
1080p リモコンキ－型デジタルビデオカメラ
ポリスカム PC-300GⅢ取扱説明書

各部名称
日時設定をする
LED 点灯パターン
録画をする
静止画撮影をする

・・・・・・・・・・P1
・・・・・・・・P1

・・・・・・P1
・・・・・・・・・P2

・・・・・・P2

■目次

録画時間
緊急フォーマット機能
再生をする
充電をする
製品仕様 / 製品保証書

・・・・・・・・・・・・・・・P2
・・・・・・・・・P2

・・・・・・・・・・・・・・P2
・・・・・・・・・・・・・・P2

・・・・・・・・・P3



micro
SDHC

16GB

ポリスカムシリーズに” PC-300GⅢ” が新しいデザインで新登場。PC-300GⅡと同様の基本性能を
有し、1080p/30fps の高精細映像で証拠動画を記録します。手の中にすっぽり収まる極小ボディと
シンプルな操作性能で、調査・捜査を強力にサポートします。

■各部名称

PC-300GⅢは、記録した映像に日時を表示します。
録画をする前に、日時設定を行ってください。
設定方法は以下をご参照ください。

1. パソコンでメモ帳を開きます。
2. メモ帳に年月日と日時を入力します ( 半角英数 )。
　 例︓ 2019.09.02 10:00:00
    必ず年月日と時間の間にスペ－スを入れてください。
3. 入力が完了したら、名前を付けて保存します。
　 ファイル名を settime.txt としてください。
4. settime.txt を microSD のル－トディレクトリ－へ
    コピ－します（microSD 一番上の階層）。
5. 4 で用意した microSD を PC-300GⅢへ挿入して下さい。
　 電源兼録画ボタンを長押しして電源を入れます。 電源が
　 入ると青 LED が点灯します。再度、電源ボタンを押す
　 と録画を開始します。赤 LED の点灯を確認してくださ
　 い。これでタイムスタンプの設定が完了です。
6. 最後に、記録された映像を再生して、タイムスタンプを
    確認します。

■日時設定をする

■LED点灯パタ－ン
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録画操作ボタン
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動作指示
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動作指示
LED( 青 / 赤 )

USB 端子

※ キャップを外す際は、まず一方の手でキャップの
　 リングをつかみ、もう一方の手で本体をつかんで
　 引っ張ると外れます。使用中に簡単に外れない様、
 　少しきつめに作られておりますが、製品の異常で
　 はありません。

◀      ▶

バイブレ－ション

OFF              ON◀      ▶

解像度選択

1080p             720p

キャップを外すと、内部に操作パネルが見えます。
メモリーカードのスロットや、USB 端子、また、
解像度とバイブのスイッチの操作が可能です。
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青 LED 点滅 = メモリ容量無
赤 LED 点滅 = 電池容量少

青 LED 点灯 = 電源 ON
赤 LED 点灯 = 録画中
緑 LED 点灯 = 充電中　

※マイクは外からは
　見えません。

microSD
スロット

※ microSD のプリント面が上を向いた状態で
 　挿入します。本体の microSD スロットが少
　 し斜めになっていますので向きに注意して
 　入れてください。



1. microSD カ－ドに記録された動画デ－タをパソコンへ
    移動します。 パソコンの microSD スロットか、パソコ
    ンに接続されたカ－ドリ－ダ－を経由して移動してく
    ださい。PC-300GⅢを同梱の USB ケ－ブルで PC へ
　 接続して、直接デ－タを移動することも可能です（USB
 　ケ－ブル使用）。
2. 動画ファイルの移動が完了したら、Windows メディ
　 アプレイヤ－などの動画再生ソフトで再生して下さい。

1. 付属の USB ケ－ブルで、PC-300GⅢを起動中のパソ
 　コンへ接続します。
2. 緑 LED が点灯し充電を開始します。充電を完了する
　 と緑 LED が消灯します。
3. 完了後は放置せず、速やかに USB ケ－ブルから取り
 　外してください。

