
 各部各部各部各部のののの名称名称名称名称とととと入組明細入組明細入組明細入組明細    

ワイヤレスカメラワイヤレスカメラワイヤレスカメラワイヤレスカメラ    

取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書 

L-840    
このたびはホーザン Ｌ-８４０ ワイヤレスカメラ をお買い上げいただき、まことにありがとうござ
います。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあ
とも大切に保管してください。 

モニターとして、ｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈ またはＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰ以上のＯＳをインス
トールしたコンピューターが必要です｡ 
ｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈ はＡｐｐｌｅ社の商標です。Ｗｉｎｄｏｗｓはマイクロソフト社の商標です。  

カメラボタン 

１１１１    

電池ボックス 

レンズ着脱 
ボタン 

インジケーター 
ＬＥＤ 

三脚ネジ穴 

ライトスイッチ 

電源スイッチ 

底面底面底面底面    

正面正面正面正面    

側面側面側面側面    

Ｃマウントアダプター キャップ 

付属品付属品付属品付属品    

単３アルカリ電池（ＬＲ６）×３ 

本製品にはレンズは付属しておりません。 
Ｌ-８３０-１顕微鏡アダプターや専用オプションのレンズ
ユニット（１０ページ参照）などを取り付けてご使用くださ
い。  

本製品にはソフトウェアは付属しておりません。ダウンロー
ド版のみとなります。 
Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ またはホーザンＷｅｂページから専用ソフト
ウェアをダウンロードしてください。 



    注意文注意文注意文注意文のののの警告警告警告警告マークについてマークについてマークについてマークについて    

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。 

  警告 警告 警告 警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意 

  注意 注意 注意 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意 

なお、注意  注意  注意  注意  として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大

な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。 

    ごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意    

本機は ｉＯＳ製品およびＷｉｎｄｏｗｓ搭載ＰＣへ映像を供給するカメラです。この目的以外に
使用しないでください。 

１．本機を分解、改造しないでください。火災や感電、故障の原因になります。お手入れ時 
    で部品の取り外しや取り付けなどが必要な場合は取扱説明書の指示に従ってください。    

２．煙が出ている、異常に熱い、におい・異常な音がするときなどは使うのをやめてスイッチ 
    を切り、電池を抜いてください。火災・感電につながります。 

３．内部に水や異物が入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめてスイッチ 
    を切り電池を抜いてください。火災、感電につながります。 

 警告警告警告警告    

２２２２    

    仕仕仕仕    様様様様 

本体部本体部本体部本体部    ｉＯＳｉＯＳｉＯＳｉＯＳ用用用用アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション    

ＡｉｒＭｉｃｒｏ 

キャプチャーボタン（本体、ソフト） 

マニュアル 

基本アプリ 

キャプチャー 

明るさ 

その他調整 

オート 

ＩＥＥＥ ８０２.１１ｂ （Ａｄ ｈｏｃ ｍｏｄｅ） 無 線 規 格 

映 像 素 子 

消 費 電 力 

外 形 寸 法 

重    量 

使用温度 

使用湿度 

１/４” ５メガピクセルカラーＣＭＯＳ 

（照明ＯＮ時）２.５Ｗ 

４６（Ｗ）×１５３（Ｈ）×４３（Ｄ）ｍｍ 

約１３０ｇ 

０～４０℃ 

７０％ＲＨ以下で結露がないこと 

電    源 単３アルカリ電池（ＬＲ６）×３ 

表示速度 ＱＶＧＡ約１５ｆｐｓ 

連続動作 
時間 

アルカリ電池：約２時間 

Ｎｉ-ＭＨ電池：約３時間 ＰＣＰＣＰＣＰＣのののの推奨動作環境推奨動作環境推奨動作環境推奨動作環境    

ＯＳ 

専用ソフト（ダウンロード版のみ） 

Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ/Ｖｉｓｔａ/７/８ 
※Ｗｉｎｄｏｗｓ ８.１には対応しておりません。 

Ｐｅｎｔｉｕｍ４  ２ＧＨｚ以上 

２ＧＢ以上 

１０２４×７６８解像度以上 

ソフト 

ＣＰＵ 

メインメモリ 

モニター 

１ＧＢ以上の空き容量 

２５６ＭＢ以上 

■ ＰＣとの接続時にはファイアウォールを無効化 
   する必要があります。 

その他 Ｗｉ-Ｆｉ 受信可能なデバイス 

Ｌ-８４０には個々に固有のＩＰアドレスが割り振られており、変更することはできません。同
じＩＰアドレスの機器が存在するとエラーが発生する恐れがあります。社内システム環境に
てドメイン管理を行っている場合、システム管理責任者にご相談ください。 
また、Ｌ-８４０を２台以上ご使用の場合もＩＰアドレスが重複する可能性があります。同じＩＰ
アドレスを持つ製品が出荷された場合には交換対応いたします。 



３３３３    

    ごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意    

１．高温になるところに放置しないでください。とくに真夏の車内、車のトランクの中は想像 
    以上に高温（約６０℃以上）になります。本機や電池などを絶対に放置しないでくださ 
    い。熱で外装ケースが変形し内部部品が破損すると火災や感電の恐れがあります。 

