
動画撮影モード
動作検知モード
静止画撮影モード

ボールペン型動画・写真撮影・
microSDカード対応･フルHD版

フルHDビデオカメラボールペン2

1.  カメラ部分とボールペン部分を回転させて取り外します。
2.  カメラ部分のUSB端子をパソコンなどのUSBポートにつな
ぎます。LEDライトが赤色に点灯し、充電が開始します。

 その際、電源オフにして下さい。
3. 約4時間でLEDが消灯し、充電完了です。対応OSの指示に従っ
て安全に取り外してご使用ください。

●バッテリーの充電をする

1.  カメラ部分とボールペン部分を回転させて取り外します。
2.  microSDカードスロットにmicroSDカードを挿入します。
3. しっかりと奥まで押し込んでください。

●microSDカードを挿入する

●動画撮影モード（動画を撮る）
1.  電源OFFを確認し、モードスイッチを動画撮影モードにします。
2. 電源を入れる⇒緑LED 点灯、スタンバイ状態
3. 電源ボタンを短く押す⇒緑LED が点滅して撮影開始します。
4. 約5分で1つのファイルに分割されて保存されます。
5. 再度電源ボタンを短く押す⇒動画撮影を終了しスタンバイ状態
に戻ります。

●静止画撮影モード（写真を撮る）
1.  電源OFFを確認し、モードスイッチを静止画撮影モードにします。
2.  電源を入れる⇒青＋緑LED 点灯、スタンバイ状態
3.  電源ボタンを短く押す⇒緑LED が点灯して撮影・ファイル保存、
スタンバイ状態に戻ります。

●電源オンオフ
1.  電源ボタンを長押し（3～5秒）⇒離すと各モードのスタンバイ状
態になります。

2. 電源ボタンを長押し（3～5秒）⇒離すとLEDが消えて電源OFF 
となります。

●各モード
■ 動画撮影モード（ツマミが上にある状態）
スタンバイ中：LED が緑点灯、撮影中：緑LED が点滅
■ 動作検知モード（ツマミが中央にある状態）
スタンバイ中：LED 青点灯、撮影中：青LED 点灯
■ 静止画撮影モード（ツマミが下にある状態）
スタンバイ中：LED が青＋緑点灯
撮影中：緑LED が点灯
※各種撮影モードについて（全て端子を右に見て）モードの切替は
　クリップやボールペンの先などでスイッチを切り替えて下さい。

●動作検知モード（動画を撮る）
1.  電源OFFを確認し、モードスイッチを動作検知撮影モードにしま
す。

2. 電源を入れる⇒青LED 点灯、スタンバイ状態
3. 電源ボタンを短く押す⇒青LED が点滅して撮影開始し、約5分
で1つのファイルに分割されて保存されます。 ※動作検知開始
時は必ず撮影が始まります。

4. 撮影範囲内に動きが無い場合、約10秒で一時停止、スタンバイ
状態に戻ります。

5. 再度電源ボタンを短く押す⇒動作検知を終了しスタンバイ状態
に戻ります。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧下さい。　http://www.thanko.jp/support/qa.html

※microSDをセットせずにご使用になると、正常に動作しません。

ご使用前に、バッテリーの
充電をおこなってください。

USB端子

本体各部説明

取扱説明書
このたびは、弊社製品「フルHDビデオカメラボールペン2」をお買い
上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱
説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明
書は、お読みになった後も大切に保管してください。

本体仕様
●本体寸法/重量： φ15mm×144mm/40g
●充電時間： 約4時間（フル充電）
●バッテリー持続時間： 約50分（フル充電状態）
●撮影動画解像度： 1920×1080p
●録画形式： AVI (M.JPEG)、約1分で200MB
●再生フレーム： 約30fps

●撮影写真解像度： 2592×1944pixel
●画像形式： JPEG（約1MB）
●対応microSDカード： 最大32GB
●対応OS： Windows Vista/7/8
●接続インターフェース: USB 2.0

microSD
カードスロット

※microSDカードの裏表、挿し込む方向に注意してください。
USB端子を裏にした時スロットが手前で、SDカードのラベルを手
前にして差し込んで下さい。1.5mmほどカード端が出ます。

ボールペン部分 カメラ部分

外す

microSDカード

※撮影環境によって録画可能時間が50分以下になる場合があります。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。Class6以上のものを推奨します。

※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。
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この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたします
ので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを
得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

［製品サービス保証書］

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新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/download/

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-12　コーワビル3　4F
TEL:03-5812-1519　FAX：03-5812-1520　E-mail support@thanko.jp　URL http://www.thanko.jp/　

