
　取 扱 説 明 書　 保証書添付

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

●本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い

　  頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、

    保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

●保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを

   必ずお確かめください。

Ver①　18.10

商品名 : Bicycle 3Way Waterproof Drive Recorder

            3WAY防水ドライブレコーダー

型　 番 : BC3WAY-BK/WH/YW/RD
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警告「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

下記の問題が発生した場合は、すぐに使用を停止し、電池を
抜くこと。
煙が出たり、変なにおいがする場合。
内部に水や異物が入ってしまった場合。
本体を落としたり、破損した場合。
そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
内部に物を入れないこと。
火災や感電・故障の原因になります。
レンズを直射日光などに向けないこと。
集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因に
なります。
本体内部に水や液体を入れないこと。
水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になり
ます。
分解・改造をしないこと。
火災や感電の原因になります。

この度は当社製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく
お使いください。又、お読みになった後は、必ず保管してください。

はじめに■安全上のご注意

３

病院内や飛行機内で使用は、病院、航空会社の指示に従うこと。
本機の電磁波が計器類に影響する恐れがあります。
湿気や砂ほこりの多い所、湯気や油煙が直接あたるところでは、
使用しないこと。
火災や感電、故障の原因になります。
熱源の近くでは、使用しないこと。
火災や故障の原因になります。

●

●

●



精密機械ですので、落下や振動・衝撃を与えないこと。
記録や再生ができなくなります。
本機、バッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさ
ないこと。
内部のバッテリーは、高温になると、破裂することがあります。
ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子など
に座らないこと。
故障や破損の原因になります。

●

●

●

■操作上のご注意

４

・レンズ面に指紋などがついたときや、高温多湿の場所や海岸など塩
　の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズ
　の表面をきれいに拭いてください。
・本機のお手入れの際には、シンナーや科学洗剤を使用しないで
　下さい。液晶パネルや操作部の汚れや埃等は柔らかい布で取り
　 除いで下さい。

■レンズと本体のお手入れについて

■充電池について
・本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。充電池の
　液漏れ、発火により、大けがや火災の原因になります。
・充電池の充電が長時間経っても完了しない場合は、充電を中止して
　ください。充電池の液漏れ、発火により、大けがや火災の原因になり　
　ます。
・周囲の温度が低いと充電池の性能が一時的に低下するため、使用
　できる時間が短くなる場合があります。
・長時間ご使用になっている場合や充電中は本体が多少熱くなります
　が、故障ではありません。



・メモリーへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理等で破壊され
　たり消える恐れがあります。
・大切な記録内容は、予めバックアップすることをお勧めします。
・本製品は故障、当社指定以外の第三者による修理、その他の理由　
  により生じたデータの消失による損害および逸失利益等に関し、
  当社では一切その責任をおいかねますのでご了承ください。

■データ消失に関する注意事項

５

本機で撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無
断で使用できません。なお、実演や展示物などの中には、個人として楽しむな
どの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

■著作権について

本製品の端子カバーをしっかりと閉じた状態は、防水性能を有して
おります。雨や水しぶきのかかる場所でも使用できる仕様になってお
りますが、全ての状況での動作を保証するものではありません。
以下の点に、十分にご注意ください。
・温泉で使用しないでください。
・推奨動作温度0℃から40℃の水温でご使用ください。
・落下などの強い衝撃を与えた場合は、防水性能を保証しません。
・端子カバーのまわりのゴムパッキンは、防水機能を維持するための
 重要な部品です。汚れや傷がつかないようご注意ください。

・高温多湿の場所や炎天下に長時間放置しないでください。

・カメラが濡れた場合は、相談窓口にご相談ください。修理費用はお客

 様のご負担となります。

・万一防水端子カバーの不具合により水漏れ事故を起こした場合、

 カメラ、バッテリーなどの損害、記録内容、および撮影に要した費用な

 どの補償は責任を負いかねますのでご了承ください。

■防水性能について



　取 扱 説 明 書　 保証書添付
本体をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご

確認ください。

※イラストは実物と異なる場合があります。

本体 取扱説明書 充電用USB
ケーブル

■同梱品一覧

６

マウント1 マウント2 マウント3

マウント4 固定プレート ステッカー

時計バンド ピンセットバンド

16GBマイクロ
SDカード



７

■各部名称

1、RESETボタン
　　押すとリセットします。
2、マイク
3、VIDEOボタン
　　ボタンを押すとビデオを撮影します。
　　再度押すと撮影停止になります。
4、ブザー穴
5、PHOTOボタン
　　ボタンを押すと静止画を撮ります。
6、充電ランプ
　  充電中：赤ランプ　　フル充電：消灯　　　　　　
7、電源ランプ
　　電源オン：緑ランプ　　電源オフ：消灯
8、POWERボタン
　　長押すと電源オン/オフにします。
　　　　