２．お手入れの際や長時間使わないときは電池を抜いてください。誤って内部に触れると 
    感電する恐れがあります。また通電状態で放置、保管すると絶縁劣化、漏電などによ 
    り火災につながる恐れがあります。 

３．飛行機内で使うときは航空会社の指示に従ってください。本機が出す電磁波などによ 
    り飛行機の計器に影響を及ぼす恐れがあります。病院などで使うときも病院の指示に 
    従ってください。 

４．本機の上に重い物を置いたり、乗ったりしないでください。重量で外装ケースが変形し 
    内部部品が破損すると、火災、故障につながります。 

５．使用中は本機の上に布などをかぶせないでください。熱で外装ケースが変形し内部 
    が発熱すると、火災、故障につながります。 

６．レンズを太陽や強い光源に向けたままにしないでください。集光により内部部品が破損 
    し火災につながります。 

７．油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところや、振動が激しいところでは使わないでくだ 
    さい。水やほこりが入り、振動などで内部部品が損傷すると火災につながります。 

８．長時間使用しないときは、必ず電池を外してください。入れたままにしておくと本機の 
    電源が切れていても、絶えず小電流が流れています。これをそのままにしておくと乾電 
    池はなくなり、充電池は過放電になり充電しても使用できなくなる恐れがあります。また 
    乾電池が液漏れし、本機を破損させる恐れもあります。長時間放置すると自己放電し 
    ていることがありますので、お使いになる前に乾電池を交換するか、充電池を再度充 
    電してから使用してください。 

９．結露が発生した場合は電源を切り、１時間ほどほどそのままにしておいてください。 
    周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。 

０．電波法の関係により、使用できない国があります。海外持ち出し時はご注意ください。 

０．本製品をご使用中に起きた損失・損害・トラブルについて、当社は一切の責任を負い 
    ません。あらかじめご了承ください。 
11 

10 

 注意注意注意注意    

４．内部に金属物や燃えやすいものなどを入れないでください。火災、感電、故障につな 
    がります。 

５．高精度な制御機器や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。 
    電子機器（身に着けている医療用電子機器等）の誤作動の原因になる恐れがありま 
    す。 

６．濡れた手で電池を抜き差ししないでください。感電につながります。必ず乾いた手で取 
    り扱ってください。 

７．水をかけたり、濡らしたりしないでください。内部に水が入ると火災や感電、故障につな 
    がります。雨天、降雪中、海岸、水辺など水がかかりやすいところで使うときは、濡らさ 
    ないようにご注意ください。 

 警告警告警告警告    



４４４４    

    準準準準    備備備備 

電池はー側から入れるようにしてください 

古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。 

● 

● 

 注意注意注意注意    

電池電池電池電池をををを入入入入れるれるれるれる    

電池ボックスのフタをスライドさせて開き、極性に注意して単三電池を３本入れます。 

アルカリ電池、充電
池が使用できます
が、充電池のほうが
長く使えます。 

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア））））のののの準備準備準備準備    

ｉＰｈｏｎｅ または ｉＰａｄ にアプリケーションをインストールします。 
ＡｉｒＭｉｃｒｏ バージョン１.４ 以降を使います。 
ｉＰｈｏｎｅ用は、ＡｉｒＭｉｃｒｏを使用してください。 
ｉＰａｄ用は、ＡｉｒＭｉｃｒｏＰａｄ または ＡｉｒＭｉｃｒｏ どちらも使用できます。 

ＡｐｐＳｔｏｒｅ からアプリケーションをダウンロードします。ＡｐｐＳｔｏｒｅに接続し「Ｓｃａｌａｒ」を検
索します。ｉＰｈｏｎｅ用、ｉＰａｄ用それぞれのＡｉｒＭｉｃｒｏが表示されますので選択し、お持ちの 
ｉＰｈｏｎｅ または ｉＰａｄ にインストールしてください。詳しい手順は、ｉＰｈｏｎｅ または ｉＰａｄ の
取扱説明書をお読みください。 

ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０のののの電源電源電源電源をををを入入入入れるれるれるれる    

電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。 
インジケーターＬＥＤが点灯します。 

電池電圧が低下すると電源が切れます。継続して使用される場合は新しい電池に交換
（充電池の場合は充電）してください。 

［［［［    ｉＯＳｉＯＳｉＯＳｉＯＳ製品製品製品製品にてごにてごにてごにてご使用使用使用使用のののの場合場合場合場合    ］］］］    

［［［［    ＰＣＰＣＰＣＰＣにてごにてごにてごにてご使用使用使用使用のののの場合場合場合場合    ］］］］    

ソフトウェアのインストールを行います。 
下記ホーザンＷｅｂページの「ソフトウェアダウンロード」より、専用ソフトウェアをダウンロードし
てください。 
       <  http://www.hozan.co.jp/  > 

