
マグネットリング / Magnet Ring 

■付属リングの使い方 / How to Hookring and Magnet ring 

■水場で使用する際の注意 / Use caution when using in water

■充電方法 / How to recharge ■LEDライトを調光する / Adjusted the LED light

フックリング / Hook Ring

取付方法 / How to install

ボール
ジョイント

①
②

スクリュー

スマートフォンホルダーの外しかた / How to remove the Smartphone mount

■専用アプリ 「Is_CAM」のインストールと本体のセットアップ / How to install App Is_CAM and set up

■グネグネWi-Fiカメラ本体のセットアップ / How to set up

■専用アプリ 「Is CAM」の使い方 / How to use the "Is CAM" App
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基本的な使い方/ Basic Use

1回のタップにつき複数枚の画像を撮影する / Take several photos at once

カメラの名称を変更する / Change the camera name

マウントの背面の溝にあわせ、
ボールジョイントをカチッとい
う音がなるまでスライドさせ取
り付けます。

ボールジョイントに
スクリューを被せます。

スクリューを反時計回りに
回し、軸受けを緩め、
マウントとスクリューを持
ちながらボールジョイント
を引き出します。

タブを押しながら
矢印の方向に
引っ張ります。

ボールジョイントをカメラ本体の軸受けに
しっかりはめ込みます。
はめ込んだらスクリューをしっかりと時計回りに回し、
適切な角度で固定してください。

スマートフォンをホルダに取り付けます。
ホルダのアームを両サイドからしっかりと締め、
動かないことを確認の上、ご使用ください。
装着後はデバイスが落下することがないように、
振ったり逆さまにならないよう使用してください。

しっかり
押す 引く

グネグネWi-Fiカメラ
TUNEWEAR Snake Cam with Smartphone mount

グネグネWi-Fi
カメラ本体

USB充電アダプタ ツールボックス

スマートフォンマウント

フックリング マグネットリング

ボールジョイント

スクリュー

■セット内容 / Set items ■各部の名称と説明 / Description of the parts
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本製品を修理・改造・分解
しないでください。
感電、やけどまたは動作不良
などの原因になります。

本製品のグリップ部は
防水仕様ではありません。
水濡れは火災・感電の原因
となります。ご注意ください。

温度が高くなる場所に放置
しないでください。
内部の部品の故障、本体の
変形の原因となります。

湿度の高い場所で使用
しないでください。
製品の故障の
原因となります。

使用する際は必ず
お守りください

マニュアル /製品保証書

注意 ：  記憶装置類（データを書き込み保管する固定や移動装置）
のデータ保証は一切できませんので、必ずバックアップを行ってご使
用ください。また本製品の故障またはその使用上生じた直接的 ・ 間接
的な損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。

開発元によって供給されないハードウェアとソフトウェアの組み合わ
せにより、本製品が仕様に一致しない場合は保証いたしません。また、
本製品に起因する付帯的および派生的な損害についての一切の責任
は負いません、フォーカル / テクニカルサポートの責任者による書面
の変更通知がない限り、明示、黙示を問わず、他の保証書に置き換え
られるものではありません。

本製品のサポートおよび修理は、フォーカルポイント株式会社（以下フォーカル）が下記の場合行います。

1）保証期間内の製品でメーカーが現存する場合
2）弊社が同メーカーの代理店で、修理修復業務を代行している場合

修理について
製品はメーカーの厳正な動作テストを行った上で出荷しておりますが、万が一故障の場合は以下の手順で修理をお申し込みください。

1）　弊社Webページ http://www.focal.co.jp/からご連絡ください。
2）　製品をお買い上げ時の箱、もしくは製品が保護される十分な梱包 ※ の中に入れ、保証書のコピーを添えて送料元払いで弊社テクニカルサポート係までお送りください。
　　※ 十分な梱包とは、弊社が販売時に製品を梱包した製品保護と同等の物

　　〒 107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 4F
　　フォーカルポイント株式会社　　テクニカルサポート係

3）　ご購入日より90日以内または定められた保証期間内であれば、無償で修理調整いたします。また、ご購入後7日以内に弊社にて製品の
不具合が認められた場合にのみ新品と交換いたします。（初期不良交換の場合は領収書やレシートなどによる証明が必要です）

