
取扱説明書 

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。

商品名 :キッズカメラWレンズHD マイクロSD付

型　 番 : X11-WBL／WPN             

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全に
お使いください。お読みになったあとは、いつでも見
られるところに保管してください。

Ver①　20.05



取扱説明書

USBケーブル ストラップ

カメラ本体

■同梱品一覧

■充電池の充電

①USBケーブルを使用して充電してください。
②充電中、充電ランプは赤色に点灯します。
③フル充電されると消灯します。 
　 充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。

●電池残量目安：　

※充電中は本製品の電源をオフのままにしてください。
※充電しながらの撮影・再生はできません。

マイクロSDカード
(本体に装着済）
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フル電量 電量不足半分電量 低電量



■各部名称

（日本語）
▲ボタン
左／モードボタン
▼ボタン
リセット穴
右ボタン
マイクフォン
表示ランプ
撮影ボタン
電源ボタン

（英語）
UP key
Left key/Mode key
Down key
Reset button
Right key
Microphone
Charging indicator
Photo button
Power button
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フロントレンズ／バックレンズを切り替えするには、
「撮影」ボタンを長押ししてください。

   フロントレンズ



■各部名称

（日本語）
スピーカー
バックレンズ
USB端子
マイクロSDカードスロット

（英語）
Horn
Back lens
Charging port
TF card port

①本製品の電源がオフになっていることを確認します。
②マイクロSDカードスロットを開き、マイクロSDカード
　（付属品）の印刷面を液晶画面側にして、マイクロSD
　 カードスロットに差込みます。

■マイクロSDカードをセットする

※正しく挿入された場合は「カチッ」と小さな音がします。
※本体は最大３２GBまでのマイクロSDカードが対応
　 できます。
※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。

※出荷時、１６GBのマイクロSDカードが装着済みです。
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■電源をオン/オフにする
①「電源」ボタンを長押しすると電源オンになります。
②電源をオフにするには、再度「電源」ボタンを
　長押ししてください。

■マイクロＳＤカードをフォーマットする
初めて本製品を使用される場合は、マイクロSD
カードを本機でフォーマットしてください。
※ フォーマットを行うと全てのデータが消去され、　
　　復元することはできませんので、ご注意ください。

①「電源」ボタンを長押しして電源をオンにします。

②「電源」ボタンを押し、「左／右」ボタンで設定「　　　」
　　マークを選択し、 「撮影」ボタンで決定します。
③「▼」ボタンで【フォーマット】項目に移動します。
④「撮影」ボタンを押し、【はい】を選択し、「撮影」
   ボタンを押して実行します。
⑤「電源」ボタンで設定終了します。

４

■モードを切り替え
「電源」ボタンを押すと、下記のモード画面が表示され、
「左／右」ボタンでマークを選択、「撮影」ボタンで決定し
ます。

設定

再生 静止画 動画

ゲーム



■静止画を撮る
①「モード」ボタンで静止画モードに切り替えます。
②液晶画面で被写体を確認し、「撮影」ボタンを
　 押して写真を撮ります。

■動画を撮る

①「モード」ボタンで動画モードに切り替えます。
②「撮影」ボタンを押すと、動画撮影が始まります。　　
　 右上に撮影経過時間が表示されます。
　 終了するには再度「撮影」ボタンを押します。
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「モード」ボタンを押すごとに左上が下記のように
切り替わります。

　  　　　静止画モード　　→動画モード　　

■静止画撮り／動画撮りの切り換え



■ファイル再生＆削除
①「電源」ボタンを押し「左／右」ボタンで再生「 　 　　」
　　マークを選択し、 「撮影」ボタンで決定します。
②最初に表示されるのは最後に保存された
   ファイルになります。 
  「▲▼」ボタンで静止画／動画ファイルを選択
  します。
③動画ファイルは「撮影」ボタンを押すと再生が
　始まります。
  再生を停止するには再度「撮影」ボタンを押して
  ください。
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ファイルを削除するには、
「左」ボタンを押すと、下記項目が表示されます。

　　【データ保護】
　　＝＞【保護／保護解除、全て保護、全て保護解除】
　　

　　【消去】
　　＝＞【一枚、全部】

　　【スライドショー】
　　＝＞【開始、間隔、リピート】

　　「▲▼」ボタンで項目を選択します。
　　「撮影」ボタンで決定します。
　　「電源」ボタンを押すと、一つ上の項目に戻ります。



メニュー サブメニュー

　解像度
画像サイズを選択できます。
●24M ●20M ●16M ●12M 
●8M   ●5M   ●3M  ●1M

解像度 動画サイズを選択できます。
●FHD　  ●HD　 ●640

   露出補正
露出を選択します。
●+２～-２まで選択します。

　 操作音
「シャッター音、起動音、操作
音、音量」が設定できます。
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■設定する