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://www.thanko.jp/repair

注意
下記の注意事項を守らないと、火災・感電・けがなどのトラブルの原
因となります。
●コードを傷つけない
コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードに傷がつ
いた場合は、ただちに使用を中止してください。
●改造をしない
火災や感電、けがの原因となる場合があります。また、改造行為は、
保証期間内であっても、サポートの対象外とさせていただきます。
●ぬれた手でプラグにさわらない
感電の原因となる事があります。
●幼児の手の届かない場所に置く
手を挟まれたり、ケースの鋭利な箇所などが、けがの原因になるこ
とがあります。
●水や異物を入れない
水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があり
ます。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。
万が一異常が起きたら
即急にパソコンを終了させ、コンセントから、またはUSBから抜い
てください。
○定期的な点検をお願いします
本製品は精密機器となります。ほこりやよごれなど、誤作動の原因
となる場合がございますので、定期的に清掃、まだ動作の異常がな
いか、点検・確認をお願い致します。

サポートのご案内
本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、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/download/

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した
場合は、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコー サポートページ http://www.thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改
善されない場合は・・・
メールでのお問い合わせ
お客様のお名前、お買い上げいただたいた商品名、ご利用のＯＳ（XP、Vista、7）、
お問い合わせ内容を記載していただき、下記URLをご確認の上ご連絡ください。
サンコー サポートメール http://www.thanko.jp/mail/

修理のご案内
お客様のお名前、お買い上げいただたいた商品名、ご利用のＯＳ（XP、Vista、
7）、内容を記載していただき、弊社サポートまでご連絡不要でご送付ください。

1. 電源ボタン

2. ミニHDMI端子

3. カメラ

4. カメラカバー

5. カードスロット

6. リセット穴

7. LED

8. モードボタン

9. USB端子

ペンの端子部が上で
ペン先が下の時、
正常な向きで撮影
されます

キャップ

他社での使用禁止



●撮影データを削除する
1.  モードスイッチを静止画撮影モードにし、電源を入れて、カメラ部
分のUSB端子を接続し、パソコンに接続します。

2.  任意のファイルをゴミ箱に移動し削除してください。
※本体のみの操作ではデータの削除はおこなえません。

1. カメラ部分とボールペン部分を回転させて
取り外します。

2.  プラスドライバーでボールペン部分の内側
奥にある替え芯ネジ部を回転させて、替え
芯（別売）を取り外し、交換してください。

●ボールペンの芯を交換する

操作を受け付けなくなった場合、先の細いもので、リセット穴を軽く
押すとリセットされます。

●リセットする
■ テレビへの接続方法
1. 本体の電源OFF を確認する。
2. 本体を動画撮影モードにする。
3. テレビの電源OFF を確認する（主電源はON でも構いません）。
4. キャップを外し、HDMI ケーブル（付属）を接続する。
5. 本体の電源を入れる。
6. テレビの電源を入れる。
7. テレビの入力切り替えを接続したHDMI 端子に切り替える。
■ 再生方法
1. 電源ボタンを短く押すと再生がスタートします。
2. もう一度電源ボタンを押すと再生が一時停止します。
3. 動画再生が一時停止の状態で、モード切り替えスイッチを操作す
ると記録されたファイルが切り替わります。（動画撮影モード側
はファイルが次へ切替わります。静止画撮影モード側はファイル
が戻ります。）

● ご注意
a. ご利用時には必ずmicroSD を装着して下さい。
b. テレビに接続し映像を出力する場合には、必ず本体→テレビの順
で電源を入れて下さい。順番を間違えると故障する場合がござ
います。

c. HDMIケーブル（付属）接続時は電源ボタンが押しにくくなりま
す。クリップや爪の先など先がが細いもので操作して下さい。

d. 電池残量が少なくなると誤動作する場合がございます。動作が
不安定になる場合には本体をリセット後4時間以上充電した後、
再度お試し下さい。

●テレビに接続して再生する

※押し込む感覚が感じられるぐらいの力で軽く押してください。故障の原因となりますので、強く押し
込まないでください。

リセット穴

【フルHDビデオカメラボールペン2 Q&A】

●撮影した動画/写真を見る
1.  モードスイッチを静止画撮影モードにし、電源を入れて、カメラ部
分のUSB端子を接続し、パソコンにつなぎます。リムーバブルデ
ィスクとして認識されます。

2.  リムーバブルディスク内の「DCIM」→「100*****」内に写真ファ
イルと動画ファイルが保存されています。

3. 各ファイルをダブルクリックして再生するか、パソコンにデータ
転送してから再生してください。

４．　再生が終わりましたら、対応OSの指示に従って安全に取り外し
てください。

※どちらの方法でも同じようにWindows Media Playerで動画を再生できます。　　　
※再生プレーヤーなどに関してはサポート外とさせていただきます。

●表示撮影日時を設定する
撮影した動画、写真の画面右下には撮影日時が表示されます。初期
設定で日時がずれている場合や、リセットをした後には、下記の方法
で日時を設定してください。