ただし次の場合には保証期間中でも有償となりますので、予めご了承ください。なお、本製品の保証は日本国内のみで有効です。

1）誤った使用や不注意により事故または破損が生じた場合
2）改造また使用者の責任に帰すると認められる事故または破損が生じた場合
3）火災天災により事故または破損が生じた場合
4）ご使用中に生じる外見上の変化（小さなキズなど）が生じた場合
5）保証書のご提示がない場合
6）購入者以外が使用したことにより故障した場合

商品には万全を期しておりますが、万が一破損、
不良品などの不具合がございましたら右記の
Webサイトからご連絡ください。

輸入販売元 : フォーカルポイント株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 4F
Tel:03-6447-2987　※お電話での受付は原則行っておりません。

www.focal.co.jp

保証内容 期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合
には、左記の製品保証規定に基づき無償で修
理を行います。

保証期間 ご購入日
について

保証対象となる
箇所

ご購入日より90日以内

グネグネWi-Fiカメラ
※その他のパーツは製品保証外です。

販売店印が無い場合には、お買い上げ時のレ
シートやお客様の控えなどご購入日の証明とな
る物を必ず大切に保管してください。 ご購入日
が不明な場合には保証期間または保証期間対
象であっても有償での対応となる場合もござい
ます。

製品保証書

カメラとうまく繋がらない場合
■トラブルシューティング

■製品保証書

カメラからの画像が見られない場合

OFF ①
②

ON

+

−

M
ini USB

③

①LEDインジケーター 
②電源スイッチ
③グリップ

④
④ライト調光ダイヤル

⑥

⑤カメラ

⑦

⑦Phoneホルダー

①LED indicator
②power
③grip
④LED light
⑤camera

⑥mini USB
　充電コネクター

⑥mini charging 
   via USB
⑦iPhone holder

LEDインジケーター

① 始めに、グネグネWi-Fiカメラ本体に電源が入っているか確認してください。
② iPhone、iPod、iPadのWi-Fi設定画面で「Is_CAM」と接続しているか確認してください。
　 接続できていない場合はWi-Fiを再度設定してください。
③ Wi-Fi電波がキャッチできない場合は、カメラ本体とiPhoneを近づけるなど、
　 ベストな電波状態で接続を試みてください。
④ グネグネWi-Fiカメラ本体のWi-Fi電波到達距離は最大約70mです。
　 iPhone、iPod、iPadとの間にはなるべく大きな遮蔽物のない環境にてお使いください。
⑤ 本製品はiOS5.1以降に対応しています。それ以前のバージョンを
　 お使いの場合はOSをアップデートしてください。

① グネグネWi-Fiカメラ本体が十分に充電されているか確認してください
② カメラに汚れが無いかどうか確認し、汚れている場合は柔らかい布で拭くなどして清掃してください。
③ 見たい被写体との距離を適切にとるようにしてください。
　 撮影距離が約10-20cmの距離の物を最適に映し出すことができます。
④ カメラから送られてくる画像が薄暗い場合はLEDライトの輝度を上げてください。

初期不良や
同梱品欠品の場合

Wi-Fi接続時に点灯します。

充電時に青色に点灯します。

⑤

電源をONにするとランプが
緑色に点灯します。
赤色ランプが点灯した場合は
充電してください。

引く

グリップの下部のゴム蓋を外し、
miniUSB端子に
USB充電アダプタを接続します。

撮影対象やその付近にあるネジなどの小物を
引き寄せたり、磁力を帯びた物体に
固定することができます。

上図の様にカメラ先端の溝に取り付けます。

手の届かない狭い場所の撮影をしながら
手で簡単に拾えないものを引っ掛けて
取り出す事に役立ちます。

ライト調光ダイヤルを回すことで
無断階で先端の4灯の
LEDライトの輝度を
調整することが可能です。

iTunes app store、もしくはGoogle Playにて下記QRコードを
読み取り、専用無料ソフトウェアをインストールしてください。

「設定」アプリからWi-Fiの
設定を開き、「Is CAM」に
接続してください。
接続を確認したら
インストールした「Is_CAM」
アプリを立ち上げてください。