次にＷｉ-Ｆｉの設定を行います。 
ｉＯＳにてご使用の場合は５ページ、 
ＰＣにてご使用の場合は６ページをご覧ください。 



※上位桁が０の場合  

    ０を省いて入力します。 
           例  ００５  →  ５ 
                 ０１２  → １２ 

５５５５    

    ＷｉＷｉＷｉＷｉ‐‐‐‐ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定設定設定設定    

１１１１ ｉＯＳ製品のホーム画面から、設定の 

アイコンを押して  

「Ｗｉ‐Ｆｉ 」を選択します。 

２２２２ Ｗｉ‐Ｆｉ が「オフ」の場合は「オン」にします。 

３３３３ ワイヤレスネットワークを選択のメニューで、 

ＡｉｒＭｉｃｒｏ＊＊＊を選択します。 

お使いのＬ-８４０のＳＳＩＤが入ります。 
（ＳＳＩＤはＬ-８４０底面に表示されています。） 

右側の     を押します。 

４４４４ 静的にし、ＩＰアドレスを設定します。 
・ＩＰアドレスに１９２．１６８．ＸＸＸとＹＹＹ を入力します。 
  ＸＸＸは、ＩＰのＸＸＸの数値（１～３桁）を入力してください。 

・ＹＹＹは、２～２５４までの任意の数値（上位桁の０は不可） 
   を入力します（例：接続する機器が１台であれば“２”を）。 
  注意：ＹＹＹの数値は、Ｌ-８４０への他の接続機器が近くに 
           ある場合、重複しないようにします。 

５５５５ 
ホームボタンを押してホーム画面に戻ります。 

アプリケーションの使用方法は、１４～１６ページをご覧ください。 

６６６６ 
ＡｉｒＭｉｃｒｏを起動します。 

［［［［    ｉＯＳｉＯＳｉＯＳｉＯＳ製品製品製品製品にてごにてごにてごにてご使用使用使用使用のののの場合場合場合場合    ］］］］    

サブネットマスクに ２５５．２５５．２５５．０を入力します。 

７７７７ 

ＷｉＷｉＷｉＷｉ-ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定可否設定可否設定可否設定可否はシステムはシステムはシステムはシステム管理者管理者管理者管理者にごにごにごにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください    

製品底面の表示   



６６６６    

    ＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定設定設定設定 

環境設定環境設定環境設定環境設定    

ワイヤレスネットワークの設定を行います。 

ワイヤレスネットワークの設定として、 

  ①ＳＳＩＤを選択して接続 

  ②固定ＩＰアドレスの設定   が必要です。 

［［［［    ＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓ搭載搭載搭載搭載ＰＣＰＣＰＣＰＣにてごにてごにてごにてご使用使用使用使用のののの場合場合場合場合    ］］］］    

お使いのＰＣが無線ＬＡＮ環境にない場合は、 
無線ＬＡＮ環境を整えてください。 

ＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓ７７７７のののの場合場合場合場合    

コントロールパネル（カテゴリ表示） → ネットワークの状態とタスクの表示 → 
関連項目（Ｗｉｎｄｏｗｓファイヤーウォール） → Ｗｉｎｄｏｗｓファイヤーウォールの有
効化または無効化により設定を呼び出すことができます。 

ＶｉｓｔａＶｉｓｔａＶｉｓｔａＶｉｓｔａのののの場合場合場合場合    

コントロールパネル（クラシック表示） → Ｗｉｎｄｏｗｓファイヤーウォール → 設定変
更により設定を呼び出すことができます。 

ＸＰＸＰＸＰＸＰのののの場合場合場合場合    

コントロールパネル → Ｗｉｎｄｏｗｓファイヤーウォール により設定を呼び出すことが
できます。 

ファイアウォールのファイアウォールのファイアウォールのファイアウォールの無効化無効化無効化無効化    

Ｌ-８４０ をＷｉ-Ｆｉ経由でＰＣと接続する際、ファイアウォールを無効化する必要がありま
す。 

ファイアウォールファイアウォールファイアウォールファイアウォール無効化可否無効化可否無効化可否無効化可否ははははＰＣＰＣＰＣＰＣのシステムのシステムのシステムのシステム管理者管理者管理者管理者にごにごにごにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください    



７７７７    

    ＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定設定設定設定 

１１１１ ＳＳＩＤを選択して接続 
・ コントロールパネル（カテゴリ表示） →  

   ネットワークの状態とタスクの表示を選択します。 

・ ネットワーク設定の変更から「ネットワークに接続」 
   を選択します。 

・ 現れるダイアログで目的の ＡｉｒＭｉｃｒｏ のＳＳＩＤを選択し 
   接続ボタンにより接続します。 

ＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓＷｉｎｄｏｗｓ７７７７のののの場合場合場合場合    

ＷｉＷｉＷｉＷｉ-ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定可否設定可否設定可否設定可否ははははＰＣＰＣＰＣＰＣのシステムのシステムのシステムのシステム管理者管理者管理者管理者にごにごにごにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください    