①「電源」ボタンを押し「左／右」ボタンで設定「 　　 」
　　　

　　マークを選択し、 「撮影」ボタンで決定します。

② 「▲▼」ボタンで項目を選択します。
　　「撮影」ボタンで決定します。
　　「電源」ボタンを押すと、一つ上の項目に戻ります。



メニュー サブメニュー

　撮影モード

撮影までの待ち時間を選択
できます。●３秒　●５秒　　
●連写機能（設定した場合は
一度のシャッターボタンで３枚
撮影できます。）●OFF

　ズーム
　スイッチ

ズームスイッチをオンにすると
「▲▼」ボタンでズームイン、ズ
ームアウトができます。

　電源周波数

蛍光灯などのチラツキを防止
するために 、ご使用になる地
域の周波数を選択します。
●50Ｈｚ    ●60Ｈｚ

　スクリーン
　保護

設定時間以上操作しない場合
は自動的にスクリーン
セーバーモードになります。
●１分　●3分　●5分　●オフ

　省電力
設定時間無操作状態が続くと
電源が自動的にオフになりま
す。●１分●3分●5分●オフ　　
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メニュー サブメニュー

　日付表示
動画/静止画の画面に日付や日
時を挿入するとことができます。
●オフ　　　●日付　　●日時

日時設定

年月日が設定できます。
「左／右」ボタンで項目に移動さ
せ、「 ▲▼ 」ボタンで調整し、
「撮影」ボタンで決定します。

  表示言語

画面の表示言語を設定します。
●English（英語）　●日本語
※初期設定に戻す操作を行うと、
表示言語が英語になります。

FWバージ
ョン

バージョン番号が表示されます。

  フォーマット
ＳＤメモリーカードをフォーマット
(初期化）します。
●はい　　●いいえ

全て
リセット

各種設定を工場出荷時に戻しま
す。※一部の設定は戻りません
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■パソコンと接続

1、付属のＵＳＢケーブルで電源オフ状態の本製品の
    ＵＳＢ端子と、パソコンのＵＳＢ端子を接続します。
2、本製品の電源をオンにします。起動画面表示後、

    液晶画面に【　　　　　】が表示されます。

3、接続されたら、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
   各種の記録ファイルが保存されています。 
5、ファイルを選択しパソコン内の任意のフォルダー
    に保存すれば、取り込みは完了です。
6、パソコンとの接続の解除は、タスクトレイの
    「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブル
    クリックして、該当するドライブを停止します。
    「安全に取り外すことができます」というメッセージ
    が出てからUSBケーブルの接続を外します。

※ファイルのコピーなどの操作は本体内のマイクロSD
   カードを抜いて、 SDカードリーダー（別売市販）を
　 使用してパソコンのSDカードスロットに差し込んだ
   状態でも実行できます。
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■故障かな？と思ったら

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？液晶画面で確認し充電を行って
 ください。
・オートパワーオフ機能が働いた可能性が
 あります。再度「電源」ボタンを押してみて
 ください。

 撮影でき

 ない

・メモリーカードに空き容量が無くなった可能 
  性があります。必要な画像データをパソコ
  ンに取り込んだ後、メモリーカードから削
  除してください。
・メモリーカードに何らかのトラブルがある可
 能性があります。別のメモリーカードと交換
 してみてください。

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、クリップのようなものをリセット穴に

挿し、リセットしてみてください。それでも正常に作動

しない場合は、お買い上げの販売店や弊社サポート

センターにご連絡ください。
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■製品仕様

 ディスプレイ 　２インチ

 機能   静止画撮影・ビデオ撮影・ゲーム

 解像度

　静止画サイズ：
　●24M ●20M ●16M ●12M 
　●8M   ●5M   ●3M  ●1M
  動画サイズ：
　●FHD　  ●HD　 ●640

 レンズ   フロントレンズ＋バックレンズ

 保存方式
　静止画：JPG
　動画：AVI

 バッテリー容量 　４００mAh

 拡張ストレージ 　最大３２GBまで

 カメラ重量 　約８０g

 カメラサイズ 　約９５＊６０＊３０mm

 充電電圧 　 DC－５V

 対応OS
   WindowsXP/Vista/
   Win7/Win8/Win10/Mac　
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■使用上のご注意
・火気周辺でこのカメラを使用しないでください。
・小さい部品が含まれているので3歳未満のお子
　様は使用しないでください。
・充電は保護者様の管理の下で行ってください。
・このカメラは防水ではありませんので水に濡らしたり
  しないでください。
・保存画像につきましては弊社は一切の責任を持つ
　ことができません。
・3.7Vのリチウムイオン電池を内蔵していますが、
　取り外しはできません。
・カメラをかじったり口に入れたりしないでください。
・本製品はカメラ機能を付属した玩具です。
・このカメラで撮影した画像をPCなどで見る場合や印刷
  する場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。
　　

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

■保証期間　９０日間


