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映像の表示・記録
ＳＤカード（４ＧＢ以下）
ｍｉｎｉ ＵＳＢ １．１
コンポジット出力（ＮＴＳＣ／ＰＡＬ）
静止画：ＪＰＥＧ形式（解像度：６４０×４８０画素）
動　画：ＡＶＩ形式　（解像度：６４０×４８０画素）
デジタルタイプ３．５インチＬＣＤ
静止画：約２５,０００枚
動　画：約１時間１０分
φ５．５ｍｍ×１ｍセミハードチューブ ※先端はφ６ｍｍ
ＩＰ６６相当
約６７°
約２０～５０ｍｍ
白色ＬＥＤ×４個（調光機能付）
ＤＣ５Ｖ
専用リチウムイオン電池 ※標準使用時間：約３時間
－１０～６０°Ｃ
約２１０×１００×４５ｍｍ
約４１０ｇ（本体＋カメラケーブル＋電池）

用 　 　 途
記 憶 媒 体

インターフェース

フ ァ イ ル 形 式

デ ィ ス プ レ イ
標 準 記 録 容 量
※２ＧＢＳＤカードの場合

カメラケーブル
カメラ防塵・防水
カ メ ラ 視 野 角
カメラ焦点深度
カ メ ラ 照 明
電 　 　 源
電 　 　 池
動 作 温 度 範 囲
本 体 寸 法
質量（標準使用状態）

仕 様

動画も静止画もＳＤカードに保存し、
パソコンで再生できる
●モニタ一体型でリアルタイムに映像を確認
●カメラ防水・防塵はＩＰ６６相当
●４５°側視アダプタ交換で直角方向も確認
●ＵＳＢケーブルでパソコンに接続・転送
●映像出力端子でテレビ画面などに接続
●ミラーステアリング（鏡像表示）機能で
　鏡面画像も確認できる

この度は、モニタ付工業用内視鏡をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末長くご愛用くださいます
ようお願い申し上げます。

取扱説明書
モニタ付工業用内視鏡 MIS-5510G
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本器は精密機器ですので、操作中や持ち運びの際、本体への衝撃や過大な圧力
を加えないように、取り扱いには十分注意をしてください。
初めてお使いになる場合、ＡＣアダプタを接続して電池を満充電にしてからご
使用ください。電池の残量が空の状態で電源を入れても、正常に動作しない場
合があります。
使用前に、カメラ・ケーブルに破損などが無いか確認してください。
本体にカメラケーブルを取り付ける際は確実に固定リングを締め、ゆるんだ状
態で使用しないでください。

■ご使用にあたって
【ご使用前】
●

●

●
●

直射日光下でのご使用はおやめください。
ケーブルを無理に曲げないでください。
使用中、ケーブル先端が熱くなりますのでご注意ください。
静止画や動画の撮影中にＳＤカードを取り出すとデータが破損する恐れがあり
ます。必ず電源をＯＦＦにしてからＳＤカードを取り外してください。
オイルタンク内など、危険な環境の中で使用しないでください。
磁気や電磁波が発生する場所からは、できるだけ離れて使用してください。記
録データの破損や、画像がゆがむ可能性があります。
本製品の用途以外のご使用はおやめください。
本製品を航空機内や医療現場では使用しないでください。

【ご使用中】
●
●
●
●

●
●

●
●

本器の内部を分解しないでください。破損・故障の原因になる場合あります。
本器外観の清掃に化学薬品を使用しないでください。
カメラ・レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。
カメラ・レンズ面の清掃は綿棒にアルコールをしみ込ませたもので軽く拭く程
度にしてください。
モニタの汚れは、クリーニングクロスで軽く拭き取ってください。
モニタを強く押さないでください。画面にムラが生じたり、故障の原因になり
ます。
モニタは高精度管理をしておりますが、性質上、画面上に黒い点や、常時点灯
している点が現われる場合があります。これは故障ではありません。これらの
点は、画像には記録されませんので、そのままご使用ください。
保守部品及びオプションアイテムは、必ず純正品をご使用ください。純正外品
の使用は、故障の原因になります。
使用しない時は専用ケースに収納し、湿気が少なく、カビが発生しにくい場所
に保管してください。
カメラケーブルを巻いて収納する場合は、巻きの直径が１５ｃｍ以上になるよう
に収納してください。同様に、別売品２ｍでは直径１６ｃｍ以上、３ｍでは１７ｃｍ
以上を保ち収納してください。