サブネットマスクに２５５．２５５．２５５．０を入力します ３３３３ 

２２２２ 固定ＩＰアドレスの設定 

・ コントロールパネル（カテゴリ表示） →  

   ネットワークの状態とタスクの表示を選択します。 

・ 左側のタスクに現れる 

   「アダプタの設定の変更」を選択します。 

・ 「ネットワーク接続」ダイアログで 

   ・ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを 

    選択し右クリックし  ポップアップメニューから 

    「プロパティ」を選択します。 

・ 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」から 

   インターネットプロトコルバージョン４（ＴＣＰ/ＩＰｖ４） 

   を選択しプロパティボタンをクリックします。 

・ 「インターネットプロトコルバージョン４（ＴＣＰ/ＩＰｖ４） 

   のプロパティ」のダイアログで「次のＩＰアドレスを使う」 
   を選択し、ＩＰアドレスを入力します。 

ＩＰアドレスには、製品底面に表示されている 

１９２.１６８.ＸＸＸ と ＹＹＹ を入力します。 

  ※ＸＸＸの上位桁が０の場合 ０を省いて入力 

      します。                         例  ００５  →  ５ 
                                                ０１２  → １２ 
ＹＹＹは、２～２５４までの任意の数値（上位桁の０は不可） 
を入力します（例：接続する機器が１台であれば“２”を）。 
注意： ＹＹＹの数値は、Ｌ-８４０への他の接続機器が近く 
          にある場合、重複しないようにします。 

▲
 

製品底面の表示   



８８８８    

    ＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定設定設定設定 

１１１１ ＳＳＩＤを選択して接続 

・ コントロールパネル（クラシック表示） →  

   ネットワークと共有センターを選択します。 

・ 左側のタスクに現れる「ネットワークに接続」 
   を選択します。 

・ 「ネットワーク接続」ダイアログで目的の  

   ＡｉｒＭｉｃｒｏ のＳＳＩＤを選択し、 
   右下の接続ボタンにより接続します。 

ＶｉｓｔａＶｉｓｔａＶｉｓｔａＶｉｓｔａのののの場合場合場合場合    

サブネットマスクに２５５．２５５．２５５．０を入力します ３３３３ 

２２２２ 固定ＩＰアドレスの設定 

・ コントロールパネル（クラシック表示） →  

   ネットワークと共有センターを選択します。 

・ 左側のタスクに現れる 

   「ネットワークの管理」を選択します。 

・ 「ネットワーク接続」ダイアログで 

   ・ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを 

    選択し右クリックし  ポップアップメニューから 

    「プロパティ」を選択します。 

・ 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」から 

   インターネットプロトコルバージョン４（ＴＣＰ/ＩＰｖ４） 

   を選択しプロパティボタンをクリックします。 

・ 「インターネットプロトコルバージョン４（ＴＣＰ/ＩＰｖ４） 

   のプロパティ」のダイアログで「次のＩＰアドレスを使う」 
   を選択し、ＩＰアドレスを入力します。 

ＩＰアドレスには、製品底面に表示されている 

１９２.１６８.ＸＸＸ と ＹＹＹ を入力します。 

  ※ＸＸＸの上位桁が０の場合 ０を省いて入力 

      します。                         例  ００５  →  ５ 
                                                ０１２  → １２ 
ＹＹＹは、２～２５４までの任意の数値（上位桁の０は不可） 
を入力します（例：接続する機器が１台であれば“２”を）。 
注意： ＹＹＹの数値は、Ｌ-８４０への他の接続機器が近く 
          にある場合、重複しないようにします。 

▲
 

製品底面の表示   



９９９９    

    ＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの設定設定設定設定 

１１１１ ＳＳＩＤを選択して接続 

・ コントロールパネル（クラシック表示） →  

   ネットワーク接続のダイアログを表示し 
    ワイヤレスネットワーク接続のアイコン 
    を選択します。 

・ 左側のネットワークタスクに現れる 
   「利用できるワイヤレスネットワークの 
   表示」を選択します。 
・ 「ワイヤレスネットワーク接続」ダイア 
   ログで目的の ＡｉｒＭｉｃｒｏ のＳＳＩＤを選 
   択し、右下の接続ボタンにより接続します。 

ＸＰＸＰＸＰＸＰのののの場合場合場合場合    

サブネットマスクに２５５．２５５．２５５．０を入力します ３３３３ 

ＩＰアドレスには、製品底面に表示されている 

１９２.１６８.ＸＸＸ と ＹＹＹ を入力します。 

  ※ＸＸＸの上位桁が０の場合 ０を省いて入力 

      します。                         例  ００５  →  ５ 
                                                ０１２  → １２ 
ＹＹＹは、２～２５４までの任意の数値（上位桁の０は不可） 
を入力します（例：接続する機器が１台であれば“２”を）。 
注意： ＹＹＹの数値は、Ｌ-８４０への他の接続機器が近く 
          にある場合、重複しないようにします。 

▲
 

２２２２ 固定ＩＰアドレスの設定 

・ コントロールパネル（クラシック表示） →  

   ネットワーク接続のダイアログを表示します。 

・ ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを 

   選択し右クリックしポップアップメニューから 

   「プロパティ」を選択します。 

・ 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」から 

   インターネットプロトコル（ＴＣＰ/ＩＰ）を選択し 

   プロパティボタンをクリックします。 

・ 「インターネットプロトコル（ＴＣＰ/ＩＰ）のプロパティ」 
   のダイアログで「次のＩＰアドレスを使う」を選択し、 

   ＩＰアドレスとサブネットアドレスを入力します。 

製品底面の表示   



１０１０１０１０    

    オプションオプションオプションオプション 

ＬＬＬＬ----８３０８３０８３０８３０----１１１１        顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡アダプターアダプターアダプターアダプター    