1

3

本機未対応

5

6

本機未対応

2

7

8

4



１、マイクロSDカードと付属品
　　のピンセットを準備してください。

■マイクロＳＤカードをセットする

本製品には、撮影したファイルの保存のために、マイクロＳＤカード

が必要です。Class10または以上のメモリーカードを使用してくだ

さい。 初めて本製品を使用される場合は、メモリーカードをパソコン

でフォーマットしてください。

2、【RESET】ボタン下の端子
　　カバーを開きます。
※防水構造のため少しきつく感じ
　　られるかもしれません。
　　指の爪に十分に注意ください。

4、付属品のピンセットを使って、　
　　マイクロSDカードが「カチッ」
　　と小さな音がするまで奥まで
　　押してください。

3、図のようにマイクロＳＤ
　　カードのIC面を上にして
　　スロットに入れてください。

８



5、端子カバーを元通りに
　　しっかり閉めます。
  

端子カバーをしっかり閉めないと内部に水が入ります。

水の浸入による故障については保証対象外となります。

マイクロＳＤカード着脱は、必ず本製品の電源をオフにしてから
行ってください。電源がオンの状態で行うと、データの破損、
および本製品の故障の原因となります。

マイクロSDカードが認識されない場合は【VIDEO】ボタンを押し
ても緑ランプが点滅しないまたは本体が間接的にビビ音が
鳴ります。

※注意

・

・

・

1、本体の電源をオフにしてください。

2、【RESET】ボタン下の端子カバーを開けて、ピンセットで

    マイクロSDカードを押すと少し出てきますので、ピンセットで

    挟んで引き抜いてください。

■マイクロＳＤカードを取り出す

９



■電池を充電する

●最初にご使用になる際または電池残量が少なくなる場合は充電して
　ください。
1、付属品のUSBケーブルを取り出してください。

2、USBケーブルを本体底部の電源端子にセットしてください。
　　※本体底部にマグネットがあります。
  　　 方向が正しければUSBケーブルに
　　　 近づけると自動的にセットします。

3、USBケーブルの反対側をパソコンのUSB端子
　　に差し込むと本体が自動的に電源オンになり、
　　充電が始まります。電源オフするには、
　　【POWER】ボタンを長押ししてください。

4、充電中、充電ランプが赤く点灯します。
　　フル充電になりましたら、消灯します。

※使用中電池の残量が少なくなると充電ランプが早く点滅し、10秒後自動
　　的に電源オフになります。
※市販のUSBACアダプターを使用しての充電も可能です。
　（弊社では販売しておりません、ACアダプター仕様：AC100～240V 50/60Hz 　
　出力DC5Ｖ　1.5Ａ）
　

【POWER】ボタンを長押しすると、ビビ音が鳴り、電源ランプが緑に
点灯し、電源オンになります。

電源をオフするには、再度【POWER】ボタンを長押しして、電源
ランプが消灯します。
※電源オンにしてから約5分間動作しない場合は自動的に電源
　オフになります。

　　　　

■電源を入れる

１０

本体底部の電源端子



１１

■ビデオを撮影する

1、【POWER】ボタンを長押して、電源オンにします。

2、【VIDEO】ボタンを押すとビビ音がなり、緑ランプが点滅し、 
    撮影始まります。　　

3、ビデオ撮影停止するには、再度【VIDEO】ボタンを押します。

　

■静止画を撮る

1、【POWER】ボタンを長押して、電源オンにします。

2、【PHOTO】ボタンを押すとビビ音がなり、静止画を撮ります。

・マイクロSDカードが認識されない場合は【VIDEO】ボタンを押しても
  緑ランプが点滅しないまたは本体が間接的にビビ音が鳴ります。
・ビデオや静止画を撮影する場合、十分な光源がある環境で
　使用してください。レンズを直射日光などに向けないでください。

メモ
・ビデオ撮影中、【PHOTO】ボタンを押すと、画像をキャプチャー
 することができます。　
・記録方式：リサイクル録画

※注意：
・撮影した動画は１０分ごとにファイルを作成し保存します。メモリー
 カードがいっぱいになると、最初のファイルから上書きして録画しま
 す。残しておきたい大事なデータは随時パソコン等にバックアップ
  をしてください。
・１６GBメモリーカード保存可能枚数：　静止画：約10000枚、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動画：約100分間
　　　　　　　　　　　　　　　

メモ
静止画の画面に挿入する時間を設定するには、12ページに参照
してください。



■パソコンで撮影したファイルの確認

撮影したビデオや静止画の確認は本体からマイクロSDカードを
外してパソコンで確認してください。
1、本体からマイクロSDカードを取り外します。（9ページ参照）
2、マイクロSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込んで
　　ください。
3、以降はパソコン側で操作します。
　　自動的にリムーバブルディスク として開かない場合は、「マイ
　　コン ピュータ」からリムーバブルディスクを選択して開いてくだ
　　さい。
4、開いたリムーバブルディスクのフォルダー内に【DCIM】と
　　【TIMERESET】のファイルがあります。
5、【DCIM】のファイルを開いて、撮影した静止画やビデオを確認や
　　コピーなどの操作をしてください。
　　
　　

1、リムーバブルディスク内の【TIMERESET】のTXTファイルを
　　開いてください。
2、年月日時分秒をYYYYMMDDHHMMSSYの形式に現在の
　　時間を入れて保存します。
　　例：20171005181905Y　　　必ず15桁数を入力してください。
3、マイクロSDカードを本体に入れて撮影します。

