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POP_�Dスキャナー
製品や関連情報は今後も更新していきます。
www.revopoint�d.com/supportから最新版をダウンロードして下さい。

����/�/�� 初版
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このパッケージには、POPスキャナー、本体ホルダー、インターフェース�.�のusbケーブル�本が含
まれています。USBA(�.�), USBC(�.�)

POPスキャナー本体 本体ホルダー USBAとUSBC ケーブル

Package �: POPスタンダード
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プラスチックシート マーカー サンプル彫刻

粘着ゴム

特典



Package �: 電動回転台セット

電動回転台

POPスタンダード

携帯ホルダー

電動回転台

電動回転台は小さなオブジェクトをスキャンするのに非常に適しており、便利で操作が簡単です。

当該パッケージには、POPスタンダード、スマホホルダー、電動回転台、コールドシューマウントが含ま
れています。製品はワイヤレスで接続可能で、スキャン時の移動がより快適になります。

素材：プラスチック

回転速度：�.�RPM

色：黒

制御：手動ボタン

サイズ：���*��ＭＭ

認証：CE  ROHS  FCC

回転方向:反時計回り

最大荷重：�KG

入力電圧：DC��V/�A

��m
m

���mm

コールドシューマウント
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スマホホルダー

（�） スキャン対象の物体を電動回転台に置きます。

（�） 電源ケーブルを挿し、スイッチを入れると、電動回転台が自動的に回転します。

（�） スキャンを開始する

��.�� mm

��.��mm
(Support range
��.��-��.��mm)

��.��mm

型号：ST-��

重量：��克

名称：手机支架

尺寸:   ��.��×��.��×��.��mm
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パッケージ内容と使い方

電動回転台の使い方:



組立と接続

（�） コールドシューマウントをPOPのネジ穴奥まではめ込み、第�ナット(POPに近いナット)を回し

POPを固定します。コールドシューマウントの四角い部分をスマホホルダーにはめ込み、第�ナットを

回してスマホホルダーを固定します。

(�） スマホホルダーを本体ホルダーに固定する。

(�)  充電パックを用意してPOPに電力を供給する。

(�） スマートフォンの接続

       パーソナルホットスポットの設置

       デバイス名：POP 

      パスワード：��������

コールドシューマウント

スマートフォンの画面とPOPのランプが同じ向きになっていることを確認して下さい。

パッケージ内容と使い方
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携帯ホルダー

本体ホルダー

POP �D スキャナー

 First nut
 Second nut

  Square part

(�)  Handy Scanソフトウェアを開き、「設定」をクリックしてwifi接続モードを選択します



パッケージ内容と使い方
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このパッケージにはPOPスタンダード、スマホケース、����mAの充電パックとモバイルコネクタが含ま
れています。

Package �: モバイルセット

LED ライト

POP

充電パック

ミニホルダー

スマホケース

スマホケース

コールドシューマウント

充電パック
mini micro B---Type-C
USBC- USBA

モバイルケース

POP �D スキャナー

モバイルケース
Power Bank

Type-C

� C COPYRIGHT@���� REVOPOIN�D ALL RIGHTS RESERVED. 

ミニホルダー



仕様と寸法

重量: ��.�g                サイズ: ��×��mm               素材：シリコン+ABS 

ミニホルダー

尺寸: ���×���×��mm                                             重量: ���g

スマホケース

素材：アルミ合金                                                         重量: ���g

尺寸: ��×���mm                                                        容量: ����MAH

充電パック

ミニホルダー充電パック

Type-C
(250mm)

スマホケース

モバイルコネクタ
充電パックに接続
するケーブル

パッケージ内容と使い方
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組立

（�） モバイルコネクターの組立：

パッケージ内容と使い方
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モバイルコネクターをPOPに取り付け両側のネジを締める。モバイルコネクターのmicroUSB
とType C端子へ、それぞれ対応するケーブルを接続します。

（�） 充電パックをミニホルダーに締め付けます。

（�） 携帯をスマホケースに入れます。

（�）スマホケースと充電バックを組み立て、ミニホルダーの足を開いて机の上に置きます。

（�） コールドシューマウントをPOPのネジ穴奥まではめ込み、第�ナット(POPに近いナット)を回

しPOPを固定します。コールドシューマウントの四角い部分をスマホケースにはめ込み、第�ナッ

トを回してスマホケースを固定します。

（�）モバイルコネクターケーブルの接続：Type C端子を携帯に繋げ、TypeA端子を充電パックに

繋げます。

MFI認証に起因し,現在iOS版は無線接続にのみ対応しています。



お客様の多様なニーズにお応えするために、セットメニューをご用意しています。

Package �：セットの組み合わせ

LED ライト

POP

充電パック

ミニホルダー

スマホケース

このパッケージは、モバイルパッケージに電動回転台を追加したもので、屋内外のさまざまなシーンの
スキャンニーズに対応しています。

ご希望の方は、弊社のショッピングセンター
https://shop.revopoint�d.comで関連商品をご購入ください。  

Official Store

パッケージ内容と使い方
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電動回転台

備考:「保証ラベル」が破損したり破棄されたりした場合、返品·交換はお受けできません。

モバイルケース
Power Bank

Type-C



www.revopoint�d.com/support forum.revopoint�d.com

FAQ
参加して下さい

この内容は変更されることがあります。

以下のサイトから最新版をダウンロードして下さい。

www.revopoint�d.com/support

この文書についてのご質問は、Revopointにお問い合わせください。 

support@revopoint�d.comまでご連絡ください。

Revopoint JapanYoutube

フォローしてください