Ｌ-８４０専用レンズ。ＬＥＤ照明付。 
Ｌ-８４０-１ レンズユニット（×３０）のＬＥＤ
照明は反射/無反射切替となっており、対
象物にＬＥＤの輝点を反射させることなく検
視することができます。 

ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----１１１１        レンズユニットレンズユニットレンズユニットレンズユニット（（（（３０３０３０３０××××））））    
ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----２２２２        レンズユニットレンズユニットレンズユニットレンズユニット（（（（５０５０５０５０××××））））    
ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----３３３３        レンズユニットレンズユニットレンズユニットレンズユニット（（（（拡大拡大拡大拡大なしなしなしなし））））    

ＬＬＬＬ----５１５１５１５１組み合わせ例 

顕微鏡に装着することで、対象物を１２８０×９６０ピクセル
の高画質で撮影、ｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈ、Ｗｉｎｄｏｗｓ
搭載ＰＣに保存できます。 

ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----１１１１    ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----２２２２    ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----３３３３    

Ｌ-８４０にはレンズが付属しておりません。下記のようにオプション品と組み合わせて使用し
ます。 

ＬＬＬＬ----８１４８１４８１４８１４        ズームレンズズームレンズズームレンズズームレンズ    

装着することで、高解像度のズームカメラとして使用できま

す。Ｌ-８４０-１/２/３より高倍率での検視を行え、撮影した

データはｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈ、Ｗｉｎｄｏｗｓ搭載ＰＣ

に保存できます。 

組み合わせ例 



１１１１１１１１    

    オプションオプションオプションオプション 

ＣＣＣＣマウントアダプターのマウントアダプターのマウントアダプターのマウントアダプターの使用使用使用使用    

Ｌ-８３０-１など、Ｃマウント対応の製品を使用する場合
は、Ｃマウントアダプターを使用します。 

取り付ける製品をＣマウントアダプターのネジ部に取り付
けます（Ｃマウントキャップを外してください）。 

Ｃマウントアダプターを取り外すときは、レンズリリースボ
タンを押しながら反時計方向に回します。 

Ｃマウントレンズを外している状態では撮像面にゴミが
付着する恐れがありますので、ご使用時以外はＣマウ
ントキャップを取り付けて保管ください。 

ＬＬＬＬ----８４０８４０８４０８４０----１１１１////２２２２////３３３３        レンズユニットレンズユニットレンズユニットレンズユニット            

レンズは別売りです。 

Ｌ-８４０のＣマウントアダプターを外します。
レンズ側の突起を本体側の突起に合わせ、
レンズを押し付けながらカチッと音がして止
まるまで時計方向に回します。 

取り外すときは、レンズリリースボタンを押し
ながらレンズを反時計方向に回します。 

取取取取りりりり付付付付けけけけ方方方方    

ＬＬＬＬ----８３０８３０８３０８３０----１１１１        顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡アダプターアダプターアダプターアダプター    

ＣマウントアダプターのＣマウント部分にＬ-８３０-１のＣマ
ウントを挿入します。 

取り付けたＬ-８３０-１を顕微鏡鏡筒へ挿入します。 

取り外すときはＣマウントアダプターを手で固定しながら 

Ｌ-８３０-１を取り外します。 

突起 

レンズリリース
ボタン 

Ｃマウントアダプター 

ハンドセットからレンズユニットを取り外したときにＣＭＯＳ
部が露出しますが、ＣＭＯＳ部には触れないでください。
ＣＭＯＳ部が破損する恐れがあります。 

 注意注意注意注意    

ＣＭＯＳ 

Ｌ-８３０-１ 

突起 

Ｃマウントアダプター 

Ｃマウント 
キャップを 
外す 



１２１２１２１２    

    撮撮撮撮    影影影影 

１１１１ カメラボタンを押すと、高解像度（１２８０×９６０ピクセル）の
写真が保存されます。 

ｉＯＳ製品であればｉＰｈｏｎｅ等の内蔵カメラで撮った写真と
同じ場所に保存されます。 

Ｗｉｎｄｏｗｓ搭載ＰＣであればデスクトップに保存されます。
また、ソフトウェアの「ＳａｖｅＦｏｌｄｅｒボタン」から保存先を変
更できます（１５ページＰＣ用ソフトウェアの操作」参照）。 

カメラボタン 

２２２２ ｉＰｈｏｎｅ等の画面上のＬｉｖｅＶｉｅｗ-Ｃａｐｔｕｒｅをタッチする
と、ｉＰｈｏｎｅ等にＣＡＰTUREの黒文字と音が出て、ＱＶＧA
（３２０×２４０ピクセル）の写真が保存されます。 
ｉＰｈｏｎｅ等の内蔵カメラで撮った写真と同じ場所に保存さ
れます。 

ホワイトバランスホワイトバランスホワイトバランスホワイトバランス    

より自然な色調でご覧いただくために、ご使用の前にホワイトバランスを設定してください。 

カメラボタンを押したまま電源を入れます。インジケーターＬＥＤが点滅し、ホワイトバ
ランスを取っている状態になります。カメラボタンはまだ押し続けてください。 

１１１１ 

白か灰色の光沢のないものを映し、映像が白や灰色であることを確認します。 ２２２２    
白か灰色のものが画面を占めている状態のまま、カメラボタンを離します。これでホワ
イトバランスが固定されます。 
電源を切ってもホワイトバランスは保持されます。 

