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■設置場所の構造、電波の状態など様々な要因により通信の切断および通信距離や映像・音声の品質の変動や、
表示および操作に影響が出る場合があります。手順通りの反応がない場合は、再度同じ操作をする・しばらく待
つ・アプリやカメラの再起動などをお試しください。

■本書の内容は必要最低限の簡易的なものです。記載内容以外の設定、操作は自己責任において行ってください。

■本書に記載している FinalCam、その他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こる
いかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。

■本書に記載している内容は、アプリの更新などで変わる場合があります。

ご使用の前にお読みください

■分解、改造は絶対にしないでください。けがや火災・故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。

■本製品は使用中に熱をおびます。肌に密着したり、狭い場所や風通しの悪い場所では使用しないでください。
■本製品は非防水です。故障の原因になりますので水に濡れる状態で使用したり、濡れた手で製品を触ったり
しないでください。

ご注意

ver.1.0

付属品

Wi-Fi 操作簡易説明書 /製品保証書

使用環境の準備：Wi-Fi 操作には以下をご用意ください。

+

工場出荷時Wi-Fi 接続用パスワード 12345678

カメラ操作に必須。スマートフォン インターネット接続環境 アプリのダウンロードに必須。

■本製品とスマホとの通信半径は、電波状態の良い場合でも最大で約15ｍと限定されています。通信範囲外に
移動すると映像や音声は止まります。

USBケーブル・HDMI ケーブル・ACアダプター・スタートアップマニュアル・本書

①App Store で「finalcam」と検索、または
QRコードアプリで上のコードを読み込みます。

①Play ストアで「finalcam」と検索、またはQRコードアプリで
上のコードを読み込みます。ブラウザはPlay ストアを選びます。

②「インストール」をタップします。指示された通りにアカウントの設
定を完了します。

④ダウンロード、インストールします。

③アプリのアクセス項目が表示されます。ご確認後、「同意する」を
タップします。

②ダウンロード、インストールします。

iPhoneiPhone AndroidAndroid

カメラ用アプリ(FinalCam) のインストール

Wi-Fi ペン型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『Final Cam』(ファイナルカム )

ACアダプタ付モデルACアダプタ付モデル

製品同梱の「スタートアップマニュアル」と一緒にお読みください。
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①カメラ本体の電源をオンにします。
起動が完了するまで5秒程お待ちください。

②　　　 ボタンを押します。

③数秒後、カメラのステータスランプが薄緑色に
点滅します。

④設定→Wifiをタップします。

⑤「ネットワークを選択…」の一覧から、「C11」を
タップします。

⑥パスワードを求められるので12345678と
入力します。

⑦「C11」にチェックが付いていれば接続成功です。
(カメラのステータスランプは点灯に変わります )
⑧インストール済みの「FinalCam」を起動します。

①カメラ本体の電源をオンにします。
起動が完了するまで5秒程お待ちください。
②　　     ボタンを押します。
③インストール済みの「FinalCam」を起動します。

⑨「Camera is Connecting…」と数秒間表示後
初期画面が出ると登録完了です。

初期画面 (Camera List)

⑧「Camera is Connecting…」と数秒間表示後
左の画面または直接カメラ視野が表示されます。

スマホとカメラの接続～カメラの登録スマホとカメラの接続～カメラの登録
AndroidAndroidiOSiOS

画面右上の「+」アイコンをタップします。

再読込み再読込み

④画面右上の「+」アイコンをタップします。

⑤一覧から、「C11」を選びます。見つからない場合、
右上の再読込みをタップしてください。

⑥パスワードを入力します。12345678

⑦入力後「Add」をタップ。

準備：製品同梱の「スタートアップマニュアル」をお読みいただき、
あらかじめmicroSDHCカードのセットと充電を完了してください。
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①タップします。
②画面をタップします。

画面はAndroid 版です。
ライブビューに音声は入りません。
(保存動画は音声付 )

画面はAndroid 版です。
ライブビューに音声は入りません。
(保存動画は音声付 )

