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合同会社DMM.com
東京都港区六本木三丁目2番1号
六本木グランドタワー24階

お問い合わせ：
本製品に関するお問い合わせは、下記 Email アドレスまで製品
名を明記のうえ、ご連絡ください。
DMM.make Distribution サポート窓口
お問合せ先 : makesupport@mail.dmm.com

この度は、DMM.make Webカメラ DKS-CAM3G（以下「本製
品」）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書（以下「本
書」）をよく読み、正しくお使いください。

DMM.makeウェブカメラ品名

DKS-CAM3G

　　年　　　月　　　日

品番

ご購入日より1年間保証期間

レシート等、購入製品・購入日が記載された資料と共
に大切に保管してください。

シリアル番号

お名前

ご住所

Emailアドレス

お買い上げ年月日

保証書



安全上のご注意

同梱品

廃棄

！ 警告

！ 注意

！ 注意

！ 警告

この表示の内容を守らないと、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

この表示の内容を守らないと、使用者が
怪我をしたり、物的損害の発生が想定さ
れる内容を示しています。

・本製品を水等の液体で濡らしたり、浴室
   等の極端に湿度の高い環境で使用しない
   でください。ショートして火災になった
   り、感電する恐れがあります。

・煙が出たり異臭、異音がしたら、直ちに
    使用を中止して本製品のUSB接続を解除
    し てください。そのまま使用を続ける
    と、ショートして火災になったり、感電
    する恐れがあります。

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えた
    りしないでください。ショートして火災
    になったり、感電する恐れがあります。

・本製品をPC等に接続する際は、必ずPC
    等接続する機器のメーカーが提示する警
    告、注意指示に従ってください。

・本製品に触れる際は事前にドアノブ等の
    身近な金属に手を触れて、身体の静電気
    を取り除くようにしてください。人体か
    らの静電気は、本製品を破損させる恐れ
    があります。

・本製品は製品仕様に記載の動作環境内で
    お使いください。

！ 注意

・シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製
    品を拭かないでください。本製品の汚れ
    は、乾いたきれいな布で拭いてください。
    汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませ
    たきれいな布をかたく絞り、拭きとって
    ください

・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくださ
    い。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせく
    ださい。

・Webカメラ DKS-CAM3G
・取扱説明書（本書）
・プライバシーカバー（本体付属）

・お子様が本製品や付属品を口の中に入れ    
   ないようにご注意ください。お子様のけ  
   がや、本製品の故障の原因となることが 
   あります。

・お子様の手の届かない所に保管してくだ 
   さい。

・お子様がご使用になられる際、必ず保護 
   者が注意事項を教えてあげてください。 
   製品は必ず、保護者の監視のもとで使用 
   してください。



使い方

クリップ背面には1/4インチカメラネジ（1/4-20 UNC ）用の
穴があり、対応した三脚等に取り付けられます。
磁石付きのプライバシーカバーはウェブカメラをご使用の
際に、商品の背面に貼り付けてください。

各部名称

①タッチボタン ②オートフォーカスレンズ ③クリップ

④三脚ネジ穴 ⑤USB コネクター ⑥リングライト

⑧プライバシーカバー置き場

⑨マイク ⑩プライバシーカバー

⑦動作ランプ

本製品は電源がONになったPC等のUSBポートに接続すると自動
的にドライバーがインストールされ使用可能になります。

FHD CameraもしくはFHD Camera Microphoneの表示で認識され
ます。

PC等で使用するカメラやマイクの選択、設定方法は、ご利用の
OSやビデオ通話に使用するアプリケーションにより異なります。
ご利用のOSやアプリケーションの取扱説明書をご確認いただき
ご使用ください。

＜カメラとマイクの一般的な確認方法＞

・Windows 10 をご利用の場合
　カメラは「設定」＞「デバイス」内の「オーディオ」に表示されます。
　マイクは「設定」＞「システム」＞「サウンド」内の「入力」に表示
    されます。

・Mac OS 10 をご利用の場合
　カメラはビデオ通話に使用するアプリケーションにより表示されます。
　＊アプリケーションによっては表示されない場合があります
　マイクは「システム環境設定」＞「サウンド」内の「入力」に表示
    されます。

・お子様が本製品や付属品を口の中に入れ    
   ないようにご注意ください。お子様のけ  
   がや、本製品の故障の原因となることが 
   あります。

・お子様の手の届かない所に保管してくだ 
   さい。

・お子様がご使用になられる際、必ず保護 
   者が注意事項を教えてあげてください。 
   製品は必ず、保護者の監視のもとで使用 
   してください。
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製品仕様

免責事項など

・互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。
    全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な
    互換性を保証するものではありません。