３３３３    

静止画撮影静止画撮影静止画撮影静止画撮影    

動画動画動画動画（（（（ライブビューライブビューライブビューライブビュー））））    

ＱＶＧＡ（３２０×２４０ピクセル）画質でＷｉ‐Ｆｉ 接続した機器に動画を映すことができます。

(録画はできません。) 

最大２５３台まで同時に接続できます。 

    カメラカメラカメラカメラ（（（（本体本体本体本体））））のののの設定設定設定設定 

ｉＯＳｉＯＳｉＯＳｉＯＳ製品製品製品製品をををを使用使用使用使用されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様へへへへ    

ｉＯＳ６をインストールされている場合、アプリケーションの「写真フォルダ」へのアクセスを許
可するかどうかの確認画面が現れます。 
「アクセスを許可しない」を選択されますと以後アプリケーションでは「写真フォルダ」に静
止画を保存できなくなります。 
必ず「アクセスを許可する」を選択してください。    

※「アクセスを許可しない」を選択された場合 
    ｉＯＳ製品の「設定」 → 「プライバシー」の中の「写真」を選択し、 
    ＡｉｒＭｉｃｒｏの写真へのアクセスを「オン」に設定してください。 



フォーカシングガイドを反時計方向にカチッと止まるまで回
転させるとタッチアンドビューポジションになります。タッチア
ンドビューポジションでは、フォーカシングガイドの先端ちょう
どのところがピント位置になります。フォーカシングガイドを対
象物に押し当てると即ピントが得られるので、平面の検視に
便利です。 

 
 
 
 
フォーカスガイドを時計方向に回転させながら押し込むとノ
ンコンタクトポジションになります。ノンコンタクトポジションで
は、ピント位置から引いたところにフォーカシングガイドの先
端がきますので、凹凸の激しい、あるいは接触を避けたい対
象物の検視に適します。 

ピント位置 

ノンコンタクトポジションノンコンタクトポジションノンコンタクトポジションノンコンタクトポジション    

ピント位置 

タッチアンドビューポジションタッチアンドビューポジションタッチアンドビューポジションタッチアンドビューポジション    

フォーカシングポジションのフォーカシングポジションのフォーカシングポジションのフォーカシングポジションの選択選択選択選択    

ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤのののの点灯点灯点灯点灯・・・・消灯消灯消灯消灯    

被写体の明るさが十分でない場合はライトスイッチをライトＢ
にスライドさせ、ＬＥＤ を点灯します。 

Ｌ-８４０-１ レンズユニット（３０×）についてはライトＡ（無反
射仕様）も点灯します。切り替えることで、対象物にＬＥＤの

輝点を映さずに検視することができます。状況により切り替
えてください。 

Ａ、Ｂの中間位置で消灯します。 

ライト Ａ 

ライトオフ 

ライト Ｂ 

１３１３１３１３    

    カメラカメラカメラカメラ（（（（本体本体本体本体））））のののの設定設定設定設定 

ＬＬＬＬ-８４０８４０８４０８４０-１１１１/２２２２/３３３３使用使用使用使用のののの場合場合場合場合    



画面画面画面画面のののの回転設定回転設定回転設定回転設定    

ホーム画面から「設定」のアイコンをタッチし、「ＡｉｒＭｉｃｒｏ」をタッチします。 
「Ｒｏｔａｔｅ Ｍｏｄｅ」をタッチして、［Ｆｒｅｅ］［Ｌｏｃｋ Ａ］［Ｌｏｃｋ Ｂ］ から選びます。 
［Ｆｒｅｅ］ は、ｉＰｈｏｎｅ等の天とカメラ画像の天を合わせて表示します。 
［Ｌｏｃｋ Ａ］は、ｉＰｈｏｎｅ等のホームボタンを右にして持ったとき、天が合います。 
［Ｌｏｃｋ Ｂ］は、ｉＰｈｏｎｅ等のホームボタンを左にして持ったとき、天が合います 

設定は、アプリケーションの次回起動時から有効です。 

Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅからダウンロードしてください。 

ｉＯＳ用アプリケーションを起動すると次のような画面が現れます。 
各ボタンの機能を説明します。 

１４１４１４１４    

    アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア））））のののの設定設定設定設定 

ｉＯＳｉＯＳｉＯＳｉＯＳ用用用用アプリケーションのアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションの操作操作操作操作  ※※※※ｉＯＳｉＯＳｉＯＳｉＯＳ製品製品製品製品ではアプリケーションのではアプリケーションのではアプリケーションのではアプリケーションの機能機能機能機能にににに制限制限制限制限がありますがありますがありますがあります。。。。    

Ｌ-８４０-１/２を使用の場合、 
タッチすることでレンズに合ったス
ケールを表示できます。 
×３０、×５０から装着しているレンズ
と同じ倍率を選びます。 
その他のレンズには専用のスケール
はありません。（×１００、×２００、×
４００ は未発売のため使用しません） 

ＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒ    ボタンボタンボタンボタン    
横にスライドすることでクロスインジケーター
(スケール)を表示します。 

キャプチャーボタンキャプチャーボタンキャプチャーボタンキャプチャーボタン    
表示されている画像を取り込
みます。 

Ｂｌａｃｋ、Ｗｈｉｔｅ、Ｒｅｄからクロスインジケーター
の色を選びます。 
背景色により視認しやすい色を選んでください。  



ＰＣＰＣＰＣＰＣ用用用用ソフトウェアのソフトウェアのソフトウェアのソフトウェアの操作操作操作操作    

１５１５１５１５    

    アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア））））のののの設定設定設定設定 

ライブボタンライブボタンライブボタンライブボタン  Ｌｉｖｅ－Ｆｒｅｅｚｅを切り替えます。 
選択することで画面が固定されます。もう一度選択すると解
除されます。 
起動画面では、Ｌ-８４０本体のカメラボタン操作でもＬｉｖｅ- 
Ｆｒｅｅｚｅを切り替えることができます。また、ボタンを長押し 
することで静止画を取り込むことができます。 

キャプチャーボタンキャプチャーボタンキャプチャーボタンキャプチャーボタン    
表示されている画像 
を取り込みます。 

サイズサイズサイズサイズ変更変更変更変更ボタンボタンボタンボタン    
表示サイズを切り
替えます。 

ＥＸＩＴＥＸＩＴＥＸＩＴＥＸＩＴボタンボタンボタンボタン    
プログラムを終了します。 

タイトルバーボタンタイトルバーボタンタイトルバーボタンタイトルバーボタン    
チェックをつけることで
ウインドウにタイトル
バーを付加します。 
タイトルバーを使って
ウインドウを移動しま
す。 ＦｉｔＷｉｎｄｏｗは、

入力された画像
サイズにかかわら
ず６４０×４８０の
解像度で表示し
ます。   

・ 

Ｆｕｌｌｓｃｒｅｅｎは、
全画面表示にし
ます。Ｅｓｃキーで
元に戻ります。   

・ 
ＳａｖｅＦｏｌｄｅｒＳａｖｅＦｏｌｄｅｒＳａｖｅＦｏｌｄｅｒＳａｖｅＦｏｌｄｅｒボタンボタンボタンボタン    
取り込んだ画像を保存する
フォルダーを指定します。 

ＤｅｌｅｔｅＩｍａｇｅＤｅｌｅｔｅＩｍａｇｅＤｅｌｅｔｅＩｍａｇｅＤｅｌｅｔｅＩｍａｇｅボタンボタンボタンボタン    
サムネール表示画像を
選択しているとき選択可
能になり選択した画像を
削除します。 

矢印矢印矢印矢印ボタンボタンボタンボタン（（（（右右右右・・・・左左左左））））    
サムネール画像をスクロールします。 

ＣｏｍｐＶｉｅｗＣｏｍｐＶｉｅｗＣｏｍｐＶｉｅｗＣｏｍｐＶｉｅｗボタンボタンボタンボタン    
ＣｏｍｐＶｉｅｗウインドウに切り替えます。 
フォルダに保存した画像を並べて比較
できます。 
サムネール画像を選択しているときに選
択可能になります。 

ＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒｒｒｒボタンボタンボタンボタン    
チェックをつけることで
クロスインジケーターを
表示します。 

ＣｏｍｐＦｏｌｄｅｒＣｏｍｐＦｏｌｄｅｒＣｏｍｐＦｏｌｄｅｒＣｏｍｐＦｏｌｄｅｒボタンボタンボタンボタン    
ＣｏｍｐＶｉｅｗウインドウの右側に表示す
る比較画像を読み込むフォルダーを指
定します。 

ＲＥＴＵＲＮＲＥＴＵＲＮＲＥＴＵＲＮＲＥＴＵＲＮボタンボタンボタンボタン    
起動画面に戻ります。 

矢印矢印矢印矢印ボタンボタンボタンボタン（（（（右右右右・・・・左左左左））））    
サムネール画像をスクロールします。 

ＣｏｍｐＶｉｅｗ画面では、起動
画面で選択されたサムネール
画像を左側に表示し、右側に
はＣｏｍｐＦｏｌｄｅｒボタンで指定し
たフォルダに保存された画像を
比較画像として表示します。 
比較画像はＣｏｍｐＶｉｅｗ画面
下のサムネール画像の選択を
切り替えることで変更できます。 

[ＣｏｍｐＶｉｅｗＣｏｍｐＶｉｅｗＣｏｍｐＶｉｅｗＣｏｍｐＶｉｅｗ]    

選択した画像 比較画像 

Ｌ-８４０で撮影した画像をサムネールから選択し、ＣｏｍｐＶｉｅｗボタンを選択すると下記

のウインドウ「ＣｏｍｐＶｉｅｗ」が現れます。 

ホーザンＷｅｂページの「ソフトウェアダウンロード」より、専用ソフトウェアをダウンロードしてく
ださい。     <  http://www.hozan.co.jp/  > 
ＰＣ用ソフトウェアを起動すると次のようなウインドウ「起動画面」が現れます。 
各ボタンの機能を説明します。 