アプリを立ち上げた際、Is_CAMの
Wi-Fiの電波が繋がっていない
場合は左図のような接続中画面が
表示され、接続されている場合は
カメラで写っている画像が
映し出されます。

カメラ本体の電源を「ON」にします。
内蔵電池が十分充電されているか
確認してください。
十分充電されている場合は
LEDランプが緑色に点灯します。
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2回タップすると画像を「写真」appに
保存することが可能です。

カメラからの映像が表示されている状態で
1度タップします。

上下のインフォメーションを消すことができます。

インフォメーションが表示されている状態で
右上のブックマークをタップします。

インフォメーションが表示されている状態で
右上のブックマークをタップします。

環境設定で「Name of the camera」
をタップします。

接続しているカメラの名前をタイプして
変更することが可能です。

数字を選ぶことで一度のタップにつき
1、3、5の指定枚数で写真を撮影することが可能です。

+

−

環境設定で「Number of photos to take at once」 
をタップします。

本製品は防水、防塵の保護等級であるIP67規格を取得しているので、
水深1mの場所で30分間浸漬しながらの撮影が可能です。
グリップ部は防水仕様となっていないため、図のように
グリップ部は水に浸さないようお使いください。

Make sure the smartphone is tightly 
secure in the cradle prior to use. 
Do not shake or turn upside down.

Rotate the screw 
counterclockwise to loosen.
Carefully pull the ball joint 
out while holding 
both the mount and screw.

/ LED indicator

Slide the ball joint in along 
the back side of mount until 
it snaps into place.

Attach the screw 
over the ball joint.

While pinching 
the tabs, slide 
the ball joint off.

Push the ball joint into the body 
of Snake Cam.After it's attached, 
rotate the screw clockwise 
to close and adjust the angle of the cradle.

Lamp turns blue when 
fully charged.

Lights up red indicating 
the need to recharge.

Install the free app from the iTune App store or 
Google Play.Read the QR code listed below.

Turn on the power. 
Check that the battery is 
fully charged. When the battery 
is full, the LED light will be green.

Using the smartphone, 
select "Is CAM" in the 
Wi-Fi connection found 
in the Settings menu, 
then open the Is_CAM app.

When the Is_CAM app launches, 
if Wi-Fi is connected properly 
the screen shows the image 
from camera. If the connection 
is not good, the screen will show 
the image on the upper left.

Take off the rubber cover 
at the bottom of grip. 
There is a mini USB socket 
for charging via USB.

There is a dial for adjusting 
the strength of the LED light. 

Use for picking up small screws 
or metal materials, or stick and hold 
magnetically on other magnets.

Use the hook to retrieve small items 
in unreachable spaces while viewing 
through Snake Cam.

Install by snapping around the edge 
of camera as per the photo above.

This product is IP67 certified to be waterproof and dust resistant. 
The camera can be used for 30 minutes at a water depth of 1 meter. 
However, the grip part is not waterproof. 
Please hold the grip above the water as demonstrated in the picture.

Tap the screen when it shows 
the image from camera.　

When the information appears, 
tap the bookmark on the upper right side.

When the information appears, 
tap the bookmark on the upper right side.

Choose "Name of the camera" 
in the settings menu.

Type a new name and change 
the name of the connected camera.

Choose "Number of photos to take at 
once" in the settings menu.

Choose the number of photos.

You can delete information from 
the top and bottom of the screen.

To save a photo, double tap the screen 
and the picture will be saved in the App.

Hook ring Magnet ring

Ball joint

Screw

Mount for Smartphone

Snake Cam

Charging 
via USB

Tool box

Lights up green when 
the power is on.

※Is_CAMは2013年11月現在、静止画のみ記録可能です。アプリの内容はバージョンアップされる可能性があります。

× 1

× 1 × 1

× 1

× 1

× 1 × 1

× 1

iOSデバイス用ダウンロード Android用ダウンロード

Two optional rings are included / 
製品には2種類のオプションリングが付属しています。


