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クイックスタートガイド 

 
 
詳細情報については、

www.fasmedo.com にアクセス
するか、右の QR コードを 
スキャンしてください。  

FM-100 メディカム 

http://www.fasmedo.com/
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1.  パッケージの内容 

 

 

 

 

 

 

 

2.  外観説明 

 

 

 

 

 

3.  メディカムを使用する 前に 

A. 初めてメディカムを使用する前に、少なくとも 4 時間

バッテリーをフル充電しておいてください。 

B. 他製品のケーブルやアダプターを使用しないでくださ

い。 

C. コンピューターで充電することはお勧めできません。 

○1  

○2  

○3  
○5  

前面 背面 

○6  

○7  
○8  

○9  

○4  

1. レンズ 

2. LED 

3. ヒンジ 

4. 電源ボタン 

5. フロントホルダー 

6. バッテリーカバー 

7. 録画ボタン 

8. スピーカー 

9. USB-C ポート 

10. 出荷時設定 

リセットボタン 

1.  

1. クイックスタートガイド 

2. 表示領域校正表 x 1 

3. メディカム本体 x 1 

4. 革製カバー付きプラスチック

製鋼板 x 1 

5. 18650 バッテリー x 2、電源ア

ダプター x 1 

6. 電源ケーブル付きバッテリー

充電器 x 1 

7. ブルートゥースペダル x 1 

8. タイプ C ケーブル x 1 

9. 予備用革製カバー x 1 

10. ベルト x 1 

○2  

○3  ○4  ○5  

○6  

○7  

○8  

○9  

○10  

○10  

○1  
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4.  バッテリーを挿入する 

コインを使用して、下端からカバーを取り外します。

「+」と「-」の印に注意しながら、「+」側を下にして、1

個のバッテリーを慎重に挿入します。カバーを取り付け

て、所定の位置にはめ込みます。 

5.  オプションのフロントホルダーを取り付け

る/取り外す 

取り付け：下部アームを下部溝に挿入し、

上方向に所定の位置にはめ込みます。 

 

取り外し：フロントホルダーを上部溝か

ら引き出して取り外します。 

5.1 ベルト（オプション）の取り付け方 

A. 革製カバーをフロントホルダーから取り外します。 

B. フロントホルダーの中央にあるネジを締めます。 

C. フロントホルダーの側面をベルトの穴に挿入します。 

D. 革製カバーをフロントホルダーに戻します。 
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6.  メディカムの電源を入れる 

A. オン/オフ：電源ボタンを 3 秒間押し続けて、 

メディカムの電源をオン/オフにします。電源 

をオンにすると、LED が緑色に点灯します。 

B. LED：LED のさまざまな状態については、電源ボタンを

押し切り替えしてください。（低 - >中 - >高 - >オフ - >

繰り返し）録画時は LED を点灯させることをお勧めし

ます。 

7.  メディカムをアプリに接続する 

（iPad がすでにメディカムとペアリングされている場合

は、手順 8 に進んで下さい。） 

7.1 アプリをダウンロードする 

App Store で、「MediCam（メディカム）」を検索して、

アプリをスマートデバイス（スマホ、タブレットなど）

にダウンロードします。 

7.2 メディカムをペアリングする 

開始画面に空白のリストが表示されます。 

画面の右上隅にある[+]アイコンをタップして、 

電源ボタン 
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メディカムを追加します。 

7.3 設定 

スマートデバイスで、Wi-Fi とブルートゥースが有効にな

っていることを確認します。 

A. 新しいメディカムが見つかったら、リ

ストの新しいメディカムをタップし続

行します。 

B. 「Join MediCam’s network（メディカム

のネットワークに参加する）」を確認

します。 

C. スマートデバイス上に撮影する領域のプ

レビューが表示されます。 

8.  動画の撮影方法 

録画を開始する前に、「View Area Calibrator（表示領域校

正表）」を快適な作業距離（通常約 30cm）の近くに置

き、次に撮影する領域に合わせてレンズを調整します。

（ヒンジの調整可能角度は、約 0～78 度です。） 

色分けされた撮影領域ガイドを使用して、どのズームレ

ベルを希望するか選択します。（狭い、中程度、広い） 

8.1 録画ボタンをクリックする 
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録画ボタンを押し録画を開始し、もう一度

押すと録画が停止します。（高ピッチ音が

録画開始、低ピッチ音が録音停止。） 

8.2 アプリの画面をタップする 

プレビューモードでは、赤い録画ボタンをタップして、

動画や写真を撮影することができます。 

8.3 ペダルを使用する 

A. ペダルを使用する前に、少なくとも 3 時間フル充電し

ておいてください。 

B. 電源スイッチを押して、設定用ペダルに電源を入れます。 

C. ブルートゥースに接続して、ペダルをペアリングしま

す。「Bluetooth Music Pedal（ブルートゥース音楽ペダ

ル）」を選択して、接続します。 

D. ペアリング中は、ペダルの LED が複数の色で点滅しま

す。ペアリングが完了すると、LED は点滅を停止しま

す。（赤い LED が点滅しているときは、ペダルを充電

してください。） 

E. 動画を撮影する場合は左のペダル、写真を撮影する場

合は右のペダルを使用してください。 

9.  デバイスの設定 

録画ボタン 
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プレビュー画面で、右上隅にあるツールアイコン（ ）

