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Visbody-R Explorer 3D body scanner is available for three measurements:

Body composition: human body is 
composed by water, proteins, inorganic 
salt, fat and others. The imbalance of 
body composition will lead to obesity, 
malnutrition, osteoporosis, edema and 
other diseases. And body composition 
measurement shows high reference 
value for health and nutrition level 
evaluation.
Visbody-R Explorer is available for 13 
core body composition measurements 
and provides 6 controls and analytic 
suggestions based on WHO recom-
mended standards to escort your 
healthy life.

Body Composition Measurement
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Visbody-R Explorer can generate 
360° real 3D body model within 30s 
and measure 9 body circumferences 
automatically, and show the body 
shape objectively. Visbody-R Explor-
er uses 3D bone point detection 
technology to carry out the 9 key 3D 
intelligent posture assessment  at 
millimeter accuracy.

Abduction supination and forward 
flexion supination can be used to 
check whether the shoulder function 
is normal.

Dynamic Labs

3D Body Shape and Intelligent Posture Assessment
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Measurement technology: DSM-BIA + IBS   
Frequency for impedance measurement (Hz)：5K 50K 250k
Power supply: 100-240Vac 8-4A 50-60Hz
Network interface: Ethernet
Device weight capacity: 250kg
Turntable weight capacity: 180kg
Device Measurement:             
Column: 1681mm（H）*400mm（W）*685.3mm(T) 
Turntable: 74mm（H）*600mm（Dia）
Floor Mat：1830mm（L）*680mm（W）
Device Weight:                  
Column: 46.5kg
Turntable: 10kg
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Age range: 10-99 years old
Height range (Posture & circumference): 130-200cm
Height range (Dynamic labs): 130-192cm
Weight range (Body composition): 10-250kg
Turntable weight capacity: 180kg

Caution: The aged and dizziness-prone people are not recommended to use the 
posture assessment function.



Do not take the handles

1. Move the device to the right area 2. Unpack the box along the center line

3. Take out the white foam on the top 4. Uplift the device from both sides and             
place it on the ground
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2. Unpack the box along the center line

3. Take out the first bubble. 4. Take out the turntable and wires 
from the carton and place them on the 
ground

1. Move the packing box to the location 
of the equipment to be installed
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30

Space requirement: 40-60cm40-60cm

40-60cm
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Place the floor mat flat in the correct position, put the power cord and communica-
tion line of the turntable through the mat gap and hide it under the mat, only the 
two ends are exposed, as instructed below:
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Place the turntable in the round area of the floor mat, with the footprint of the 
turntable facing the 6 holes of the floor mat; put the legs of the column correspond-
ing to the holes of the floor mat.

Connect one end of the power cable and communication cable to the correspond-
ing interface in the groove on the front of the turntable, and the other end of the 
communication cable to the corresponding interface on the back of the device; 
connect the power cable to the power supply.

Plug in the device power cable and network cable at the back of the device
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After the power is turned on, the switch at the rear end of the device shows a red 
light, press the power button on the side of the column to turn it on.
The start time is about 30s. When the boot screen shows up, the device will start the 
self-checking for auto calibration.

Self-checking Homepage
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The device needs to be connected to the network cable. The minimum network 
requirement for normal device operation shall be: bandwidth over 20Mbps, upload 
and download bandwidth 2Mbps at least (note that the bandwidth must be used by 
VR device only). If you are not sure, please contact Visbody team for network test.

【Email template】

Connect the printer to the USB interface at the back of device and make sure the 
printer is turned on.
Notes: Visbody only supports the designated printer models. If the printer 
cannot work after being connected, please contact Visbody to confirm if the 
printer model is supported.

Support printers:
Epson L1119; HP1112

*Notes for wired network connections

info@visbody.comTo：

Network testSubject:

From：
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Before use, please contact Visbody after-sale team to register the dashboard 
account, and keep the password properly. 

Please contact info@visbody.com  in the following format:

Email Address(important, not modifiable) :
Company Name:
Store Name:
S/N:

info@visbody.com To：

Admin account registrationSubject:

From：

The S/N number is on the nameplate 
at the bottom back of the equipment.
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Visbody default time zone is Asia/Shanghai



Body Composition Report
Test Date/Time!Mar 25, 2020, 16:34 Current Measurement ScoreID: su***er@gmail.com Gender: Female Height: 5 ft. 7 in. Age: 26

Score 67

After Upload ：
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In order to guarantee the accuracy of measurement results, please abide by the 
following requirements:
·Remove your shoes and socks and accept the body measurement with your bare 
foot.
·Do not wear metal accessories like rings, watches or necklace. 
·Try your best to wear close-fitting clothes. 