■再生をする

■充電をする

電源ボタンを押します。
青 LED が点灯し、電源が
入ります。

青 LED 点灯 赤 LED 点灯

録画ボタンを押します。
赤 LED が点灯し、録画を
開始します。

再度、録画ボタンを押し
ます。赤 LED が消灯して
録画を停止します。

静止画撮影ボタンを押し
ます。赤 LED が１回点滅
し、静止画が記録されます。

電源を入れる 動画を撮る 録画を停止する 静止画を撮る

■録画をする /静止画を撮影する

■録画時間 ■緊急フォーマット機能

操作をする前に microSD カ－ドを入れてください。 
microSD カ－ドが入っていないと電源が入りません。!PC-300GⅢを使って、動画の撮影や静止画の撮影が

できます。まず電源を入れてから、各操作を行って
ください。

1 回の充電で、1 時間半程度録画する事ができます。
解像度別の録画時間は下の表をご覧ください。

解像度 1080p 解像度 720p

1 時間 30 分程度
（1 ファイル 10 分 /1GB）

1 時間 40 分程度
（1 ファイル 10 分 /554MB）

※目安の録画時間となります。撮影対象、撮影環境により録画時間は変化
　する事があります。
※目安のファイル容量となります。撮影対象、撮影環境により 1 ファイル
　の容量が変化する事があります。
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電源が入った状態で、電源 OFF ボタンと静止画撮影ボタンを
同時に長押しします。赤 LED が点滅したらボタンから指を離
します。赤 LED が数回点滅した後、本体の電源が切れます。
これで、メモリーのフォーマットは完了です。

PC-300ＧⅢには緊急フォーマット機能が搭載されています。
至急メモリーをフォーマットする必要に迫られた場合、次の
の手順でフォーマットを行って下さい。

青 LED 点灯 赤 LED1 回点滅

PC-300GⅢのキャップには、LED 確認用の穴が開いていません。キャップ装着後に LED の点灯を確認する場合は、
リングを少し引っ張り、LED 確認ポイントの隙間から LED の点灯状況を確認してください。

LED確認
ポイント

!



ビデオコ－デック / コンテナ

撮像素子

動画記録解像度

画角

記録メディア

レンズ

電源・充電時間

電池寿命

寸法・重量

1/3 インチプログレッシブ CMOS センサ－ / 350 万画素

動画 55 度（1m で約 1m 程度の範囲を撮影） 
静止画 50.4 度（1m で 0.94m 程度の範囲を撮影）

microSDHC カ－ド（最大 16GB）

f4mm / F3.2

1080p (30fps) / １ファイル 10 分・約 1GB 
720p (30fps) / 1 ファイル 10 分・554MB

静止画解像度 2594 x 1944 ピクセル

H.264 / AVC （MOV コンテナ）　※1

最低被写体照度 3.3 ルクス

3.7V 650mAh リチウムイオン充電池 / 充電時間 2.5 ～ 3 時間　※2 

1 時間 30 分程度（1080p 時） / 1 時間 40 分程度（720p 時）　※3  

音声マイク あり   

43(W) x 12(H) x 75(D)　/　42g 

入出力端子 miniUSB 端子 x 1　※4

製品構成 PC-300GⅢ本体、USB ケ－ブル、microSDHC16GB

PC-300GⅢ製品仕様

※1︓　対応 OS : Windows Vista / 7 / 8 / 10。 
※2︓　充電したまま放置する事は絶対にしないでください。
※3︓　撮影環境により多少前後します。
※4︓　充電及び録画したデ－タを PC に移動するためのものです。リム－バブルディスクの様な
          ご利用はお止め下さい。

 ご注意 !
・映像機器は駆動中に熱を発します。電源を入れたまま、長時間体に密着する様なご使用はお止め下さい。
・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。　何かに装着して使用する場合は放熱を
  十分に行って下さい。

!
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