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簡易取扱説明書
キーレス型ビデオカメラ

■各部名称
「Shooter」（シューター）

■ 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン 
 操作行ってください。

■ 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用 
 ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。

■ LEDライトの交換はできません。

■ バッテリー容量が少なくなると、動画にノイズが混じる場合があります。
■ 簡易録音は環境によりノイズが混じる場合があります。

■ 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になり 
 ます。

■ 撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。

■ 使用中は本体が発熱しますので肌に密着させたり、狭いスペースでの使用はおやめください。

■ 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

■ キーボタンを押すとダミーキーが勢いよく開きます。お取扱いには十分ご注意ください。

■ 録音は150分を過ぎましたら必ず停止してください。充電がなくなるまで録音を続けます 
 と、最後のファイルが消失する可能性があります。

【付属品】本体・USBケーブル・取扱説明書 /保証書・キーホルダー
※製品のデザインや仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用前に必ずお読み下さい。！ 使用上のご注意

※ microSDHCカードは別売りです。

準備
microSDHCカード（別売）をmicroSDHCカードスロットにセットします。

例：2015 年 1 月 20 日 12 時 34 分 0 秒に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル ( メモ帳 ) を PC で作成します。( すべて半角・改行しません )
②2015/01/20/12/34/00 Y　（空白は半角スペース）
　非表示にする場合は末尾の「Y」を「N」にします。
③setdate.txt というファイル名で保存します。
④本製品をPC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに setdate.txt をコ
ピーします。
⑤本製品をPC から取り外し、再度電源をON で設定完了です。

日時の設定 ※表示・非表示の設定ができます。

本製品に記録した各ファイルをPC に移動して動画プレイヤー等で再生します。
①本製品の電源を入れてUSBケーブルを使用し、PCにつなぎます。
②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本
製品を選び、｢‘USB 大容量記憶装置’はコンピュータから安全に取り外すことができます。｣と表
示されてから外してください。

PCとの接続 Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

充電 ご使用前に、必ず充電を行ってください。USBケーブルを使用してください。
①電源OFFのままACアダプターまたはパソコンにUSB端子につなぎます。
②接続すると「ステータスランプ」が青点灯で充電を開始します。
③2～3時間で充電が完了します。完了すると「ステータスランプ」が消灯します。

例：1920×1080px に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル ( メモ帳 ) を PC で作成します。( すべて半角・改行しません )
②0
③moviesizeset.txt というファイル名で保存します。
④本製品をPC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位
ルートにmoviesizeset.txt をコピーします。
⑤本製品をPC から取り外し、再度電源をON で設定完了です。

動画サイズの設定 ※撮影サイズの設定ができます。

設定 サイズ
0
1
2

1920×1080
1280×720
640×480

＜動画サイズ 早見表＞

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記URL のサポートページよりダウンロードできます。
http://www.takumi-brand.com/ の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。
( 使用方法は同じ場所にあるPDF マニュアルをお読みください )

例：4032×3024px に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル ( メモ帳 ) を PC で作成します。( すべて半角・改行しません )
②0
③photosizeset.txt というファイル名で保存します。
④本製品をPC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位
ルートに photosizeset.txt をコピーします。
⑤本製品をPC から取り外し、再度電源をON で設定完了です。

写真サイズの設定 ※撮影サイズの設定ができます。

設定 サイズ
0
1
2
3

4032×3024
2048×1536
1920×1080
1280×720

＜写真サイズ 早見表＞

電源ボタン

モード切替ボタン

録画・写真・録音
開始 /停止ボタン

ステータスランプ

カメラレンズ

キーボタン
（ダミーキーが開きます）

リセットボタン

キーホルダー
取付位置

USB端子マイク

ＡＣアダプタ付モデル
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録画中ランプは消灯します。
撮影開始 ：①「ステータスランプ」赤点灯（録画スタンバイモード）時に「録画・写真・録音　 
  開始 /停止ボタン」を1回押します。
  ②「ステータスランプ」赤が5回点滅→消灯し、録画が開始されます。
停止 ：①「録画・写真・録音　開始 /停止ボタン」を1回押すと録画を停止します。
  ②「ステータスランプ」赤が点灯し、録画スタンバイモードになります。