[Body Composition Measurement]
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30

Step on to the turntable, and the staff will help press“ √ ” button to start. Watch the 
demo actions and do the same actions after 3 seconds countdown.

After the measurement, remember the number on the screen and inform the staff to 
check the body measurement results.

[Posture Assessment(circumference included)]

[Dynamic Labs]
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The administrator can log in to the dashboard page: explorer.dashboard.vis-
body.com, and use the administrator account to view the report.
The measurement records will appear synchronously in the queue after finishing 
the scanning. When the admin confirms the user through number or scanning time, 
click the test record to bind the user email.

>Report Check
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Log in dashboard to check the measurement report and click “Print Report” on the 
report page to print the report.
*Notes: When you use a computer to log in Visbody admin system, please make sure 
that the computer is connected to the printer through USB or cloud terminal. 

Or click “View report” to check the report directly.

> Report Print
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Connect the printer to the USB interface at the back of the device.
*Notes: Visbody only supports the designated printer models. If it does not work, 
please connect Visbody after-sale team to confirm.
Press the print button to enter the report list on the homepage of the device, and 
choose the corresponding report, press the confirm button “√” to print
* See [Function Settings] for tutorial of automatic print set up.
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Press and hold the confirm button “√ ” on the device homepage to enter the setting 
page.
After finishing the setting, press “↵” to return to homepage.

After choosing “Sound”, press “↑” button to turn up and “↓” to turn down on the 
right of device.

Homepage
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Visbody supports two interaction modes: Button mode and gesture mode. The 
buttons are on the right side of the device. The function of gesture recognition is 
turned on by default and the body test procedures can be finished through gesture 
and button.
If you need to cancel the gesture recognition mode, please operate as follows: 
 Choose “Gesture Recognition” to turn off the gesture recognition.

22

Select the correct language in the “Language” option



*Notes: The poor surrounding light may cause gesture recognition failure. If temporarily unable to adjust the 

light, please turn off the “Gesture Recognition

23

and every time after you bind user information to the dashboard,
 



Visbody keeps the system advanced through the regular online update. If there is an 
update tip on your device, please operate your device as asked, but during the 
updating process, please do not use Visbody. If anything unusual happens, please 
go to: en.visbody.com, and download “Operation Manual” in our download center.
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Visit the official website of Visbody: en.visbody.com for online consultation or 
downloading more instructions.
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Visbody-R Explorer 3Dボディスキャナーは、次の3つのテストを実行できます：

体組成：人体は水、たんぱく質、無機塩、脂
肪などで構成されており、体組成の不均
衡は肥満、栄養失調、骨粗鬆症、浮腫など
の病気につながり、健康と栄養の評価に
高い参考価値があります。
Visbody-R Explorerは、13個のコア体組
成テストを実行でき、世界保健機関の推
奨基準に基づいて、6つのコントロールと
分析提案を提供し、健康的な生活を守り
ます。

体組成テスト
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1. 製品の特徴



Visbody-R Explorer は30秒で360°全
範囲の人体3Dモデルを生成し、身体全
体の周囲長9項目を自動的に測定、体
型を客観的に見せます。Visbody-R 
Explorer は3D骨格ポイント測定技術
を用い、mm単位の精度で全身9項目
のスマート姿勢測定を行います。

Visbody-R Explorerは外転上げや前屈
上げなどの動作を通じて、肩関節機能
に制限があるかどうか検査を行いま
す。

ダイナミックラボ

3D体型測定及びスマート姿勢測定
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インピーダンス測定周波数（Hz）：5K 50K 250K
電源：100-240Vac 8-4A 50-60Hz
ネットワークインターフェース：イーサネット
計量プラットフォームの最大荷重：250kg
ターンテーブルの最大荷重：180kg

商品のサイズ：
カラム：1681mm（H）* 400mm（W）* 685.3mm（T）
ターンテーブル：高さ80mm、直径600mm
フロアマット：長さ1830mm、幅680mm