【ご使用後】
●
●
●

●
●

●

●

●
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Reset

Ｑ. 電源を入れてもモニタに映像が映らない場合。
Ａ.電池の残量が少なくなっている可能性があります。電池を充電するか、ＡＣア
ダプタを接続してご使用ください。

Ｑ. 電源を入れた後、オープニングロゴは表示されるが、その後何も映らない。
Ａ.各部（カメラケーブルなど）の接続を確認してください。

Ｑ. 静止画や動画を撮影することができない。
Ａ.ＳＤカードが挿入されていないと、静止画や動画を撮影することができません。
また不適切なＳＤカードを使用している場合、静止画や動画が保存できません。

Ｑ. 本器使用中に、誤作動及び、動作の停止（フリーズ）が起きた。
Ａ.本体背面にあるリセットボタンを、細い棒のようなもので押してください。
　 システムが自動で再起動します。

■トラブルと対応

リセットボタン

（背面）
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OK

開梱後、下記の物が揃っているか確認し、使用状況に合わせ必要なケーブル等を
本体に取り付けてください。

■梱包内容の確認・本体の組み立て

※付属品が不足している場合は使用せず、販売店または発売元までご連絡ください。
　またコード、プラグなども差し込まず、不足部品が揃ってから使用してください。

ＵＳＢ端子へ

●本 体

●３．５ｍｍジャック－
　コンポジット端子
　変換ケーブル

●ＳＤカード
 （４ＧＢ）

●φ５．５ｍｍ×１ｍセミハードチューブカメラ

●φ５．５ｍｍ用
　４５°側視アダプタ

■その他付属品
　●綿棒（２本）
　●取扱説明書
　●収納ケース

●ＵＳＢケーブル

②
差
し
込
む ③締める

φ５ｍｍカメラ先端を
ねじってはずし、側視
アダプタを取り付ける
ことで、視野方向を変
えることができます。

視野方向
 約９０°

ミラー
傾き約４５°

差し込む
差し込む

電源接続ジャックへ

差し込む

ＳＤカード
ジャックへ

差し込む

映像出力
端子へ

●ＡＣアダプタ
 （コード長：１．８ｍ）

●リチウムイオン
　電池×２

①　マーク
　を右側に
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Reset

■各部の名称

戻るボタン

ＵＳＢ端子

電池蓋

電源接続
ジャック

ＥＳＣボタン

モニタ

本　体

進むボタン

電源ボタン

静止画撮影ボタン

ＯＫボタン

動画撮影ボタン

ＳＤカード
ジャック

映像出力端子

ＬＥＤライト
スイッチ・
調光ダイヤル

カメラ・レンズ面

カメラケーブル

（正面）

（左側面） （右側面）

リセットボタン

（背面）
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①ＡＣアダプタを、本体右側面の電源接続ジャックへ差し込む。
 （奥まで差し込まれなくても構いませんので、無理に押し込まないでください。）
②電源を接続してください。電源ボタンの赤色が点灯、青色が点滅します。

本器には３種類のモードがあり、各ボタンはモードによって押した時の機能が異なります。

撮影済静止画、
または動画の再生

戻る／進むボタン 保存データの選択 メニュー項目の
選択

現在のライブ映像の
表示、静止画・動画
の撮影を行う

メモリーカードに
保存した静止画・
動画の再生を行う

各種設定などを
行う

メニュー画面の
表示

ＯＫ
ボタン

保存データの削除 選択したメニュー
項目の確定

再生モードの表示
※ＳＤカード挿入時のみ

ＥＳＣ
ボタン

プレビューモードと
再生モードの切替

プレビューモード
へ戻る

静止画の撮影静止画撮影
ボタン

プレビューモードと
再生モードの切替

ソフトウェア
バージョンの表示

動画の
撮影開始／停止

動画撮影
ボタン

動画選択時に
再生／一時停止

プレビューモード
へ戻る

ボタン プレビューモード 再生モード メニューモード

■モード概要と各ボタンの機能

■電源のセット方法

①
押
す

※各部の名称はＰ５をご参照ください。

※各部の名称はＰ５をご参照ください。

■ＡＣアダプタ接続で使用する場合

【リチウムイオン電池のセット】
①図のように、電池蓋のボタンを押しながら電池蓋を開きます。
②電池のラベル貼付面を表にし、本体と電池端子の位置を正しくセットしてください。
③電池蓋を元通りに装着してください。
【リチウムイオン電池の充電】
※電池をセットした状態で、ＡＣアダプタ接続を
すると、電源ボタンの赤色が点灯し充電が開始
されます。満充電時は赤色＋青色が点灯します。
※充電中に電源をＯＮにして（→Ｐ７）作業を行う
と、充電に時間がかかります。

