用する

①　パソコンにインストール CD をセット
　　します。

②　CD 内の　　　　アイコンを実行しま
　　す。

③　ユーザーアカウント制御のメッセージ
　　が表示された場合は「はい」を選択し
　　ます。

④　インストールを続行するので「次へ」
　　を選択します。

- １４ -

Windows にソフトウェアをインストールする。

⑤　インストール先を指定しない場合はそ
　　のまま「次へ」を選択します。

⑥　インストールを開始します。
　　「次へ」を選択します。

⑦　インストールが終了したら「完了」を
　　選択します。

⑧　デスクトップにアイコンが作成されま
　　す。



■Windows パソコンで使用する

①　デジタル顕微鏡のスイッチを左の
　　USB に切り替えます。

②　デジタル顕微鏡とパソコンを USB
　　ケーブルで接続します。

③　倍率調整ダイヤルを 200 または 60
　　に調整します。

④　撮影したい対象物の上にデジタル顕微
　　鏡のカメラ部分を当てながら撮影しま
　　す。

⑤　ライト強弱調整ダイヤルで見やすい光
　　の強さに調整します。

- １５ -

デジタル顕微鏡と USB 接続をする。

　デスクトップのアイコンからソフトウ
　ェアを起動します。

　Windows 用ソフトウェアのアイコン
　の機能は以下のとおりです。

■静止画の保存
　1 枚静止画を保存します。

■動画の保存
　動画の撮影の開始と停止の操作をします。

■タイマー撮影
　開始時間、撮影枚数、撮影時間を指定し
　た撮影ができます。

■フルスクリーンモード
　画像の全画面表示ができます。

■インポート
　画像ファイルの読込ができます。

USB WIFI OFF
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ソフトウェアの操作



■Windows パソコンで使用する

Windows 用ソフトウェアのメニューの
機能は以下のとおりです。

■ファイル　→　画像ディレクトリ
　静止画の保存ディレクトリを表示します。

■ファイル　→　ビデオディレクトリ
　動画の保存ディレクトリを表示します。

■オプション　→　解像度
　画面表示解像度を変更します。
　640×480（VGA 画質）
　1280×720（WXGA 画質）

■オプション　→　日付 / 時間
　日付と時刻の表示、非表示を変更します。

■オプション　→　言語
　ソフトウェアの表示言語を変更します。

■オプション　→　中心線
　中心線スケールの表示、非表示を変更し
　ます。

■ヘルプ　→　バージョン情報
　ソフトウェアのバージョンを表示します。

- １６-

②　撮影した画像の右にあるサムネイルか
　　ら撮影画像をダブルクリックしてプレ
　　ビューウィンドウを表示させます。

正確な計測を行うために最初に校正を実施
します。

①　基準となるスケールシートを撮影しま
　　す。

計測機能を使用する



■Windows パソコンで使用する

- １７ -

③　画像に映し出されている 1mm の幅が
　　パソコンモニタで何 mm になっている
　　かを定規などを当てて計ります。

④　校正アイコンの右▲をクリックします。

　　倍率設定　→　画像倍率設定　を選択
　　して定規で計った値を入力します。

⑤　校正が正しく反映されたかどうかを確
　　認します。
　　直線測定アイコンをクリックして直線
　　を引きます。

　　直線測定の値が 1mm であることが
　　確認できれば校正は完了です。

プレビューモードで画像を編集する

■描画ツール
　直線、矢印、フリーハンド、長方形の図
　形が撮影画像に挿入します。
　図形の線の種類、太さ、色の調整ができ
　ます。

■テキスト入力
　撮影画像にテキストを挿入します。
　フォントの種類、サイズ、色を変更でき
　ます。

■測定
　撮影画像に直線、多角形、半径、直径、
　角度を使った計測をします。
　計測線の種類、太さ、色の調整ができま
　す。計測値フォントの種類、サイズ、色
　を変更できます。

■校正
　計測を正しく測定するための補正をしま
　す。
　校正…計測線を元に寸法を補正します。
　倍率は補正されません。
　倍率設定　→　画像倍率設定…使用モニ
　タサイズに合った倍率を補正します。
　倍率リセット…補正内容を初期の状態に
　リセットします。