製品の重量：
カラム：45.5kg
ターンテーブル：10kg

使用に適さない方々：身体にペースメーカー/整形外科用固定具、電子機器などの
医療用金属を埋め込んでいる方および妊娠中の女性。

測定原理：部位別直接多周波数測定(Direct Segmental Multi-fre-
quency Impedance Analysis: DSM-BIA)及びインスタント身体スキ
ャン(IBS)
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測定可能な年齢範囲：10～99歳
測定可能な身長の範囲：130-200cm
測定可能な身長の範囲（ダイナミックラボ）：130-192cm
*注意：元Visbody Rのお客様は、[Visbody-R Explorerアップグレー
ダーマニュアル]を参照してください。
体組成テストを測定可能な体重の範囲：10-250kg
ターンテーブルの最大荷重：180kg

使用に敵する方々

Visbody-R Explorerのパラメーター



ハンドルを取らない

1 .デバイスを右側に移動する 2 .センターラインに沿ってボックスを展開する

3. 梱包材を出す 4.両側からデバイスを上昇させ、地面に
置く
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製品の組立



2 .センターラインに沿ってボックスを展開
する

3 .最初のバブルを取り出してください。 4. ターンテーブルとワイヤーをカートンか
ら取り出して、地面に置いてください

1 .梱包箱を設置する機器の位置に移す
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機器の設置場所についての注意事項

2>機器とターンテーブルはマットの印で示された所定の位置に置くようにしてください。

3>設置する際、機器正面のカメラ部分には直射日光が当たらないようにしてください。
イメージ図で表示されている位置には置かないようにしてください。また、やむを得ず窓
際に置く場合、遮光カーテンを設置するなど、機器が正常に動作できるよう配慮をお願
いします。
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必要なスペース：40 - 60 cm40-60cm

40-60cm
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4>機器を置く場所は明るくするようにしてください。光量が足りない場合、本製品の電
源を入れた際画面アラームが表示されます。

ターンテーブルの電源ケーブル及び通信ケーブルをフロアマットの下に通して両端だけ
を露出させながら、適切な位置に配置します。（具体的には下図のようにしてください）。

32

機器の据付
マットの配置：



ターンテーブルをマットの円形部分に置き、ターンテーブルの足跡がマットの6つの穴に
向くようにします。

電源ケーブルと通信ケーブルの片側をターンテーブル正面の凹部にある対応するポート
に、通信ケーブルのもう片側を機器背面の対応するポートに接続し、電源ケーブルはコ
ンセントに差し込みます。具体的には下図のようにしてください。

機器後方に電源ケーブルとネットワークケーブルをしっかりと差し込んで下さい。
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ターンテーブルの設置：

ターンテーブルの接続：

機器への通電：



通電後、機器後方のロッカースイッチが赤く点灯していることを確認した上で、アーム側
面にある電源ボタンを押すとスイッチが入ります。起動には約30秒ほどかかります。起動
画面が表示された後セルフチェックと自動較正を行います。自動較正完了後、トップペー
ジのインターフェイスが表示されます。

6>機器、特にカメラ部の保護フィルムがすべて剥がされているかどうか確認してくださ
い。

セルフチェックページトップページ
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電源オン：
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機器はネットワークケーブルに接続する必要があります。本機を正常に使用するために
必要なネットワークの最低条件は、20Mbps以上のブロードバンド、最低2Mbpsのアップ
リンクスピード（ただし、このブロードバンドはVF機器用に別途使用する必要がありま
す）となります。よくわからない場合は、Visbodyに連絡してネットワークテストを手配して
ください。電子メールで次の情報を提供してください。

【メールフォーマット】

プリンターをお使いの際は、USBケーブルをポートに差し込んでください。

注意：Visbodyは指定されたプリンタモデルのみがサポートされています。プリンターを
接続しても動作しない場合は、プリンタモデルがサポートされているかどうか、Visbody
までお問い合わせください。

サポートプリンターモデルリスト：
Epson L1119; HP1112

*有線ネットワーク接続に関する注意事項

info@visbody.comTo：

ネットワークテスト表記：

From：

プリンターを接続する際の注意事項
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正式に使用する前に、Visbodyのアフターセールススタッフに連絡してダッシュボード管
理者アカウントを登録してください。そうしないと、レポートを取得できません。アカウント
を開設した後は、アカウントのパスワードをよく保管してください。