※新しいマイクロSDカードを交換すると時間再設定必要となります。
　  同じカードは一回だけ設定する必要があります。
※SDカードがいっぱいになると最初のファイルから上書きする仕様
    になっています。残しておきたい大事なデータは随時パソコン等
    にバックアップをしてください。　　

■静止画時間設定

１２



１３

■時計バンドへの取り付け

位置決め
スロット

２、本体の位置決めスロットを
　　時計バンドの　　　に合わ
　　せてセットしてください。

３、本体を　　　方向に最後まで回してしかっり閉めます。

1、本体と時計バンドを取り出
　　します。



１４

1、マウント1を本体のネジ穴に取り付けます。

2、マウント2をマウント1に取り付けます。

3、マウント3で固定します。

角度調整できます。

ネジを外して自転車に取り付けてください。

■バイクブラケットへの取り付け

マウント1

マウント2

マウント3



１５

2、固定プレートとマウント4
    を取り出して、マウント4
    を固定プレートに取り付
    けます。

3、図のようにマウント3で
    固定します。

角度調整できます。

底部の白いステッカーを外して自動車に取り付
けてください。

1、マウント1を本体のネジ穴に取り付けます。

白いステッカー

■カーブラケットへの取り付け

マウント1

固定プレート

マウント４

マウント3

運転の邪魔にならない場所に取り付けます。



１６

1、ステッカーを取り出します。両面のフィルムを
    外してください。
    青い面はマグネットがあり、黒い面は粘着剤
    があります。

2、青い面を本体底部に付け、黒い面はドア
　　ガラスなどに張り付けます。

イメージ

ガラス

ドア

■ステッカーの取り付け



故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。

また、一度本体の電源をオフにしてから、再度起動してみてください。

それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談い

ただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください。

（各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください）

症状 考えられる原因・確認事項

電源が入らな
い 

・電池残量が無くなっていませんか？ 
　USB ケーブルを使って充電を行ってください。

電源が突然
切れる

・電池残量が無くなっている可能性はありませんか？
・オートパワーオフが働いた可能性があります。電源　
　オンにしてから約5分間動作しない場合は自動的に
　電源オフになります。

撮影できな
い/撮影デ
ータがいら
ない

・マイクロSDカードがしっかりとセットされているか
　確認してください。本製品はSDカードがセットされて
　いないと撮影することができません。
・マイクロＳＤカードに何らかのトラブルがある可
　能性があります。パソコンで初期化してみてか
　マイクロＳＤカードを交換してみてください。
　なお、初期化を行うと記録されているデータは全て
　消去されます。残しておきたい大事なデータは適時
　パソコンにバックアップをしてください。

１７

■故障かな？と思ったら



　イメージセンサー  100万画素　CMOSセンサー

　対応外部記録媒体
　マイクロSD/マイクロSDHCメモリーカード
　（市販品・32ＧＢまで）

　記録モード 　動画/静止画

　保存形式
　動画：ＡＶＩ
　静止画：ＪＰＥＧ

　動画サイズ 　【HD】1280×720　30Ｐ

　静止画サイズ
　標準：【12M】4032×3024
　静止画キャプチャー：【1M】1280×720

　レンズ 　固定焦点　F/2.5　 ｆ＝3.65㎜

　シャッター 　１/30～1/200 sec

　電源 　リチウム充電池（360mAh/3.7V)

  充電時間 　約120分

　使用時間 　動画連続撮影最大約90分

　外形寸法 　Φ6１mm×H32ｍｍ

　重量 　約90ｇ

　防水レベル 　本体最大浸水30m（メーカー調べ）

　付属品

  取扱説明書、１６GB マイクロSDカード、
　充電用USBケーブル、マウント１、マウント２、
　マウント３、マウント４、固定プレート、ステッカー、　
　時計バンド、バンド、ピンセット

１８

■製品仕様



保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
ご確認ください。
 
１、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。

２、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または
    損傷。

３、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障
    または損傷。

４、本書の提示がない場合。

５、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。

６、一般家庭用以外（業務用等）、または異常な連続使用による故障
    または損傷。

７、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。

８、付属品と消耗品（バッテリー）の交換

●本書（保証書）は日本国内において有効です。
※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となります。
※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の
   際はカスタマーサポートへご相談ください。

 

１９

■保証条件の内容



印

様

上記商品をお買上げ頂きまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の

通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束

するものです。

●この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入して

   あることをご確認ください。

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

【商品名】Bicycle 3Way Waterproof Drive Recorder

             3WAY防水ドライブレコーダー

お買上日 　　年　　　　月　　　　日
  保証

  期間

　　1年間

(本体のみ）

お客様

ご住所

　                                                                        
TEL：

お客様

お名前

販　売　店

【型   番】  BC3WAY-BK/WH/YW/RD

商品保証書

２０

カスタマーセンター
03-5422-8264　　　　　　　　　　　　
【受付時間】平日（土日、祝日、社内規定休業日を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 AM10:00～12:00　PM14:00～17:00

株式会社ジョワイユ

商品保証書


