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 匠ブランド THE パートナーシリーズ 

 『SECURE PRO』（セキュアプロ）製品マニュアル 

 



 
［重要なお知らせ］ 
 

この製品は、日常生活防水（3気圧）です。日常生活防水とは、雨や汗程度の防水機能ということで、「30m潜

れる」ということではありません。 

一般的にダイビングで使用する時計の場合は、200m（20 気圧）以上の防水機能が必要とされています。 

下記の使用方法に従って正しくご使用ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB 接続部のキャップ（A）はマイク部のキャップ（B・C）より、少し高さがあります。 

防水防塵効果が損なわれる危険がありますので、交互に使用することはできません。 

※区別に注意してください。 
 

C：音声をより正確に録音・撮影する場合、このキャップのご使用おすすめします。 

この場合以外はほこりや液体の内部への浸入を防ぐため、B のキャップをご使用下さい。 
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Ⅰ. 構造の説明 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 名称 概要 

1 
30FPS/60FPS/録音切替 

音楽モード：前曲/音量+ 

各モード切り替えに使います（音楽モード切替時は 3 ボタンと同時押

し）・音楽モードでは、前のトラックにスキップします。音量を上げるに

は、長押しします。 

2 プラグ接続部 USB ケーブル・イヤホンのコネクターを接続します。 

3 音楽モード：次曲/音量- 

各モード切り替えに使います。（音楽モード切替時は 1 ボタンと同時

押し）・音楽モードでは、次のトラックにスキップする。音量を下げる

には、長押しします。 
4 トリムリング 装飾リング 

5 ステータスランプ 内蔵の赤、緑、青の 3 色のライトでステータスの表示をしています。 

6 マイク 音声を拾うために使用します。 

7 時間調整 時計の時間を調整するために使用します。 

8 
電源/30fps 撮影 

音楽モード：再生/停止 

電源 ON/OFF はキーを長押しします。 

記録モードでは、撮影開始、停止します。 

音楽モードでは、再生、停止します。 

9 レンズ 撮影するために使用します。 

Ⅱ．取扱説明書 

【電源の ON/OFF】 

●電源 ON 

A. （８）ボタンを長押し（2 秒程度）し、ボタンを離すと初期化します。 

B. 初期化が完了すると、赤のインジケータライトが点灯します。 

C. 待機モードになります。 

 

注意：不具合の原因になりますので、初期化中に操作をしないでくだ

さい。 

 

●電源 OFF 

A. （８）ボタンを長押し（2 秒程度）し、ボタンを離します。 
B. インジケータは、消灯します。 
 

◆本製品の作動中に電源を切る場合は、ファイルが自動的に保存されます。 
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【モード切り替え】 

●本製品は、記録モードと音楽モードの切り替えを(1)と(3)ボタンを同時に長押しして切り替えます。  

１、記録モード：30FPS 撮影（赤ランプ）・60FPS 撮影（ピンクランプ）・録音（青ランプ）を(1)ボタンで切り替えます。 

２、音楽モード（緑ランプ）：MP3、WMA、WAV などが再生可能。(1)と(3)ボタンで音量調整と選曲操作をおこないます。 

●切り替え方法 

１. 記録モード‐‐>>音楽モード 

各モード待機中に（1）と（3）のボタンを同時に長押して（3 秒程）、ボタンを離します。（緑ランプに変わります） 

２. 音楽モード‐‐>>記録モード 

音楽モード中に（1）と（3）のボタンを長押して（3 秒程）、ボタンを離します。（赤ランプに変わります） 

注意：カメラ本体に音楽ファイルがない場合、音楽モードへの切り替えできません。  

【動画撮影】※モード切替は別紙補足説明書を参照してください。 

動画撮影は 30FPS・60FPS の 2 種類を選択して撮影することができます。 

◆ファイルのサイズとセキュリティを確保するために、システムが自動的にファイルを 15 分ごとに保存され、

録画を続行します。メモリがいっぱいになると、自動的に古いファイルから上書きされ、録画し続けます。 

◆システムの電力を節約するために、5 秒後、ステータスランプが自動的に消灯します。ステータスの確認 

は一度いずれかのボタンを押してください。 

◆ボタン操作はステータスランプの表示中に行ってください。 

◆十分な照明と、カメラがブロックされていないことを確認して被写体に対し正しい方向に 50cm 以上離れて

撮影すると、明確で、安定した画像が撮影できます。 

 

