
本体

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。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねま
す。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので
大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させ
ていただきます。

安全上のご注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

必ずお守りください

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずに
すぐに販売店または弊社までご連絡ください。

本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因と
なったり、けがの原因となります。

本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

長期間使わないときやお手入れのときは、電池を取り外してください。電池を入れたまま
放置すると、絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因になることがあります。

底面の発光部を直接みないでください。視力障害などの原因になる事があります。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、
計器類に影響を及ぼす事があります。

本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。
大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

本機を廃棄する場合は、必ず電池を抜き取り、各自治体の指示に従って廃棄してください。

電源は入った状態で電池を抜かないでください。機器の故障や、データの損失の原因となります。

ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。
けがや火傷、感電の恐れがあります。

濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。
ショート・感電・故障の原因となります。

新品の電池をご利用ください。古い電池と合わせてご利用にならないでください。液漏れなど
による発火や故障の原因となります。

メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、
身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

1080P FullHD Wi-Fi デジタルマイクロスコープ

取扱説明書 兼 保証書
この度は、ポータブルデジタルマイクロスコープをお買い求めいただき誠にありがとう
ございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

各部詳細
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OFF/WiFi/USB スイッチ

Micro-SD スロット 

リセット

LED調光器

USB ポート (PC 接続、充電時 )

充電インジケーター

LED照明

USB ケーブル

取扱説明書兼保証書（本書）

WiFi を利用してリアルタイムに iPhone、iPad、Android 端末で表示できます。
動画撮影、静止画保存に対応しており、保存形式はMOV、JPG になります。
最大解像度は 1920×1080(Full HD)。3 段階の変更が可能です。
タイマー撮影にも対応しています。
Wi-Fi と USB の 2つの利用方法があり用途によって使い分けることができます。

キャリブレーション定規CD-ROM

USB-AC アダプタースタンド

内容物をお確かめください
パッケージ内容

主な機能

取扱説明書 兼 保証書

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

無線製品に関して

■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。
　電磁障害を及ぼし生命の危険があります。

■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線
　機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあり
　ます。

■本製品を電子レンジの近くでのご利用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波
　の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。

■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はあ
　りません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

・本製品を分解したり、改造すること
・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
・本製品を日本国外で使用すること

本製品の無線 LANの周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ライ

ンなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波

の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

■本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていない
　ことを確認してください。

■万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が
　発生したときは、速やかに使用を中止してください。

■その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、
　何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い
　場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極
　端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書内に記載されている無線 LAN規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ
　転送速度を示すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の
　責任を負いません。

■Bluetooth と無線 LANは同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波
　が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障があ
　る場合は、今お使いの Bluetooth、無線 LANのいずれかの使用を中止してください。

無線時の注意
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Hidemicron Pro2
秀マイクロンプロ2
ヒデ

クイックガイド

クイックガイド

クリーニングクロス
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フォーカス調節ネジ

固定ネジ

上下調節ネジ

ポール固定ネジ

スタンド固定ネジ

本体固定ネジ
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システム要件
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イメージセンサー　　　　　　　   

静止画解像度

ビデオ解像度

倍率

フォーカスレンジ

ビデオファーマット形式

写真フォーマット形式

光源

電源

OS/Androidインターフェース

アプリケーション

サイズ

3M Pixels(true resolution)

3M, 5M, 8M, 12M

1920x1080(1080P),1280x720(720P),640x480(VGA)

10倍～230倍

0mm～50mm(マニュアル) 

MOV

JPEG

LED6個（コントロールローラーで照度調節可能）

充電式リチウムイオンバッテリー

作業時間： 3時間、充電時間： 2時間、充電電力： 5V DC

Wi-Fi

iOS (5以降):MicroCaptureを検索し、App Storeからダウンロード

Android：弊社のHidemicronPro2製品HPのページ下部よりアプリケーションの
               ダウンロードを行なってください。

顕微鏡：154mm (L) x 44mm (R)

スタンド：165mm(L) x118mm(W)x12mm (H)

商品スペック

スマートフォン、タブレット

iOS/Android　　　　　　　   

PC

iOS 5.1以降、Android 4.3以降　　　　　　　   

Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / Mac 10.7以上

Pentium4 1.8GHz以上、RAM512M、Video Memory 64M

USB2.0、CD-ROMドライブ

　機能・スペック一覧

     設定と使いかた

① Micro-SD カードを入れます

カードスロットにMicro-SD カード（付属していません）を挿入してください。

本体電源がONのままMicro-SD カードを抜き差しすると、本体電源がOFF

になる場合があります。

本体電源を必ずOFF にしてからMicro-SD の抜き差しをしてください。

② ソフトウェアダウンロード

■ iOS / Android でのWiFi 使用方法

iOS: App Store から「MicroCapture」を検索してインストールしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Android:   弊社「Hidemicronpro2」商品ページの下部にございます、
「ソフト最新情報」よりAndroid版をタップしてインストールを
  行ってください。　　　　　　　　　　