1>管理者アカウントを利用してダッシュボードページにログインしますexplorer.dash-
board.visbody.com

2>ダッシュボードホームページの右上隅にある言語バーで言語を選択します。

電子メールで次の情報を提供してください:

テキスト：
デバイスSN番号：
Eメール（ログインアカウントとして、登録後に変更することはできません）：
会社名：
店舗名：

info@visbody.com To：

ダッシュボードアカウント登録表記：

From：

SN番号は、デバイスの背面にある銘板に記
載されています。

1.dashboard(ダッシュボード)アカウントを新規
作成します

Visbodyレポートのデフォルト言語は英語です

2. レポート言語を設定します
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ヤード・ポンド法に切り替えるには、以下の手順で行います。

1>管理者(Administrator)アカウントを使用してダッシュボードページ explorer.dash-
board.visbody.comにログインします。

3.単位を設定します
Visbodyの初期設定ではメートル法が設定されています

2>ディスプレイ右上の矢印をタップし、「アカウント設定」画面に入ります。

3>画面下の「単位」オプションを探し出し、適切な単位制度を選択して確認します。



2>リストから現在のエリアを選択してください。現在の都市、国、またはタイムゾーンを
入力してから、すばやく検索できます。タイムゾーンを選択した後、設定を保存すると選
び、保存が成功すると、新しい地域に更新されます。
3>設定が終了後、機器を再起動してください。その後、システムは選択された地域の現
地時間帯を自動的に取得でき、デバイス側の表示時刻とレポートの測定時刻はすべて現
地時間で表示されます。
*注意：
①タイムゾーン設定は、設定後に測定された内容に対してのみ有効であり、履歴データ
のタイムゾーンは変わりません。
②時間の混乱を避けるため、タイムゾーンの頻繁な変更は避けてください。
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1>ログイン後、アカウントの右側にあるドロップダウン矢印をクリックして、[タイムゾー
ン設定]を選択します。

Visbody機器とレポートのデフォルトの表示時間は、アジア/上海が位
置するタイムゾーンの時間です。変更する必要がある場合は、次のよう
にしてください：

4.時間を設定します



「アカウント設定」画面下の「印刷レポートLogoの設定」オプションでLogoをアップロー
ドし、送信確認をします。

アップロード後:
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5.オーダーメイドLogoのアップロード

レポート
ID: 龄: 岁



測定結果の正確性を保証するために、下記の要求事項を遵守してください:
·身につけている金属を外すようにしてください、例えば、指輪、時計、ネックレスなど。
·靴と靴下を脱いで、素足で体組成測定を行ってください。 
·コートを脱ぎ、できるだけ薄くて身体に密着している服装で体型測定を行ってくださ
い。
·次の服は着用しないでください：反射材入りの服、膝丈を超えたスカート、裾が広がっ
ているズボン、タートルネック、パーカーなど。

音声と画面のプロンプトに従って次の操作を実行してください。実際のニーズに応じて、
テストの一部またはすべてを選択できます。

1>フットプリントにある電極プレートに立ってください。
2>手を楽に置き、静止して体重を測定します。
3>フットプリントの位置に立ち、ハンドルを手で持ち、45°で開き、体組成を測定します。

[体組成テスト]
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1.体組成測定前の準備

2.使用ガイド
>ユーザー操作：



ターンテーブルに立ち、スタッフが確認キー「√」を押してくれて、テストがスタートします。
まずデモアクションを見て、そして画面のプロンプトに従って、カウントダウン321の後に
同じ動作をします。

1> ターンテーブルに立ち、2秒間静止してテストをスタートします。
2>手をぶら下げて自然に立ち、頭を動かさずに、カウントダウン321の後、ターンテーブル
と1週間回転します。
3>引き続き周囲長測定を選択してください。手を30°開き、頭を動かさずに、カウントダウ
ン321の後、ターンテーブルと1週間回転します。

測定後、画面の数字を覚えて、スタッフに体の測定結果を通知します。

[体態評価（囲度測定を含む）]

[ダイナミックラボ]
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管理者(Administrator)アカウントを使用してダッシュボードページexplorer.dash-
board.visbody.comにログインしレポートを確認ください。ユーザーのスキャン完了後、
リストには当該ユーザー測定記録が同期され表示されます。管理者は番号もしくはス
キャン時間を通してユーザーを特定し、測定記録をタップしてユーザーのメールボックス
を入力します。