ライブビュー画面ライブビュー画面

iOS 版iOS版

※アプリを立ち上げた直後に
ライブビュー画面が表示され
る場合がります。

※写真はAndroid 版

※1：Android 版は写真解像度を
下限 (１M)に設定しないでください。
接続が強制解除されます。

押してから録画を
開始すると右下に
表示されます。

※2：Android・iOS版ともに
タップしないでください。
接続が強制解除されます。

録画ボタンを押すと、「●REC」表示が点滅します。
再度押すと停止します。

写真ボタンを押すと、数秒後「Downloading…」と
表示されます。

アイコンを押すと、アイコンが赤くなり、周囲の動きを検知して自動的に録画します。
スマホへの動画保存は録画と同じです。

※3：明るさ調整はライブビューのみ。
保存動画・写真は影響しません。

不使用不使用

※iPhoneはWi-Fi を 2ページの手順
   通りに「C11」に接続しておきます。

※写真は全てハメコミ合成ですライブビュー (カメラ視野 )画面ライブビュー (カメラ視野 )画面

ライブビュー画面での撮影ライブビュー画面での撮影

※シャッターが遅いのでご注意ください。「Downloading…」
表示中に実際に撮影します。

P.4

P.6

P.4

P.4

録画：録画：

写真：写真：

動体検知動体検知

初期画面へ戻る初期画面へ戻る

写真解像度　　写真解像度　　

写真
解像度
写真
解像度

写真写真

設定1設定1

ダウン
ロード
ダウン
ロード

ダウンロード済
写真・動画一覧
ダウンロード済
写真・動画一覧

録画録画 音声音声

動体検知動体検知

日時表示日時表示

カメラの登録が済んだ状態で「FinalCam」を起動します。

明るさ　　明るさ　　※3※2

※1

不使用不使用

停止方法：
レンズを床に向けるなど、周囲の動きをなくしてから　　 を押す。止まったら　　 アイコンを押す。

不使用不使用

Android 別途ダウンロードが必要。
別途ダウンロードが必要。iOS

スマホへの動画保存

iOS
Android 直接アプリの「Images」にダウンロード。

直接 iOSの「写真」にダウンロード。

スマホへの動画保存

WDR
アプリ起動時にアイコンが赤い (オン )
場合があります。実際はオフ状態です。

※気になる場合は２回タップ (オン→オフ )
して白い状態に戻してください。
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※写真は iOS版

不使用不使用

カメラ名カメラ名

初期画面初期画面

ファイルのダウンロード・選択ファイルのダウンロード・選択

P.6

P.7

P.6

P.3

P.4

ボタン操作で撮影した写真や動画、スマホで撮影した動画を見るには、各ファイルをダウンロード
します。
※Android 版で写真を撮影した場合→自動的にFinalCamの「Picture」→「Images」に保存されます。
※iOS版で写真を撮影した場合→→→自動的に iOSの「写真 (アルバム )」に保存されます。
※ダウンロードした動画はカメラのmicroSDHCカードから消去されます。(コピーではなく、移動です )

ボタン操作で撮影した写真や動画、スマホで撮影した動画を見るには、各ファイルをダウンロード
します。
※Android 版で写真を撮影した場合→自動的にFinalCamの「Picture」→「Images」に保存されます。
※iOS版で写真を撮影した場合→→→自動的に iOSの「写真 (アルバム )」に保存されます。
※ダウンロードした動画はカメラのmicroSDHCカードから消去されます。(コピーではなく、移動です )

お気に入りお気に入り

写真写真

写真・動画写真・動画

動画動画

ダウンロードダウンロード

ライブビューライブビュー

ダウンロード済
写真・動画一覧
ダウンロード済
写真・動画一覧 設定2設定2

PicturePicture

全部選択全部選択

削除削除

設定1設定1

カメラの
登録解除
カメラの
登録解除

①ライブビューまたは初期画面の
　　アイコンをタップします。

④初期画面に戻り、左下の「Picture」を
タップ。

⑤任意のフォルダをタップ。(⑥へ )⑤任意のフォルダをタップ。(⑥へ )

②一覧表示の中から、ダウンロードしたい
ファイルをタップします。

③左側の「ダウンロード」アイコンをタップ。
ダウンロードが開始されます。
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10140001.MOV

一覧へ戻る一覧へ戻る

再生・停止再生・停止

再生動画の
明るさ
再生動画の
明るさ 前のファイル前のファイル 次のファイル次のファイル 再生音量　再生音量　※
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画像を長押しすると、編集メニューが表示されます。
(Android は画面下に表示されます )
編集画面では複数の画像を　 で選択できます。