１６１６１６１６    

    アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア））））のののの設定設定設定設定 

ＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒにチェックをつけることで画面上にクロスインジケーター（スケール）を表
示することができます。 

プルダウンメニューの×３０、×５０から装着しているレンズ
と同じ倍率を選びます。 
その他のレンズには専用のスケールはありません。 
（×１００、×２００、×４００は未発売のため使用しません） 

チェックをつけることで
クロスインジケーター
を表示します。 

プルダウンメニューの
Ｂｌａｃｋ、Ｗｈｉｔｅ、Ｒｅｄ
からクロスインジケー
ターの色を選びます。 
背景色により視認しや
すい色を選んでくださ
い。 

Ｌ-８４０本体のボタンを押し下げて静止画をキャプチャー（撮影）するとサムネールに追加
されます。サムネール表示では、画像の解像度をサムネールの上に表示します。ただし、
以下の解像度については文字列で表示します。 
・ ３２０×２４０ → ＱＶＧＡ 
・ １２８０×９６０ → Ｑｕａｄ 

Ｌ-８４０本体部の汚れは、柔らかい布で空ぶきしてくださ
い。汚れが激しいときは、うすい中性洗剤溶液に浸した布で
ふいたのちに空ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アル
コールなどは表面の仕上げを傷めますので使用しないでくだ
さい。 

ＣＭＯＳイメージセンサーのホコリは開口部からブロアーでと
ばしてください。接触しないことをおすすめしますが、万一汚
れた場合は綿棒などを使って慎重にふき取ってください。 

レンズユニットのホコリはブロアーでふきとばしてください。指
紋や油類の汚れは、ＩＰＡ(イソプロピルアルコール)などを柔
らかい布にわずかに含ませて軽くふき取ります。  

    日常日常日常日常のおのおのおのお手入手入手入手入れれれれ 

[ＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒＣｒｏｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒ]    



１７１７１７１７    

    トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング    

・ 電池が消耗していませんか。単３アルカリ電池は連続使用約２時間でなくなります。 

■電源電源電源電源がががが入入入入らないらないらないらない（（（（インジケータがインジケータがインジケータがインジケータが点灯点灯点灯点灯しないしないしないしない）））） 

■■■■電源電源電源電源はははは入入入入っているがっているがっているがっているが映像映像映像映像がががが出出出出ないないないない    

・ レンズユニットのＬＥＤは点灯していますか。ライトスイッチは入っていますか。 

・ 電子レンジやその他電波を発するものの近くで使用すると、映像が停止する場合 
   があります。少し待っていただきますと復帰します。復帰しないときは、電波を発す 
   る機器を遠ざけてください。 

・ 本機と同じＩＰアドレスを使用しているＬ-８４０が近くにある場合があります。そのＬ- 
   ８４０の ＩＰアドレスを変更してください。 

・ ｉＰｈｏｎｅの ＩＰアドレスが重複している場合があります。そのときはｉＰｈｏｎｅの ＩＰアド 
   レスを変更してください。 

・ アプリケーションを完全に終了してからやり直してみてください。 
   アプリケーションを完全に終了する手順は、ｉＰｈｏｎｅまたはｉｐａｄの取扱説明書を 
   ご覧ください。 

・ Ｗｉ-Ｆｉの接続確認 
  Ｗｉ-ＦｉネットワークのＷｉ-Ｆｉを“オフ”にしてから“オン”にします。 
  Ｗｉ-Ｆｉネットワーク画面のネットワークを選択し、メニューで使用するＡｉｒＭｉｃｒｏｘｘｘ 
  を選択してください。（ＡｉｒＭｉｃｒｏの電源を切ったあと時間がたつと、自動的に別の 
  Ｗｉ-Ｆｉ機器が選択されます。） 

■■■■画像画像画像画像がががが不明瞭不明瞭不明瞭不明瞭    

・ 被写体の表面に光が反射する場合があります。レンズを向ける角度を変えてみて 
   ください。 

・ 被写体が暗い場合は、画面にざらざらしたノイズが出ることがあります。 

・ ＣＭＯＳイメージセンサーの表面が汚れている場合があります（→１６ページ）。 

・ レンズユニットのレンズ面が汚れている場合があります（→１６ページ）。 

・ ピントが合っていない場合があります。 

ユーザーユーザーユーザーユーザー登録登録登録登録はこちらからはこちらからはこちらからはこちらから 
ｈｔｔｐ：//．www.scalar.co. 

この製品のソフトウェア面のサポートはスカラスカラスカラスカラ株式会社株式会社株式会社株式会社がおこないます。バージョンアップ等
のご案内を行うための「ユーザー登録」をお願いしております。 

※ご登録にはメールアドレスが必要になります（携帯電話のメールアドレスは不可）。 
※ご登録いただいたお客様の情報が、上記以外の目的で使用されることは一切ありません。 

    製品製品製品製品サポートについてサポートについてサポートについてサポートについて    
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本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１-２-１２ 

       TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024 

補修部品については、ｗｅｂ上のパーツリストをご覧ください。 

ホーザン  通信販売 検索検索検索検索    通信販売もご利用いただけます。 