電池は必ず、付属のリチウムイオン電
池をお使いください。

■リチウムイオン電池で使用する場合

ご注意
②開く

電池蓋

電源ボタン
赤色…………充電中
赤色＋青色…満充電

電池蓋
ボタンＵＳＢケーブルによる充電は、

■使用方法【パソコンとの接続】 Ｐ９
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■使用方法 ① ※各部の名称はＰ５をご参照ください。

■電源ＯＮ

日付、時刻

ご使用前に

①Ｐ４「■本体の組み立て」をご参照いただき、φ５．５ｍｍ×１ｍセミハードチュー
ブカメラ、その他必要なケーブル等を取り付けてください。
②Ｐ６「■電源のセット方法」をご参照いただき、任意の電源をセットしてください。
③電源ボタンを長押しします。
　ＡＣアダプタ電源…赤色＋青色、リチウムイオン電池…黄色が点灯します。
　モニタに「　　　　             」とオープニングロゴが表示された後、プレビュー
モードになります。（カメラの映像が表示されます。）
④ケーブル先端カメラのキャップを外し、見たい箇所へケーブル先端を差し込ん
で使用してください。
※画面が明るすぎる、もしくは暗すぎる場合は、調光ダイヤルを回して明るさを
調節してください。

■電源ＯＦＦ
電源ＯＮの状態で、電源ボタンを押すと電源ＯＦＦになります。

●メニューモードの表示言語の設定
　初期設定では、メニューモードの表示言語が英語に設定されています。
　任意の言語に設定してからご使用ください。
 （※本取扱説明書では日本語に設定した場合について記載しています。）

①電源をＯＮしてください。
②ＯＫボタンを押してください。
③「ＭＥＮＵ」が表示されます。
　戻るボタン　　、進むボタン　　を押して「Ｌａｎｇｕａｇｅ」を
　選択し、ＯＫボタンで確定してください。
④任意の言語を選択し、ＯＫボタンで確定してください。
　モニタの表示言語が変更されます。

プレビューモード

充電残量
電池が十分に残っている状態
電池残量が、おおよそ半分の状態
充電が必要な状態
表示点滅は、充電中、
もしくはＡＣアダプタから給電中
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ESC

OKＳＤカード
ジャック

差し込む

①プレビューモードで、ＥＳＣボタンを
押してください。再生モードになり、
直前に撮影された静止画（もしくは
動画のサムネール）が表示されます。
②戻るボタン　　、進むボタン　　で
ＳＤカードに保存された静止画を表示
することができます。
③ＥＳＣボタンを押すと、プレビュー
モードに戻ります。

※「ＳＤカード使用量」は、再生モード変更時に
　数秒間表示され、消灯します。

プレビューモードで、静止画撮影ボタン　　を押してください。静止画が撮影さ
れ、ＳＤカード内に保存されます。
※モニタがメニューモードになっている場合は、ＥＳＣボタンを押してプレビューモードにしてく
ださい。

①プレビューモードで、動画撮影ボタン　　を押してください。動画撮影が始ま
ります。
②再度動画撮影ボタン　　を押すと、動画撮影が終了し、ＳＤカード内に保存さ
れます。

※モニタがメニューモードになっている場合は、ＥＳＣボタンを押してプレビューモードにしてく
ださい。

2019/01/01  11:11:11

IMG00001
01%

2019/01/01 10:11:11

再生モード

ＳＤカード
使用量

■使用方法 ② ※各部の名称はＰ５をご参照ください。

■ＳＤカードを使用する
静止画・動画の撮影には、ＳＤカードが必要です。
付属、もしくは市販のＳＤカードを本体左側面のＳＤ
カードジャックに「カチッ」と音がするまで差し込
んでください。
※再度「カチッ」と音がするまで押し込むとＳＤカード
　が飛び出し、抜き出すことができるようになります。

※静止画及び動画のファイルには、共通の通し番号が割り当てられます。
　　　静止画のファイル名→「ＩＭＧ□□□□□．ＪＰＧ」
　　　動　画のファイル名→「ＭＯＶ□□□□□．ＡＶＩ」

※ＳＤカードのフォルダ配置

■撮影した静止画の再生

■静止画の撮影

■動画の撮影

「ＤＣＩＭ」 「１００ＤＳＣＩＭ」

「ＩＭＧ００００７．ＪＰＧ」

「ＭＯＶ００００８．ＡＶＩ」
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①プレビューモードで、ＥＳＣボタンを押してください。再生モードになり、直
前に撮影された動画（もしくは静止画）が表示されます。
②戻るボタン　　、進むボタン　　でＳＤカードに保存された動画のサムネール
選択して表示し、動画撮影ボタン　　を押すと動画の再生が始まります。
③再度、動画撮影ボタン　　または静止画撮影ボタン　　を押すと、一時停止します。
④ＥＳＣボタンを押すと、プレビューモードに戻ります。