画面をタップすると、
下に編集メニューが
表示されます。

画面をタップすると、
下に編集メニューが
表示されます。

※Android 版はアプリでの再生中音声が出ません。MX Player など別アプリでは
音声を再生できます。

ファイルの再生・削除ファイルの再生・削除

一覧へ戻る一覧へ戻る

お気に入り
チェック
お気に入り
チェック

お気に入り
チェック
お気に入り
チェックシェアシェア

動画再生
ループ設定
動画再生
ループ設定

この動画を
削除
この動画を
削除

この写真を
削除
この写真を
削除

全部選択全部選択

削除削除 お気に入りお気に入り

　動画　　動画　

　写真　　写真　

⑥一覧から、再生したい画像をタップ。

画像
長押し

4ページからのつづき

※Android 版
写真のみ

シェア　シェア　※

■シェア
Android 版では、　　を
タップするとメールやオン
ラインストレージ、SNSサ
ービス等に写真をアップロ
ードできます。
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設定1設定1

ライブビューまたは初期画面の
　　アイコンをタップします。

Camera Name(カメラの名前 )

ライブビュー 初期画面

任意の名前 (半角英数5文字以上 )に変更できます。

Camera Passwords( パスワード ) 任意のパスワード(半角英数8文字以上 )に変更できます。
※新しいパスワード、確認用パスワードを入力します。

※パスワードを忘れた場合は、別紙「スタートアップマニュアル」
→HDMI 接続→「Wi-Fi パスワード表示」をご覧下さい。

Auto recording( 起動時に録画 ) 本体とアプリをそれぞれ再起動後、自動録画します。

microSDHCカードをフォーマットします。(全て消去されます )

G-Sensor sensitivity( 不使用 )

Factory Reset( 設定初期化 )
※パスワードは初期化されません

TV Mode( 不使用 )

Recording interval( 動画分割 )

Video quality( 画像解像度 )

Format(フォーマット )

Advanced settings

カメラの情報Camera Info

Full HD (1920×1080px) 30FPS
720p (1280×720px) 60FPS
WVGA (848×480px) 60FPS
VGA (640×480px) 60FPS

オフ ( 不使用 )
3分
5分
10分

設定画面の右上に　　または「SAVE」表示がある項目は、変更後にアイコンや「SAVE」をタップして保存して
ください。(一旦カメラとのWi-Fi 接続が解除されます )

保存が必要

保存が必要
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日本テクニカル株式会社 技術サポート　〒334-0013　埼玉県川口市南鳩ケ谷 4-8-6

サポートメール ：support@takumi-brand.com

本製品に関するお問い合わせ

ドライバ・設定ツール・その他　匠ブランド 小型カメラのサポートページ
http://www.takumi-brand.com/　　「匠ブランド」で検索
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カラー

写真解像度

動画圧縮形式

メモリ容量

本体サイズ

連続録画時間

防水仕様

ブラック/シルバー

12M/10M/8M/5M/3M/2M

H.264

microSDHCカード (別売 ) 最大32GB

約約30×118×20mm(W×H×D)

最大約70分 ( ファイルが複数作成されます。）

なし

1080p/720p/480p

MOV

30FPS(1080p)/60FPS(720p・480ｐ）

約 50g

リチウムイオン電池

約3時間

iOS8、Android4.2 以降・Windows7～10

動画解像度

動画フォーマット

フレーム数 (FPS)

本体重量

電源

充電時間

対応OS

製品スペック

※写真は iOS版設定2設定2

設定保存設定保存

容量割り当て容量割り当て

削除写真選択削除写真選択

削除動画選択削除動画選択

初期画面の「Settings」アイコンをタップします。

写真と動画のスペースを設定できます。
容量を変更した後は、「Save」をタップ。

スマホ撮影した写真のダウンロード先を
iOSの「写真 (アルバム )」に指定します。
※必ずオンにしてください。

ストレージ管理ストレージ管理

写真保存先 (iOSのみ )写真保存先 (iOSのみ )

言語言語

バージョン情報バージョン情報
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【1】初期不良期間および保証期間について
 A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
 B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとしま

す。
 C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
 D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上

のスペック品の交換とさせて頂きます。
 E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、

有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。）
【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生
じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
 A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
 B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
 C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
 D. 改造等の保証外動作を行った場合。
 E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
 F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
 G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
 H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
   I．極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
【3】免責事項
 A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持

は一切保証いたしません。
 B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
 C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利

益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わな
いものとします。

 D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製
品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した
直接かつ通常の損害に限るものとします。 

 E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発
売元はその対応義務を負わないものとします。

保証規約

領収書・納品書（コピー）添付欄

製品保証書
■製品番号　NCP03830223-A0/NCP03840223-A0
WiFi ペン型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『Final Cam』( ファイナルカム )

お買い上げ日
（商品到着日）

購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となり
ますので、必ず大切に保管をお願いします。

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

販売店記載欄 製品保証期間
（製品到着日より）

1ヶ月

お名前

ご住所

 お電話番号

様

〒

※

お
客
様


