
はじめに

保証期間：　1年
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 仕様

サイズ 103×17×72mm
重量 363g
電源 2000mA/Hバッテリー(ACアダプターより充電)
付属品 モニター本体、カメラ（約16ｍ)、ホルダー、miniB-AC
 アダプター（100mm）、USB-miniBケーブル
 （180mm）、カメラリール固定ネジ、リール用つまみ、
 ガイド、浮き、簡易日本語説明書
液晶サイズ 3.5インチLCD
水平角度 ≧130°
張力 10～40kg
可動深度 10～50m
可動温度 -10～40℃
記録ファイル 動画：640×480 59fps AVI形式（1分で約38MB)
 1ファイル4GBで分割
 静止画:1280×960 JPG形式
記録メディア microSD（512M～32GB）
充電時間 約7～８時間
稼働時間 約2～4時間
電力 3.7V 1.7W
対応OS Windows、Mac
パッケージサイズ 300×63×110mm
パッケージ込重量 545g

モニターで使用されている言語は、初期段階では中国
語となっております。使用に差しさわりはございません
が、気になる場合は、英語モードに設定を変更してご使
用ください。

● モニター各部名称 ● 充電方法

● 録画準備

● 本体を竿にセットする

赤外線水中魚っちカメラ２
 簡易取り扱いマニュアル

Version1.0. y

モニターの左側にあるUSBポートに、miniB-ACケーブル
を差し込み、充電します。約8時間で満充電になります。

①ホルダーのネジを緩め、竿本体に取り付けます。

②モニターの正面にある三脚穴をアダプターのネジに差し
込み留めます。横にあるネジはモニターの角度調整に使用
します。角度調整ネジを緩めた状態で、本体を動かすとカチ
カチと音がして角度を変更できます。

③カメラケーブルをリールから全て外します。

④リールにつまみを取り付けます。短い方の頭をクリアな筒
にはめ込み、リールのネジ穴に取り付けます。

本体正面にあるmicroSDカード差込口にカードを差し込ん
でください。

● 付属品一覧

● カメラ各部名称

サポートのご案内

■ 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）

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

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

■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）
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ご注意
モニター本体は防水ではありません。モニターを
濡らさないようにご注意ください。

⑤カメラケーブル先を竿のトップガイドから順番に通してい
き、再度リールに巻き付けていきます。

⑥本体左側にあるカメラ端子にケーブルを繋ぎます。

⑦モニター本体右側にあるカメラリール差込口に、クリアな
ネジを使用してリールを取り付けます。

モニター本体左側にある電源スイッチを【ON】にすると液
晶画面が立ち上がります。

カメラボタンを押すと撮影ができます。

拡大（最大4倍）と縮小ができます。

ガイドがない渓流釣り用の竿の場合は、付属のガイドを竿に
つけて、カメラをセットしてください。必要に応じてカメラリ
ールに浮きを取り付けてご使用ください。

モニター本体左側にあるUSBポートにUSB-miniBケーブ
ルを差し、パソコンとつなぎ電源をONにします。

モニター本体からmicroSDカードに保存されているデー
タを削除することはできません。パソコンに接続して、中の
データを削除してください。

フォルダが表示されますので、【DCIM】フォルダ→
【100MEDIA】を開いてパソコンにコピーしてください。

● モニター使用方法● 本体を竿にセットする 続き

設定画面

静止画の撮影

● モニター使用方法 続き ● データの取り込み ● データの削除

● パソコンから外す
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、「General Image Devic」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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ボタンを押すと、各種設定を行う事が可能です。
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+ -

で選択 で決定します。

■ LANGUAGE…使用言語の切り替えができます。
　 0…英語　1…中国語
■ BRIGHT…明るさの調整ができます。
　 0（暗い）→12（明るい）　12段階調整
■ CONTRAST…コントラストの調整ができます。
　 0（弱い）→12（強い）　12段階調整
■ COLOR…彩度の調整ができます。
　 0（弱い）→12（強い）　12段階調整
■ RESET…設定を初期化します。
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カメラモード
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microSDの状態

撮影可能
枚数

再生ボタンを押すと、再生モードとなり、撮影したデー
タを見ることができます。動画の場合再生ボタンを押
すと、再生がスタートします。

データを選択するのに使用します。

再生する

+ -
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再生モード

動画データ
（静止画の場合は表示されません）

現在のデータ番号/トータルデータ数

ビデオボタンを1回押すと撮影、もう一度押すと停止
します。

拡大（最大4倍）と縮小ができます。

動画の撮影

+ -
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