動画撮影

録画中ランプは消灯します。 （最長40分まで撮影可能）
撮影開始 ：①「ステータスランプ」赤・緑交互に点灯（動体検知録画スタンバイモード）時に「録画・
写真・録音 開始 /停止ボタン」を1回押します。
  ②「ステータスランプ」黄が5回点滅→消灯し、動体検知録画が開始されます。
停止 ：①「録画・写真・録音　開始 /停止ボタン」を1回押すと動体検知録画を停止します。
  ②「ステータスランプ」赤・緑が点灯し、動体検知録画スタンバイモードになります。

動体検知録画

リセット ：動作に不具合が起きた場合はリセットボタンの穴に楊枝のような細い棒入 
  れ、リセットボタンを押してください。
ローバッテリー時の動作 ）FFO源電（。すまし灯消→滅点回02が緑」プンラスターテス「：
SDカード未装着時 ）FFO源電（。すまし灯消→滅点回02に互交が黄・赤」プンラスターテス「： 

リセット・その他

WEB カメラソフトは付属していません。別途ご用意ください。
①本体の電源OFFにしてUSBケーブルを使用し、PCにつなぎます。

。すましし押長を」ンタボ影撮/源電「、後識認にCP②
③お持ちのWEB カメラソフトを開くとWEB カメラとして認識します。

WEBカメラ

録音開始 ：①動画撮影 /録音スタンバイモード時に「録画・写真・録音　開始 /停止ボタン」を 
  長押しします。
  ②「ステータスランプ」黄が点滅し、録音が開始されます。
停止 ：「電源 /撮影ボタン」を1回押すと録音を停止します。

簡易録音 録音中点滅を続けます。

写真撮影 ：①「ステータスランプ」緑点灯（写真撮影スタンバイモード）時に「録画・写真・録 
  音　開始 /停止ボタン」を1回押します。
  ②「ステータスランプ」が緑が点滅し、写真を撮影します。

写真撮影 ボタンを1回押すと3枚撮影します。

電源ON  ：①「電源ボタン」を長押しします。
  ②「ステータスランプ」赤点灯で録画スタンバイモードになります。

。すましし押長を」ンタボ源電「①：  FFO源電
  ②「ステータスランプ」が消灯し電源OFFになります。
※スタンバイモードの状態で何も行わないと約30秒で「ステータスランプ」が消灯し、電源が
OFFになります。

電源操作 待機状態になるまではボタン操作は受けません。

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

ドライバ、設定ツールその他　　　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

モード切替ボタンについて

交互点灯
赤緑

点灯
赤

点灯
黄

点灯
緑ボタンを

押すごとに
変わります。

【録画】【録画】

【動体検知録画】【動体検知録画】

【録音】【録音】

【写真】【写真】

カラー

動画解像度度

動画フォーマット

フレーム数

写真解像度

メモリ容量

本体サイズ

電源

連続録画時間

連続録音時間

防水仕様

ブラック

■1920×1080px ■1280×720px ■640×480px

MOV 動画圧縮形式 H.264

本体重量 約47g 

対応OS Windows7、8

■1920×1080px/ ～ 30FPS ■1280×720px/ ～ 60FPS ■640×480px/ ～ 60FPS

■4032×3024px ■2048×1536px ■1920×1080px ■1280×720px

microSDHCカード（別売）※最大32GBまで対応・Class10推奨

約71×38×16mm（W×H×D)

リチウムイオン電池　500mAh

■1920×1080/ 最大約70分 ■1280×720/ 最大約90分
■640×480/ 最大約90分（ファイルが複数作成されます）

最大約150分（ファイルが複数作成されます）

なし

製品スペック

モード切替ボタン


