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この度はサンコー「ミタマンマメガネゴーグル」を
ご購入いただきまして、誠に有難うございます。こ
ちらの商品は、小型カメラが内蔵されているゴーグ
ル型のカメラになります。

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、
ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

● ゴーグル中央にある小型カメラ
● 動画、静止画、音声録音の 3 種類のモード
● リモコン付き
● UV カットゴーグルレンズ
● インストールソフト不要

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して
いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ
い。
http://www.thanko.jp/support/download.html

保証期間： 12ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サイズ（パッケージ） 長さ100 × 幅180 × 高さ80(mm) 重量257g
サイズ（本体）
長さ165 × 幅80 × 高さ50(mm) 重量75g
付属品
本体、
リモコン、接続ケーブル、外国語取扱説明書、
日本語簡易取扱説明書（本紙）、
パッド大中小（中は本
体に付属済）、
ゴーグルレンズ
（クリアー）1枚、
ゴーグ
ル収納袋、
フック付きソフトケース
バッテリー
500mAhリチウムポリマーバッテリー
持続時間
約3〜4時間
充電時間
約3時間フル充電
記録ファイル
動画：AVI 1280×720 30fps（3分約450MB）
静止画 : JPEG 2560×1920 音声 : WAV ステレオ
動作可能温度
-5℃〜40℃
対応OS
windowsVista,7,8 macOS10〜
記録メディア
microSDカード 2GB〜32GB

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記
アドレスまでご連絡ください。
support@thanko.jp
サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田５−６−１２ コーワビル4F
TEL 03-5812-1519
FAX03-5812-1520
(月〜金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く）

● 充電・給電方法

● microSDカードの装着方法

下記のようにminiUSBポートに付属の接続ケーブルで、パソコンや
USB-ACアダプター（別途ご用意下さい）
などに、接続します。
自動的に充電が開始されます。
（動作ランプ赤点灯）
約3〜4時間で充電完了します。
（動作ランプ消灯）
接続を解除してください。

下の写真のようにTF/microSDスロットにmicroSDカード
（別途ご用意
下さい）
を装着してください。
カードの印字面をメガネの外側にして押し込んで下さい。約1mmほど出
っ張ります。外す場合はもう一度押すと3mmほど出ますので、
、
カードを
引き出して取り外して下さい。

ご注意

ゴーグル
収納袋

パッド小
パッド大

ゴーグル

接続ケーブル ゴーグルレンズ（クリアー）
TF/microSDスロット

リモコン

miniUSBポート
動作ランプ

リセット穴

動画録画ボタン

（動作しない場合など
クリップなどを差し込み
押して下さい）

電源ボタン

リモコンセンサー受信部

● 動画撮影方法

● 静止画撮影方法

○ 録画開始

○ 撮影

電源ON時に、動画録画ボタンを押して下さい。ゴーグル内側の動作
ランプが青く点滅し、録画を開始します。

電源ON時に、
リモコンの静止画撮影ボタン
を押して下さい。
ゴーグル内側の動作ランプが一度青く点滅
し、撮影します。
※静止画はリモコンからのみの操作になりま
す。

動画録画ボタン

※microSD の容量やデータがある場合、読み込み終了後、充電 /
リムーバブルディスクとして認識されます。

静止画録画ボタン

● 音声録音方法

● 電源ON/OFF

○ 保存および録画停止

電源ON：電源ボタンを長押ししてください。ゴーグル内側の動作ラン
プが青く点灯します。数秒後、2回短く点滅したらスタンバイ状態にな
ります。
記録メディアが入っていない場合、青く早い点滅をします。

miniUSBポート

外国語取扱
説明書

※防水機能はありません。

動画録画ボタン

※USB接続中は撮影できません。

読み込み時 : 動作ランプ青点灯
読み込み完了後 : 操作ランプ赤点灯

フック付きソフトケース

● 仕様

ご質問などが多い内容については、
Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html
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● 各部・操作部説明

● 特長

サポートのご案内
ミタマンマメガネゴーグル
簡易取り扱いマニュアル

録画中に、動画録画ボタンを押すと録画保存、停止となります。

● リモコンについて

電源OFF：電源ボタンを短く押してください。ゴーグル内側の動作ラン
プが消灯します。ボタン操作が無いと約1分で電源が自動で切れます。

本体から約1m範囲。反応が悪い場合は、
リモコンセンサー受信部に
向けてお試しください。電池（CR2025-動作チェック用）
はリモコン
底部のフックを内側に押しながらひいて電池スロットをだして交換し
てください。
受信部
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○ 録音
電源ON時に、
リモコンのボイスレコーダー
ボタンを押して下さい。ゴーグル内側の動
作ランプが青くゆっくり点滅し、録音を開始
します。
※録音はリモコンからのみの操作になりま
す。