● 30FPS 撮影  

A. 待機モード中（赤ランプ点灯中）に（8）のボタンを押します。  

B. 赤ランプが点滅し、録画を開始します。 

C. ステータスランプ点灯中（赤ランプ点滅）に、もう一度（8）のボタンを 

押すと、待機モードになり、録画を停止し、ファイルが保存されます。 

● 60FPS 撮影  

A. 待機モード中（ピンクランプ点灯中）に（8）のボタンを押します。 

B. ピンクランプ点滅が点滅し、録画を開始します。 

C. ステータスランプ点灯中（ピンクランプ点滅）に、もう一度（1）ボタンを 

押すと、待機モードになり、録画を停止し、ファイルは、保存されます。 
 

【ボイスレコーダー】 

ファイルのサイズとセキュリティを確保するため、自動的にファイルを一定時間ごとに保存し、録音を続行しま

す。メモリがいっぱいになると、自動的に古いファイルから上書きされ、録画し続けます。 

◆防水キャップを使用されている場合、良好な録音をするためにマイク部分をブロッ  

クしないようにしてください。 

◆システムの電力を節約するために、5 秒後、ステータスランプが自動的に 

消灯します。ステータスの確認は一度いずれかのボタンを押してください。 

◆ボタン操作はステータスランプの表示中に行ってください。 

●録音方法 

A.待機モード中（青ランプ点灯中）に（3）のボタンを押します。 

B.青ランプが点滅し、録音を開始します。 

C.ステータスランプ点灯中（青ランプ点滅）にもう一度（3）のボタンを押すと、待機モ ー

ドになり録音を停止し、ファイルはが保存されます。 
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【音楽モード】  

記録モード‐‐>>音楽モード 

待機モード中に（1）と（3）のボタンを同時に長押して、音楽モードに 

切り替えます。（緑ランプ点灯） 

A. 再生/一時停止：（8）のボタンを押すと音楽再生。 

  もう一度押すと一時停止。（緑ランプが点滅） 

B. 再生音量を調整：音量は（1）または（3）のボタンを長押し。 

 

C. 前または次の曲へスキップ：（1）または（3）のボタンを押す。  

【PC カメラ】  

対応 OS は Windows のプログラムでスタンダードカメラとして使用できます。 

 

本体電源 OFF の状態で、USB 接続部（2）に USB ケーブルを接続し、PC に接続します。 

Disk Protect のダイアログボックス内の switch to PC-camera を選択すると、 

PC カメラモードに切り替えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お持ちの PC カメラのアプリケーションでも認識できるようになります。 

注意： 対応 OS （Windows Me/2000/XP/Vista/7）の場合、PC カメラドライバは不要です。 

【リムーバブルディスクとしての使用方法】 

A. 本体電源 OFF の状態で、USB ケーブルにて PC に接続します。 

  “マイコンピュータ”→“リムーバブルディスク”を開きます。 

B. 動画ファイルのディレクトリ：リムーバブルディスク\VIDEO 

C. オーディオファイルのディレクトリ：リムーバブルディスク\VOICE 

D. 取り外すときは、PC 右下隅の USB マークをクリックし｢‘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

出てから外してください。 

注意：本製品は、動画・静止画・ボイスレコーダー・WEB カメラなど、

各モードをコントロールする為に内部アプリケーション（OS のようなもの）で管理しています。電源投入時にア

プリケ―ションが起動し、起動後にモードの判別をしており、約１０秒～１５秒ほどメモリー認識に時間がかか

ります。認識が不安定な場合は、一度リセット処理を実行してください。（操作ボタン＋モードボタンで電源も

オフの状態となります）  

 

【リセット】 

動作が不安定、あるいは正しく動作しない場合はリセットをしてください。 

（1）と（8）のボタンを同時に長押しします。（同時に電源がオフとなります） 
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【リムーバブルディスクのパスワード設定】 

本製品はリムーバブルディスクにパスワードを設定することによって、不用意に他人に閲覧、コピー、変更や

削除をされることから防ぐことができます。 

本体と PC を接続すると、2 種類のドライブが表示されます。 

 

1 つ目は DVD ドライブ（Disk Protected）2 つ目はリム―バブルディスクです。パスワードを設定している場合

は 2 つ目のリムーバブルディスクは表示されません。 

注意：1 つ目の DVD ドライブ（Disk Protected）は読み取り専用ですので書き込みはできません。 

 

パスワードの問題

新しいパスワード 

パスワードの解答

確認用パスワード

● リムーバブルディスクのパスワード設定方法 

１.本体と PC を接続し、1 つ目の DVD ドライブ（Disk Protected）を 

ダブルクリックします。 

２.［Create Password（パスワードを作成）]ボタンを 

クリックします。 

３.右記の画面で、パスワードとヒントの問題と解答を 

入力しパスワードの設定を完了します。 

注意：パスワードの問題と解答を忘れてしまいますと暗号化された 

ままになってしまい、リムーバブルディスクをご使用できなくなります。  

 

● リムーバブルディスクの復号化 

パスワード設定後、本体と PC を接続して、表示された画面（Disk 

Protect）に設定したパスワードを入力すると複合化します。 

  