をタップして、動画/写真の表示を設定します。 

 

 

 

 

 

10. メディカムの動画/写真を管理する 

10.1 メディアファイルをメディカムから PC に保存

する 

A. メディカムを PC に USB ケーブルで接続します。 

B. メディカムの電源を入れ、内蔵メモリカードに保存さ

れているメディアファイルにアクセスします。 

C. PC で動画（VIDEOS フォルダー）と写真（PHOTOS フォ

ルダー）を表示し、必要なファイルを表示／保存する

ように選択します。 

10.2 メディアファイルをアプリからスマートデバ

イスに保存する 

A. 開始画面で、ギアアイコン（ ）をクリックして、
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「Manage Photo and Video（写真および動画を管理す

る）」をタップして、必要なファイルをスマートデバ

イスに保存します。 

 

B. または、プレビューモードで、フォ

ルダーアイコンをタップして、必要

なファイルをスマートデバイスに保

存します。 

10.3 ファイルを削除する 

ファイルが PC またはスマートデバイスに保存された

ら、メディカムのファイルを削除して新しいビデオを録

画するためのスペースを確保します。 

11. ライブストリーミング 

ライブストリーミングの使用を開始する前に、セルラー

4G 対応スマートデバイスを入手し、スマートデバイスを
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セルラー4G ネットワークに接続してください。（セルラ

ー契約は含まれていません） 

11.1  ライブイベントを開催する 

（デフォルトの視聴時間は 1,000 時間です。 

視聴時間にて累積されます。） 

A. アプリで動画ストリーミングを視聴している

ときは、「Live（ライブ）」をタップして、

ライブ放送に切り替えます。 

B. アプリは、「Prepare live streaming…（ライブストリー

ミングの準備をしています…）」と表示します。その

後、「Started live streaming…（ライブストリーミング

を開始しています…）」と表示します。 

C. ライブストリーミングが開始されると、共有コードが

届きます。「Share（共有）」アイコン（ ）をタップ

して、友人と共有します。 
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11.2 ライブイベントを視聴する 

A. すべての招待されたユーザーは、ライブイベントを視

聴する前に、メディカムアプリをダウンロードする必

要があります。 

B. 「Live Events（ライブイベン

ト）」をタップして先に進み、

[+]アイコンをタップして、ライ

ブイベントを追加し、受け取った

共有コードを入力します。 

C. ライブイベントがリストに追加されます。緑色のライ

トは、イベントが現在開催中であることを示します。 

D. ライブイベントをタップすると、視聴者はライブスト

リーミングビューに移動します。再生コントロールは

ありません。「X」アイコンをタップして終了しま

す。 
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12. ボタン／LED の機能 
モード 前面 LED の動作 

電源オン 

起動中：高速点滅 

アイドル時：バッテリー残量 20 %以上     、 

バッテリー残量 20 %未満 

録画中 
バッテリー残量 20 %以上：低速点滅  
バッテリー残量 20 %未満：高速点滅 

Wi-Fi 未接続 
バッテリー残量 20 %以上：低速点滅 
バッテリー残量 20 %未満：低速点滅 

充電中 
バッテリー残量 100 %未満：低速点滅 
バッテリー残量 100 % 

電源オフ 消灯： 

メモリが一杯 低速点滅 

13.  安全に関する注意事項  

1. デバイスにより生成されるワイヤレス信号は、医療機

器（ペースメーカーまたは補聴器など）の干渉または

誤動作を引き起こす可能性があります。メディカムを

慎重に使用してください。 

2. メディカムは、身体装着型デバイスの比吸収率

（SAR）の制限を満たすように試験されています。EU

の最大許容レベルは 2.0 W/kg ですが、メディカムはこ

の値より低くなっています。 

3. 視力低下を防ぐため、LED を直接見ないようにしてく

ださい。 
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。 

4. メディカム専用に設計または承認されたメディカムア

ダプターまたは充電器のみを使用することをお勧めし

ます。 

5. メディカムを火やヘアドライヤー、電子レンジ、その

他の電気器具を含む他の熱源にさらさないでください 

6. いかなる理由があっても、本デバイスを分解しないで

ください。 

7. デバイスの接続部、接続部、またはボタンに物を無理

に押し込まないでください。コネクターがうまく挿入

できない場合は、一致してない可能性があります。 

8. メディカムにスプレークリーナーを使用しないでくだ

さい。システムに損傷を与える可能性があります。 

14. 規格および規制 

 

 

 

電話：+886-2-2517-0160 

6F, No.160, Sec. 2, Nanjing E. Rd., 

Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan 

https://www.fasprosystems.com 

All rights reserved© 2018 Faspro Systems Co., Ltd. 