1>ユーザー情報を入力して関連付けを行ってください。ユーザーが常連客の場合、メー
ルアドレスを入力すると、システムが以前に入力された登録情報を自動的に入力します
ので、確認するようにしてください。

>管理者の操作について：

42



2>バインド後、レポートリストから「データプレビュー」を選択すると、プレビューボックス
には体組成値、各部位ごとの周囲長、3Dモデルが表示されます。
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ウェブ版ダッシュボードにログインし、今回もしくは前回以前の測定レポートを確認し、レ
ポート画面で「レポートの印刷」をタップすると、レポートを印刷します。
注意：パソコンでVisbody管理システムにログインして印刷する際、当該パソコンがUSB
もしくはクラウドとプリンターが接続されているかどうか確認してください。

または、[レポートの表示]をクリックしてレポートを確認します。

> レポートの印刷

44

方法一：ウェブ版ダッシュボードを通して印刷します。



プリンターと機器後方のUSBポートを接続します。
注意：指定されたプリンタモデルVisbodyのみがサポートされています。プリンターを接
続しても動作しない場合は、プリンタモデルがサポートされているかどうか、Visbodyま
でお問い合わせください。
機器右側のボタンから印刷を行う：機器のトップページで印刷ボタンを押してレポートリ
スト画面に入り、相応するレポートを選択し、確認ボタン「√」を押して印刷します。
*自動印刷設の設定はチュートリアルの【機能設定】をご確認ください。
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方法二：機器端末で印刷します。



機器のトップページで、確認ボタン「√」を長押して設定画面に入ります。
設定完了後「↵(リターンボタン)」を押してトップページに戻ります。

「音声ガイド設定」を選びます。機器右側の「↑」ボタンで音量を上げ、「↓」ボタンで音量
を下げます。

トップページ
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使用ガイド

1. 音量設定



現時点で機器はボタンとジェスチャーコミュニケーションの2つの方法をサポートしてお
り、ボタンは画面右側にあります。機器の工場出荷時は初期設定でジェスチャー認識機
能を有効にしており、ジェスチャーとキー操作を併用することで、体型測定プロセスを完
了させることができます。
ジェスチャー認識モードを取り消す場合、「ジェスチャー認識」を選び、次の通り操作して
ください。
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「言語」の対応言語を選択します。

3.機器インタラクションモード設定

2. デバイスの言語設定

現時点で機器はボタンとジェスチャーコミュニケーションの2つの方法をサポートしてお
り、ボタンは画面右側にあります。機器の工場出荷時は初期設定でジェスチャー認識機
能を有効にしており、ジェスチャーとキー操作を併用することで、体型測定プロセスを完
了させることができます。
ジェスチャー認識モードを取り消す場合、「Gesture recognition」を選び、次の通り操作
してください。
注意：ジェスチャー認識には機器を設置している周辺の光量が測定条件を満たしている
ことが必要となります。満足していない場合、機器画面に相当するアラームが表示されま
す。画面のガイダンスに従って機器の設置位置を調整するか周辺の光量を強くしてくださ
い。



工場出荷時の初期設定ではマニュアル印刷モードになっています。マニュアル印刷もしく
は自動印刷モードを選ぶことが出来ます。
1>設定インターフェースで「プリント設定」を選択します。
2>「自動プリント」を選択すると、自動的に印刷します。

注意：ジェスチャー認識には機器を設置している周辺の光量が測定条件を満たしていることが必要となります。満足し

ていない場合、機器画面に相当するアラームが表示されます。画面のガイダンスに従って機器の設置位置を調整する

か周辺の光量を強くしてください。
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4.自動印刷設定



Visbodyは、定期的なオンライン更新を通じてシステムの先進性を維持します。デバイス
に更新プロンプトが表示された場合は、プロンプトに従って更新してください。更新中は
デバイスの使用を一時停止してください。更新中に問題が発生した場合は、Visbodyの
公式サイトen.visbody.comにログインし、[ダウンロードセンター]から[Visbody FAQマニ
ュアル]をダウンロードしてください。
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5. 更新



上記の概要で不明点がある場合、次のチャネルからサポートを受けることができます。
Visbodyの公式ウェブサイトhttps://en.visbody.comにログインするか、オンラインカス
タマーサービスに相談するか、公式ウェブサイトの[ダウンロードセンター]からダウンロ
ードしてください。
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6.製品の説明書の電子バージョンを取得する