本器モニタの表示を、テレビ（外部モニタ）へ切り替えて出力することができます。
【接続】
①テレビ（外部モニタ）に入力端子があることを確認してください。
②付属の３．５ｍｍジャック－コンポジット端子変換ケーブルを本器の映像出力端
子へ差し込みます。（→Ｐ４図）

③市販のビデオ出力ケーブルを使い、本器接続コンポジット端子と、テレビ（外
部モニタ）を接続してください。

【ビデオ出力ケーブル接続時の表示切り替え】
①ＯＫボタンを押し、本器モニタにメニューモード一覧を表示してください。
②「ビデオ出力」が選択されているのでＯＫボタンを押し確定してください。
　映像の出力が、本体モニタからテレビ（外部モニタ）に切り替わります。
※再度①～②の操作を繰り返すごとに出力先が切り替わります。

①Ｐ８、９『撮影した静止画・動画の再生』の手順で、削除したいデータをモニタ
に表示してください。
②ＯＫボタンを押してください。「削除」画面が表示されます。
③戻るボタン　　、進むボタン　　で「ｙｅｓ」を選択し、ＯＫボタンを押してく
ださい。選択したデータが削除されます。

■メニューモード【すべて削除】 Ｐ１１すべての保存データを削除するには

映像出力の設定をするには

本器とパソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ、Ｖｉｓｔａ、７対応）を付属のＵＳＢケーブルで
接続する（→Ｐ４図）ことにより、以下の機能を使うことができます。
●ＵＳＢ給電による充電
●パソコン上で本器をリムーバブルディスクとして認識し、ＳＤカードに保存さ
れたデータを直接パソコンへ読み込むことができます。

■使用方法【ＳＤカードを使用する】 Ｐ８

■メニューモード【ビデオフォーマット】 Ｐ１０

■使用方法 ③ ※各部の名称はＰ５をご参照ください。

■撮影した動画の再生

■テレビ（外部モニタ）への表示出力

■保存データの削除

■パソコンとの接続
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下記の設定を行うことができます。

ESCOK

戻るボタン
進むボタン

ＯＫボタン ＥＳＣボタン 静止画撮影
ボタン

動画撮影
ボタン

メニュー項目
の選択

選択した
メニュー項目
の確定

プレビュー
モードへ戻る

ソフトウェア
バージョンの
表示

プレビュー
モードへ戻る

■メニューモード（各メニューの設定）①
プレビューモードでＯＫボタンを押すと、メニューモードが表示されます。

■ビデオ出力

①プレビューモードでＯＫボタンを押し、メニューモードを表示してください。
②「ビデオフォーマット」を選択、ＯＫボタンで確定してください。
③日本国内のテレビ（外部モニタ）を使用する場合は、「ＮＴＳＣ」を選択してＯＫ
ボタンで確定します。
④「ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＥＴＵＰ」画面が表示され、明るさやコントラストなどの設定
をすることができます。数値の変更が不要であればＯＫボタンで確定します。

⑤数値を変更したい場合は、変更したい項目を選択し、ＯＫボタンで確定します。
⑥数値変更画面が表示されますので、戻るボタン　　進むボタン　　で数値を変
更し、ＯＫボタンで確定してください。

※各部の名称はＰ５をご参照ください。

MENU

メニューモード

メニュー画面

■使用方法【テレビ（外部モニタ）への表示出力】 Ｐ９

ビデオ出力
ビデオフォーマット
日付/時刻合わせ
言語
すべて削除

・ビデオ出力
・ビデオフォーマット
・日付/時刻合わせ
・言語

・すべて削除
・自動電源オフ
・ミラーステアリング
 （鏡像表示）

ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ
ＣＯＮＴＲＡＳＴ
ＨＵＥ

明るさ
コントラスト
色調

・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＳＡＴＵＲＡＴＩＯＮ
ＤＥＦＡＵＬＴ

彩度
初期設定に戻す

・・・
・・・・・・・・・・・

【メニューモードでのボタンの基本機能】

■ビデオフォーマット〈映像出力の設定をします。〉
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①プレビューモードでＯＫボタンを押し、メニューモードを表示してください。
②「ミラーステアリング」を選択、ＯＫボタンで確定してください。
③画像が左右反転した状態で表示されます。
※通常、モニター右上に表示される電源マーク　　が、ミラーステアリング時に
は左右反転した状態で左上に表示されます。
④ミラーステアリングを解除するには、メニューから再度「ミラーステアリング
」を選択してください。