1.  パソコンのテキスト編集ソフト（メモ帳・ワードパッド等）を使用し、
現在の日時を半角で入力してください。

2.  名前をつけて保存します。ファイル名を「TIMESET.txt」とし、文
字コードを「ANSI」として保存してください。

3. 保存したファイルをリムーバブルディスク内にコピーします。次
回撮影時から、設定した日時が適用されます。

例) 現在「2013年12月02日12時20分05秒」の場合
　　→「2013/12/02/12/20/05」とタイピング

補足) 日付、日時を設定しなくても動画/写真の撮影は通常通りご利用いただけます。

※本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為に使用しないでください。
※蛍光灯下では色調が変化する場合があります。夜間など暗い場合などの撮影には対応しておりません。逆光など
　により暗く映る場合があります。
※電源オン時にはＬＥＤを消灯させることはできません。
※撮影した動画は、Windows Media Playerで再生を行ってください。再生プレーヤーなどに関してはサポート外と
　させていただきます。
※ソフトウェア：本商品をより最適に利用するためにも、メーカーより提供される最新のソフトウェアの状態でご利用く
　ださい。
※動作環境：自然の温度環境内で利用し、人体が悪影響を受けるような温度下では使用しないでください。一般的な
　生活環境下での湿度状態内でご利用いただき、湿度の高い場所でのご利用はご遠慮ください。本商品に防水機
　能は搭載されておりません。
※本商品を直接太陽など強烈な光源に向けて撮影した場合、機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。室内用に露
　出が調整されております。
※粉じん：埃等の多い環境で使用しないでください。内部にはいりこみ撮影に悪影響を及ぼす恐れがあります。カメラ
　部は柔らかい布で軽く拭いて、埃を防いでください。
※本商品は精密機械ですので、強い衝撃や圧力、磁気等を当てないでください。
※更に詳細を確認されたい場合は弊社サポートページをご確認ください。
　http://www.thanko.jp/support/

※動作中に電池がなくなった場合、自動的にファイルが保存され電源が落ちます。その際は再び充電してからご利用
　ください。電池がなくなるまでこの動作を繰り返します。
※毎回録画を停止した後、再度開始するたびに新しいファイルを作成します。電池がなくなるまでこの動作を繰り返し
　ます。
※ファイルが保存されるには一定の時間が必要となりますので、LEDに変化するまで、他の動作（ボタンを　複数回
押す、パソコンと接続する等）は行わないでください。ファイルが正しく保存されない場合があります。
※撮影時は十分な明るさの下で、激しく動かさずに撮影するようにしてください。ビデオペン本体から30cm以上離れ
　た距離の対象物を、色彩、輪郭ともに最適に撮影するようになっております。
※録画中にモードを写真モードに切り替えた場合、内容は自動的に保存された後、写真モードに切り替わります。ファ
　イルが保存されるには一定の時間が必要となりますので，次の撮影開始までの時間に注意してください。
※録画中にボタンを長押しした場合、撮影中のファイルが保存された後電源がOFFになります。LEDが消灯して電
　源がOFFになるまでボタンを長押しするようにしてください。
※本商品はリチウム電池を使用しており，随時充電が可能ですが，最初の５回使用前には満充電していただくことに
　より、以降最大限の時間でご利用いただけるようになります。
※本商品は何らかの理由で動作不能となった場合、本体のリセットを必要とする場合があります。リセットボタンを押
　す際は、強い力で押し込まないようにしてください。押し込む感覚が感じられるぐらいの力でリセットは成功されます。
※本製品はバッテリーの充電や動作検知撮影等により熱くなる場合があります。
 

ご注意

◆「フルHDビデオカメラボールペン2」のご利用にはパソコンでの作業やソフトが必要となります。
◆不明な用語がございましたら、お手持ちのパソコンの説明書等などもあわせてご確認いただき、ご理解いただいた上で
　「フルHDビデオカメラボールペン2」をご使用ください。

※パソコン（Windows等）の操作方法につきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承ください。

Q1:
撮影した動画ファイルをパソコンで再生できないのですが？
A1:
動画を再生する際は、Windows Media Player などをご使用ください。
再生プレイヤーに関してはサポート外とさせていただきます。

■動画の再生方法
再生プレイヤーの画面上で右クリックしていただき、「開く」⇒「ファイ
ル」を選び再生したい動画ファイルを選択してください。

Q2:
映像を撮影したはずなのに、動画のファイルが見当たらないのですが？
A2:
ファイルが破損し、エラーが起こっている可能性があります。一度、
microSDカードのフォーマット（初期化）を行ってみてください。
それでも症状が変わらない場合は、大変お手数をお掛けしますが弊社
までお問い合わせください。

替え芯ネジ部