・弊社は、本製品の使用、使用不能により生じた本製品以外の
    機器の故障、ハードディスクのデータの消失、サービス利用
    期間の損失等について、一切責任を負いません。

・DMM.makeは合同会社DMM.comの登録商標です。

・製品仕様は予告なく変更される場合があります。

・Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその
    他の国における商標または登録商標です。

・本書に掲載されている社名、製品名等は各社の商標または登
    録商標です。

<ウェブカメラのセットアップ方法>

・モニターに設置する場合

①ご希望の場所または角度で、パソコン、ノートパソコンまたはモニ      
    ター上にウェブカメラを設置します。

②ウェブカメラを調節して、クリップの脚がデバイスの背面に隙間無     
    く接していることを確認します。

③ウェブカメラの向きを手動で調節し、自分自身がフレームに入る最 
    適な位置にします。

・三脚に設置する場合

①クリップ底面にある１/4インチの三脚取付口を確認します。

②１/4インチの三脚取り付け口に三脚を回して取り付けます。

③三脚付きのウェブカメラを、自分自身を最適にフレーミングできる  
    場所に配置します。

<リングライトの調整方法>

・タッチボタンをタッチする毎にリングライトが以下の順番で切り替   
    わります。ON→電球色→昼光色→白色→OFF

・リングライトが点灯している状態でタッチボタンを長押しすると、 
    リングライトの明るさを調整できます。  

解像度： 最大 1920 × 1080
フレームレート：最大60 FPS
焦点距離：8 cm ～
電源・接続：USB 2.0 （DC 5V）
視野画角：水平87°
フォーカス：自動調整
ホワイトバランス：自動調整
露出：自動調整
光束：最大約4300lx
光色(3種類)：電球色(約3,100K)、昼光色(約5,800K)、白色(約
4,000K)
リングライト：色温度3色、明るさ無段階調整できます。
サイズ：55x79x62mm
重量：約157g
USBケーブル長：約 1.7 m
三脚ネジ穴：1/4インチ
動作環境：温度-20～50℃、湿度 45%～80%（結露なきこと）
対応OS：Windows 10～、Mac OS 10.6～
生産国：中国

① ② ③



保証規定

保証規定（つづき）お問合せ先

本保証は、本製品を日本国内で購入され、かつ、ご使用される
場合にのみ有効です。
（ This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.）

DMM.make Webカメラ DKS-CAM3G（ 以下「本製品」）につ
いての保証は、本保証書における条件に限定されるものとしま
す。合同会社 DMM.com( 以下「弊社」) は、以下に定める通
り本製品について通常の使用時において材質及び製造上の品質
に関して適合しない目的物がないことを、最初のエンドユーザー
である購入者が販売店から購入した日より 1 年間( 以下「保証期
間」) 保証します。但し、本保証は、以下のいかなる場合におい
ても適用されません。
・本保証書がない場合。
・本保証書にご購入日、ご購入店の記入がない場合、または字
    句が改ざんされている場合。
・ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。
・事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の
    外的原因による損害。
・他の機器との接続に起因する故障・損害。
・消耗品についての損害、不具合。
・消耗品を交換する場合。
・特定の他社製品との相性問題。
・弊社が定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を作動さ
    せたことにより生じる損害、動作不具合。
・弊社以外の者が行なったサービス( 修理・改造等を含む) によ
    って生じる損害、動作不具合。
・弊社が指定した動作環境以外での損害、動作不具合。
・本製品を分解された場合。
・本製品が海外で利用されたことがある場合。

万一、製品の品質に関して適合しない目的物があり、かつ有効
な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認め
る限りにおいて、以下のいずれかを行なうことができます。
・新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の
    再生部品を使用して無償にて修理させていただきます。
・新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と
    同等の再生製品に交換させていただきます。
・製品代金の返金をさせていただきます。

修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保
証の残存期間か修理または交換日より 90日間のいずれか長い期
間とします。製品が交換された場合、新しい製品がお客様の所
有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるもの
とします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は、弊社
に返却され、弊社の所有物となるものとします。

法で最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証及
びその救済方法は、唯一の保証であり、口頭、書面、法定、明
示または黙示を問わず、その他すべての保証、救済、条件につ
いて代わるものです。適用される法律によって認められる場合、
弊社は、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないも
のとし、これには、商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは
潜在的欠陥に対する黙示の保証をしないことを含むものですが、
これに限るものではありません。弊社は、本製品の使用が中断さ
れず、またはエラーなく作動することを保証しません。また本
製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対し
て責任を負いません。

本保証で認められることを除き、法によって最大限認められる
範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じる、い
かなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任
を負わないものとします。

本製品に関するお問い合わせは、下記 Email アドレスまで製品
名を明記のうえ、ご連絡ください。
DMM.make Distribution サポート窓口
お問合せ先 : makesupport@mail.dmm.com