 ※商品ページは、弊社HPの検索欄に「hidemicronpro2」を
     入力して検索を行うことで、商品ページのサムネイルが
     表示されますので、そちらをタップすると商品ページに
     移行します。

Hidemicronpro2 製品ページQRコード：

1. 弊社HPの「HidemicronPro2」の製品ページ下部に表示の「Android版」をタップ
　すると保存先の設定（端末によって表示されない場合があります）を選択する
　ことが可能です。
　こちらを「ダウンロード」に選択した状態でアプリケーションをダウンロードして
　ください。
　
　※保存先が表示されない場合、デフォルトで入っているファイル管理アプリまたは
　　そのほか別途インストールしたファイル管理アプリに保存されている場合が
　　ございます。

 2 . ダウンロードが完了すると、画面下部もしくは画面上部 、またはファイル管理
　アプリ内に 「MicroCaputure.apk」 という項目が表示されますので、タップして
　ください。

3. 「MicroCapture.apk」のファイルを選択すると、「インストール」という項目が
　　表示されるので、タップしてしばらくお待ちいただくとインストール成功となります。

4. インストール完了後、端末の設定からWi-Fiマイクロスコープと接続をお試しください。

　※Android端末によりましては、マイクロスコープとAndroid接続時に映像が
　　うまく表示されない場合がございます。
　　その場合、スマートフォンを再起動し、Androidの「設定」のデータ通信を
　　オフにして再度お試しください。

付属の CDROMからもMicroCapture ソフトウェアインストールができます。

5 .端末の設定からWi-Fi マイクロスコープと接続をお試しください。

    ※ Android端末によりましては、マイクロスコープとAndroid接続時に映像がうまく
       表示されない場合がございます。
        その場合、 スマートフォンを再起動し 、Androidの「設定」のデータ通信をオフに
       して 再度お試しください 。
  ※iOSおよびAndroidのOSバージョンによっては、Wi-Fi接続時に接続時に
      インターネット未接続と表示されますが、そのまま使用を続けてください。
 
　

 　　

④ プレビュー開始

インストールアプリを起動するとライブビデオが表示されます。

　　　　　　　　

③ 本体を iOS/Android に接続 (ここでは例として iOS を使用します )

WIFI の位置まで 1のスイッチをスライドさせてONにします

iOS/Android Device の WiFi を ONにして、WIFI（SSID）一覧から

WiFi Digital Microscope を捜してください。

識別名はWIFI_Microscope_xxx（xxx はランダムな数）です。（下図参照）

接続パスワードは「12345678」です。

パスワードを変更する方法については、設定を参照してください。

（１）

（２）
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⑩ 設定

このアイコンをクリックし設定画面を表示します。

　　　　　　　　

日付 /時間：日付スタンプの表示非表示の設定

サイクル録画：繰返し記録をオフ /5 分します。

ビデオ記録サイズ：ビデオのサイズを

　　　　　　1080P、720P、VGAに変更できます。

ビデオ EV：EV を調整します。

キャプチャサイズ：写真サイズを

　　　　　　　　3M/5M/8M/12M に変更します。

キャッシュクリア : 一時ファイルをクリアします。

Micro-SD フォーマット：Micro-SD カードを

　　　　　　　　　　　フォーマットします

パスワード変更 : WiFi 接続パスワード

　　　( デフォルトは 12345678) を変更します。

　　　新しいパスワードを忘れた場合の対処方法に

　　　ついてはトラブルシューティングを参照して

　　　ください。

　　　　　　　　

     スタンド設置方法

スタンドを平らな場所に置き、以下のステップに従って組み立ててください。

　　　　　　　　

スタンド固定ネジを外し、
金属ポールに通します。
　　　　　　　　

スタンドの支柱受けの部分に金属ポールを
差し込みます。
　　　　　　　　

スタンド固定ネジを回して
ポールを固定します。
　　　　　　　　

スタンドの輪に本体を差し込みます。

　　　　　　

⑧ スマートフォンにファイルをダウンロードする

下のバーの　　　　このアイコンをクリックし、

ダウンロードしたいファイルの右端の　　　　このアイコンをクリックします。

スマートフォンにファイルをダウンロードできます。

　　　　　　　　

携帯電話のアイコン側に丸のアイコンをスライドさせるとスマートフォンに

ダウンロードされたファイルを確認できます。

　　　　　　　　

⑨ ファイルの削除

下のバーの　　　　このアイコンをクリックし、

削除するファイルにチェックを入れ、　　　　このアイコンをクリックします。

最後に削除の確認をします。

　　　　　

⑤ 写真を撮る

このアイコンをクリックすると写真が撮れます。

　　　　　　　　

⑥ ビデオ録画

このアイコンをクリックすると中央のアイコンは  　　　このようになります。 

赤い丸印をクリックするとビデオ録画を開始します。

もう一度クリックすると停止します。

　　　　　　　　

⑦ 再生

デフォルトでは、キャプチャしたファイルは本体Micro-SD カードに保存されます。

それらをプレビューし、スマートフォンにダウンロードすることができます。

　　　　　　　　

このアイコンをクリックすると以下のように一覧表示されます。

　　　　　　　