ボイスレコーダーボタン

○保存および録画停止
録音中に、ボイスレコーダーボタンを押すと録音保存、停止となりま
す。

裏面「2」へつづきます→

● 動画の最大録画時間
録画は、
１ファイル最大3分になります。
長時間録画すると、
３分ごとに動画ファイル1個づつ作成されます。

● 記録メディアの空き領域がない場合
本体に空き領域がない記録メディアを入れた、もしくは録画、録音中に空
き領域がなくなってしまった。
そのときには、動作ランプが青く早い点滅をします。
また、録画、録音、静止画撮影ができない状態になります。

●

●

撮影したデータをコピーする

本製品の「miniUSB ポート」と USB ケーブルを先に接続します。
つぎに、パソコンの USB 端子に USB ケーブルを接続します。
※充電もされますが、パソコン上では microSD がリムーバブルディ
スクとして認識されます。
※microSD の容量やデータがある場合、読み込み終了後、充電 /
リムーバブルディスクとして認識されます。

撮影したデータをコピーする

撮影したデーターを削除する

撮影したデータをパソコンにコピーする場合は、下記
の様に保存したい場所へ（この例ではドキュメントフォ
ルダ）ドラッグしてコピーをしてください。
コンピュタ

整理

リムーバブルディスク

DCIM

101DSCIM

表示

お気に入りリンク

USB ポートへ
接続して下さい

×○△□.AVI

PICT0001.AVI
6.81MB

ドキュメント
ピクチャ

ごみ箱まで移動し
マウスを離します

ミュージック
最近の変更

PICT0002.AVI
10.23MB

検索
パブリック

● パッドの交換方法
パッドは大、中、小とサイズが３つあり、中は本体に最初に付いています。
取り外しはパッドをつかみ引き抜く事ができますでの、お好みのサイズに
交換してお使いください。

●

ライブラリ

スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。
整理

■WindowsVista/7/8 の場合
スタートボタン→コンピュターをクリックします。

ドキュメント

表示

ドキュメント

○下記のフォルダ内に各データが保存されています。
「リムーバブルディスク」内の「DCIM」フォルダの「101DSCIM」
フォルダに PICT0001(.AVI)、PICT0002(.AVI) と連番で保存さ
れていきます。

ミュージック

データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注
意ください。
撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができま
せん。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

お気に入りリンク

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

削除したいファイルをマウスで
左クリックしたまま

ピクチャ
最近の変更
検索
パブリック

撮影したデータが表示されますので、ダブルクリックすると再生さ
れます。

ドラッグしてコピーを
してください

■フォーマット方法（microSDの初期化）
「マイコンピューター」から、本製品の「リムーバルディスク」を右クリック
していただき、表示されたメニューからフォーマットを選びフォーマット、
またはクイックフォーマットを行ってください。
※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、
フォーマットを行
ってください。

※録画したデータが大容量になる場合があるため、撮影データをパ
ソコン本体にコピーしてから再生することを推奨しています。
■macOS10〜の場合
読み込まれたデバイスを開きます。

● ゴーグルレンズの交換方法
初期状態ではゴーグル本体にはUVカットゴーグルレンズが装着されてま
す。
もう一枚、
クリアーなゴーグルレンズが付属しています。

○下記のフォルダ内に各データが保存されています。
読み込んだデバイス内の「DCIM」フォルダの「101DSCIM」フォ
ルダに PICT0001(.AVI)、PICT0002(.AVI) と連番で保存されて
いきます。
撮影したデータが表示されますので、ダブルクリックすると再生さ
れます。
※録画したデータが大容量になる場合があるため、撮影データをパ
ソコン本体にコピーしてから再生することを推奨しています。

■交換方法
レンズを割らないようにゴーグルの内側から外側へ、端から徐々に押し出
します。
外したら、予備のサングラスレンズを割らないように、
ゴーグルの外側か
ら内側へ、端から徐々にはめ込みます。

● 本体をパソコンから取り外す
本製品をパソコンから取り外す際は、
必ずタスクバー
に表示されている
（画面右下の時間表示の左側に表示
されます）
「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコン
をクリックしてください。

メニューの指示に従い、
ドライブを選択して取り出しの
文字をクリックするか、
「USB Device」の取り出しの
文字をクリックしてください。
しばらくすると、
安全に取り外しができるメッセージが
表示されます。その後に、
パソコンから本製品を取り外
してください。

ファイルの書き込み中等に、
本製品をいきなりパソコ
ンから取り外すと、
本商品の破損やファイルの破損に
繋がりますので、
ご注意ください。
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