●パスワードをお忘れになった場合 

パスワード設定後、本体と PC を接続して、表示された画面の 

Disk Protect をクリックします。［Forget Password]をクリックし、 

右記ウィンドウにパスワードの問題と問題の解答を入力すると 

パスワードのリセットを完了します。 

注意：パスワードの問題と解答を忘れてしまいますと暗号化されたままになってしまい、リムーバブルディスク

をご使用できなくなりますので、お忘れにならないようお気をつけください。 

 

●パスワードの変更と解除 

本体と PC を接続し、表示された画面の Disk Protect をクリック、 

［Modify Password（パスワードの変更）］をクリックします。 

現在のパスワードを入力し、変更する場合は新しいパスワードを入力、 

解除する場合は[Old Password]の欄以外は空欄にし、［Modify（変更）］ 

をクリックします。  

 

【表示日時の設定】 

本体と PC を接続して、表示された画面の Disk Pritect をクリックします。 

［Adjust Date & Time（日時の設定］をクリックすると、再生画面右下隅 

に日付と時刻が表示されます。 

［Adjust（調整）］をクリックすると設定が完了します。 
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【充電】 

注意：本製品に付属されている AC アダプタ・USB ケーブル以外は使用しないでください。高温または異常を

感じた場合はアダプタを抜いてください。 

●AC アダプタ使用 

本体が電源 OFF の状態で AC アダプタを接続します。 

およそ 1.5 時間で、充電が完了します。 

 

●外部電源を使用 

長時間連続してご使用する場合、USB 接続をしたまま操作することが可能です。 

A.本製品の電源を ON にして、待機モード時に本製品と USB ケーブルまたは PC と接続をします。 

（通常の操作で録画・録音・MP3 プレイヤーの再生をすることができます。） 

※パイロットランプは消灯しません。 

B.外部電源を終了する場合、製品本体の故障防止のため、はじめに外部電源の供給を止め（USB ケーブル

を外す）、その後操作して下さい。 

外部電源を使用している時には製品本体の電源を切らないでください。故障の原因となります。 

 

【よくある質問】 

Q：電源ボタンを長押ししてもランプが点灯しません。 

A：充電がされているかご確認ください。AC アダプタや PC に接続をして充電をしてください。 

Q：赤、緑、青のランプが同時に点灯し、電源が切れました。 

A：メモリ容量の状態を示すもので、ファイルを保存して電源 OFF になります。 

※本取扱説明書は匠ブランドサポートホームページからダウンロードできます。 

http://www.takumi-brand.com/ 

【製品仕様】 

項目 仕様 

動画形式 AVI 

動画像符号化 MPEG 

動画解像度 640 x 480 30fps または 60fps 

プレイヤー オペレーティングシステムまたは主要なオーディオとビデオの 

再生ソフトウェア 

記録フォーマット MP3 

オーディオ形式 MP3、APE、WAV、WMA などのオーディオ形式 

USB ファンクション支援システ

ム 

Windows Me/2000/XP/Vista/7 

カメラ機能をサポートするオペ

レーティングシステム 

Windows Me/2000/XP/Vista/7 

充電電圧 DC-5V 

USB インターフェイス USB2.0 

ストレージサポート Nand flash 

バッテリタイプ 高容量リチウムポリマー 

タイムスタンプ 年/月/日/時/分/秒 

重量（本体） 約 115g 

 



製品保証書 

■ 製品番号 ECW00470031-A0 
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腕時計型マルチカメラ 匠ブランド『SECURE PRO』（セキュアプロ） 

 
お買い上げ日 

（商品到着日） 

 

ご芳名 
様   

ご住所 
 

※ 

お
客
様 

お電話番号 
 

〒 

 
 
販売店記載欄 

 
製品保証期間（製品到着日より） 

 ヵ月１  

この製品保証書は下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。  

※ 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。 
 
【保証規約】 
 
【1】初期不良期間及び保証期間について 

A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より１ヶ月間となります。 
B. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。 

C. 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。 

D. 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及び返送費用はお客様ご負担となります） 

※ただし、初期不良・保証期間内での交換及び修理対応を行った場合の保証期間は 

・元の製品の到着日より１カ月間 

・交換品の到着日より７日間 

のうちの長い方になりますのでご注意ください。 
【２】保証適用除外事項について 

次のような場合及び事項については、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． 防水機能のご使用上の注意を厳守されないご使用方法で浸水された場合。 

【３】免責事項 
A. いかなる場合においても、ハードディスク内に蓄積されたデータに関して、その保存及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. 製品及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、及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。 

F. 製品の故障、誤動作などの要因により、録音の消失や無録音などにおいて、発生した損害などの付随補償については、当社は一切その責

任を負いかねますので、予めご了承下さい。 

G. 製品の誤った使用により生じた損害、著作権の侵害などによる請求には、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。 
【４】音楽再生機能のご使用上の注意 
  音量を上げすぎないでください。大音量で長時間続けて聴くと、聴力に影響を与える可能性があります。 