動画ファイル　　　　　　　静止画ファイル

　　　　　　　　



　パソコンでの使用方法
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①

① MicroCaptureHD をインストールする

■ パソコンに接続するには 2つの方法があります。

「Install MicroCaptureHD」 をクリックし、

インストールウィザードに従ってインストールしてください。

③ 顕微鏡を開始

顕微鏡からmicroSD カードを取り出し、PCの USB ポートに接続します。

ソフトウェアインストール後にデスクトップに生成される　　　　このアイコンを

クリックしてソフトウェアを起動すると以下の画面がポップアップします。

メニューバーのショートカットアイコン　　　　をクリック、

またはツールバーの ‘Capture’ から ’ Photo’ を選択。

　　　　　　　　

Micro-SD カードが挿入されている場合はMicro-SD カードに

保存されたファイルを見ることができます。

② Micro-SD カードが挿入されていない場合、PCカメラステータスとなります。

コンピューターにライブ映像を出力できます。

PCでソフトウェアを使用する方法については次項の

「PCにソフトウェアをインストールする」を参照してください。

　PCにソフトウェアをインストールする (windows)

ドライバー CDを CD-ROMドライブに挿入すると
自動的に以下のインターフェイスが表示されます。

② 全てのマニュアルは「User’ s Manual」をクリックして
　 見ることができます。

　ソフトウェア機能 

■ キャプチャー写真

メニューバーのショートカットアイコン　　　　をクリック、

またはツールバーの ‘Capture’ から ‘Video’ を選択

　　　　　　　　

■ ビデオキャプチャー

本体固定ネジを時計回りに回して

本体をリングに固定します

　　　　　　　　

ポールで高さを調整し固定ネジで
上部を固定してください。
　　　　　　　　

    フォーカス調整

上下調節ネジを回し、

大まかなピントを合わせます。

　　　　　　

フォーカス調整ネジを回して

ピントの微調整をしてください。

※ピントは被写体との距離によっては

２ヶ所でピントが合います。

　　　　　　　　　　

調整ネジを回して

高さを固定します

　　　　　　　　　　　



　ソフトウェアインタフェース
25 26 27
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■ 主なインタフェースアイコン

キャプチャ写真 ‒ 1 枚ずつの写真キャプチャに使用します

ビデオ録画の開始 /停止

写真 /ビデオのタイマー ‒ 開始時間、インターバル時間、
時間間隔、写真 /ビデオの合計数を設定します

全画面表示モード
ESC を押すか、ダブルクリックすると終了します

■ メインメニュー
・ファイル

画像ディレクトリ : 撮った写真を保存するディレクトリを設定します。
ビデオディレクトリ：撮った動画を保存するディレクトリを設定します。

・オプション

解像度：レビューサイズの変更
日付 /時間：プレビューウィンドウにシステム日付 /時刻を表示する設定
言語：別の表示言語を選択します。
中心線：クロス＋をプレビュー ウィンドウに表示します。
フルスクリーンモード：フルスクリーンモードになります。
　　　　　　　　　　　ESC を押すか、ダブルクリックすると終了します

・キャプチャ

画像　：写真を撮る
ビデオ：ビデオクリップを録画します。

　トラブルシューティング

Ｑ：WIFI 位置に切り替えたあと、
　LEDがつかない

１）LED調光を回転させ、それがオンになって
　　いるかどうかを確認してください。　　
２）バッテリーを充電してください。

Ｑ：顕微鏡が停止する。
顕微鏡の場合は、ピンを使ってリセット
ボタンを押した後、もう一度電源を入れます。

ピンを使って顕微鏡のリセットボタンを押し、
電源を入れ直します。アプリへ行って、
設定入力し、キャッシュのクリアを行う。

Ｑ：WI-FI によるプレビューが
　非常に遅い。

Ｑ：新しいWI-FI 接続パスワード
　を忘れてしまった。

YES のみ入力された、PASSWORDRESET
という名前の .txt ファイルを作成し、
Micro-SD カードに置きます。
カード内にはそのファイルのみであることを
確認してください。
顕微鏡にMicro-SD カードを入れ、WIFI 位置に
スイッチをスライドさせて電源を入れます。
するとパスワードは 12345678 に戻されます

■ タイマー (Photo / Video)

メニューバーよりショートカットアイコン　　　　をクリック。

　　　　　　　　

※タイマー写真では、開始時刻、インターバル時間、および

　全体の写真数を設定できます。

※タイマービデオでは、開始時刻、インターバル時間、および

　全体のビデオ数を設定できます。

■ キャリブレーション

ツールバー「オプション」＞中心線

デフォルトではONに設定されています。

キャリブレーションのルーラーのダイヤルを確認するものです。
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名前を付けて保存

・測定インターフェースコマンド

やり直し

クリップボードにコピー

ファイルコピー

前へ

次へ

取り消し

描画

テキストメモ

測定

キャリブレーション 　秀マイクロンプロ2　HidemicronPro2

1 年間

株式会社テック
〒532-0011　大阪市淀川区西中島3-3-9-6F

お問い合わせ先