■Windows パソコンで使用する

- １８ -

■保存
　計測値、図形描画などの編集内容を撮影
　画像に反映した状態で保存します。

■クリップボードにコピー
　プレビュー画像をクリップボードにコピ
　ーします。ペイントソフトなどに貼り付
　けができます。

■ファイルコピー
　プレビュー画像を JPEG ファイルとして
　コピーします。任意の場所にファイルの
　貼り付けができます。

■前　次
　複数のプレビュー画面をスライドショー
　で表示します。

■元に戻す　やり直す
　編集内容を前の状態に戻したり、戻した
　内容を戻す前の状態に進めたりできます。

■倍率表示
　現在の倍率を表示します。
　倍率の値を変更すると計測値の値も連動
　して変化します。
　※デジタル顕微鏡の倍率調整ダイヤル
　　とは連動しませんので倍率を変更する
　　たびに補正が必要です。

■プレビューサイズ調整
　最大 300% のデジタルズーム機能があ
　ります。
　キーボードの←→キーで微調整ができま
　す。

倍率表示を変更する
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■スタンドを使用する

１　デジタル顕微鏡をスタンドのホルダー
　　にセットします。

２　デジタル顕微鏡固定ネジを締めます。

３　倍率調整ダイヤルを撮影倍率に調整し
　　ます。

４　撮影画面を見ながら焦点が合うように
　　粗動ネジの高さを調整します。

５　撮影画面を見ながら焦点が合うように
　　微動ダイヤルで微調整をします。
　　

UNLOCK    LOCK
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スタンドにデジタル顕微鏡をセットする。
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２

３

４

５
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■故障かな？と思ったら

●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。

●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
　となる恐れがあります。

●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

技術基準適合証明取得済み無線モジュール
R204-520055

■電波法に関する注意事項

Q1. 画像が映らない。

A1. デジタル顕微鏡の電源を一度 OFF にしてアプリまたはソフトウェアを再起動して
　　お試しください。

A2. バッテリーが切れかかっている可能性があります。Bat Charge ランプが消えるま
　　で十分に充電を行い再接続をお試しください。

A3. デジタル顕微鏡の LED ライトが点灯しているか確認ください。

■製品を破棄するときのお願い

デジタル顕微鏡本体にはリチウム電池が内蔵されています。

不要になったデジタル顕微鏡本体はスリー・アールシステム株式会社宛に発送いただく

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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■商品仕様

■デジタル顕微鏡の仕様

イメージセンサー

センサー画素数

ホワイトバランス

露出

光源

通信方式

使用周波数

通信範囲

倍率

焦点範囲

電源方式

充電定格

充電時間

動作時間

充放電回数

外形

重量

動作温度

動作湿度

本体素材

●ソフトウェアの仕様

WiFi 接続対応 OS

USB 接続対応 OS

1/4 インチ CMOS センサー

約 100 万画素

自動

自動

白色 LED×6

IEEE802.11 b/g/n

2.4GHｚ帯

約 5m

約 10 倍～６０倍、約 100 倍～ 115 倍、

約 200 倍～ 230 倍

（※17 インチモニタを基準に算出しています）

0 ～ 120mm（※レンズカバー先端から）

充電式（リチウムポリマー電池）

DC5V 2A MiniUSB ケーブルにて充電

約 3 時間

約 2 時間

約 500 回（※平均値）

43×45×154mm　φ27（レンズカバー先端）

126g（デジタル顕微鏡本体）

-10 ～ 50℃

15 ～ 85%（結露なきこと）

ABS 樹脂

iOS 6.0 以上

Android　2.2 以上

Windows10

Windows8.1

Windows8

Windows7

WindowsVista

※製品や本書中の倍率の表記は、使用されるモニタのサイズによって異なります。
※本製品に記載しております他社の商品名、サービス名は各社の登録商標です。
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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
●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







商　　品　　名

品　　　　　番

保　証　期　間

お買い上げ日

お買い上げ店舗

WiFi 接続デジタル顕微鏡

3R-WM21720

6 ヶ月

　　　　年　　月　　日

住所・販売店名

製品保証書

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  http://www.3rrr.co.jp
本社／〒812-0893  福岡市博多区那珂5丁目8番11号