■ミラーステアリング（鏡像表示）
　〈画像を左右反転した、鏡像を表示することができます。側視アダプタ使用時
　　に便利です。〉

■メニューモード（各メニューの設定）② ※各部の名称はＰ５をご参照ください。

■日付/時刻合わせ〈日付と時刻を設定します。〉
①プレビューモードでＯＫボタンを押し、メニューモードを表示してください。
②「日付/時刻合わせ」を選択、ＯＫボタンで確定してください。
③「時刻合わせ」画面が表示されます。設定したい項目を、戻るボタン　　進む
ボタン　　で選択し、静止画撮影ボタン　　と動画撮影ボタン　　で数値を変
更を繰り返し、日時を正しく表示してください。
④ＯＫボタンを押し、設定を確定してください。
　　　
■言 語〈メニューモードの表示言語を設定します。〉

■すべて削除〈ＳＤカードに保存されているデータを、全て削除することができます。〉

■自動電源オフ〈自動電源オフの設定とその時間を設定できます。〉

①プレビューモードでＯＫボタンを押し、メニューモードを表示してください。
②「言語」を選択、ＯＫボタンで確定してください。
③任意の言語を選択し、ＯＫボタンで確定してください。
　　　　　

①プレビューモードでＯＫボタンを押し、メニューモードを表示してください。
②「すべて削除」を選択、ＯＫボタンで確定してください。
③「すべて削除」画面が表示されます。
　「ＹＥＳ」を選択し、ＯＫボタンで確定してください。
　 ＳＤカードに保存されているデータが全て削除されます。
　　　　　

①プレビューモードでＯＫボタンを押し、メニューモードを表示してください。
②「自動電源オフ」を選択、ＯＫボタンで確定してください。
③「自動電源オフ」画面が表示されます。
　解除、もしくは任意の自動電源オフまでの時間（５・１０・１５・３０分）を選択
し、ＯＫボタンで確定してください。
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別売品をお求めの際は、本製品をご購入の販売店または発売元までご用命ください。

Ｃ-ＭＩＳ-３９１０Ｇ

品　番

φ３．９ｍｍ×１ｍ

仕　様 ケーブル
タイプ 画素数 解像度

（ｐｉｘｃｅｌ）

約２０～５０

Ｃ-ＭＩＳ-３９２０Ｇ φ３．９ｍｍ×２ｍ ソフトチューブ
Ｃ-ＭＩＳ-３９３０Ｇ φ３．９ｍｍ×３ｍ

３０万 ６４０×４８０
Ｃ-ＭＩＳ-５５１０Ｇ φ５．５ｍｍ×１ｍ
Ｃ-ＭＩＳ-５５２０Ｇ φ５．５ｍｍ×２ｍ
Ｃ-ＭＩＳ-５５３０Ｇ φ５．５ｍｍ×３ｍ

セミハードチューブ

焦点深度
（ｍｍ）

E171-K1 1901

■別売品について

●正常に作動しない場合や、不明な点がございましたらお買い上げの販売店または、
　発売元までご連絡ください。
●お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、
　対応ができない場合がありますのでご了承ください。

■修理の際は

●ＭＩＳ用オプションカメラ
本製品対応のオプションカメラ単品（ＩＰ６６相当）
■材質　φ３．９モデル：プラスチックケーブル
　　　　　φ５．５モデル：ステンレスケーブル
■特長　φ３．９モデル：細径のしなやかなケーブルで、狭い箇所の観察に最適です。
　　　　　φ５．５モデル：高剛性のステンレスケーブルにより、厳しい環境に適しています。

ＳＶ-ＭＩＳ-３５Ｇ
品　番

約３５° 約７０°
約２ｇ

ＳＶ-ＭＩＳ-６０Ｇ 約６０° 約１２０°

ミラーの傾き 視野方向 質　量

●ＭＩＳ用側視アダプタ
本製品対応の側視アダプタ
■材質　銅・メッキ仕上（ミラー以外）
■特長　φ５．５カメラの先端に取り付けることで、視野方向を変えることができます。

Ｂ-ＭＩＳ-３７Ｇ
品　番

ＤＣ３．７Ｖ １，８８０ｍＡｈ 約４２ｇ
定格電圧 定格容量 質　量

●ＭＩＳ用リチウムイオン電池
本製品対応の交換用リチウムイオン電池
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