P1

ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] iPhoneとWiFi接続

STEP1 》
WiFi PODZ™の電源をいれてく
ださい。ランプが青く光ります。
ウォームアップに15秒ほどかかり、
通信が可能になると点滅し始めます。

※バッテリー残量が少なくなると、
WiFi接続が不安定になることが
あります。その場合には、フル充
電後に再度お試しください。

STEP3 》

3. SSIDを選択後、半角数字でパス
ワード「123456789」を入力すると
IONカメラと接続できます。
WiFi設定を選択し、「WIFIPODZ」と
いうSSID（ネットワーク名）を検索し、
選択します。

!注意!
注意!
WiFi PODZ™のファームウェアが最
新でない場合、 iONアプリ起動時に
下図の表示が出ます。「Start」をタップ
すると、ファームウェアを更新できます。
後で更新する場合は、「Later」をタッ
プしてからアプリを終了させてください。
詳細はP2「WiFi PODZ™のファーム
ウェア更新」をご覧ください。

STEP4 》
①パスワード「123456789」を入力し、
②「Join」をタップすると接続します。

①

②

STEP2 》
iPhoneの「設定」を選択します。

STEP5STEP5-1 》
接続されたことを確認します。

P2

ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] iPhoneとWiFi接続（続き）
WiFi PODZ™のファームウェア更新

STEP5STEP5-2 》
iON アプリの「Dashboard」画面から
もWiFi接続されたことを確認できます。
※WiFi接続エラーが発生した場合は、
カメラ本体、iONアプリ、およびiPhone
本体を再起動してください。

!注意!
注意!
3. SSIDを選択後、半角数字でパス
ワード「123456789」を入力すると
ファームウェア更新作業
ファームウェア更新作業には
更新作業には十分
には十分な
十分な
IONカメラと接続できます。
バッテリー残量
以上推奨）
バッテリー残量（
残量（33%以上推奨
以上推奨）が必
要です。
です。
下図が表示されたら、バッテリー不足
です。「OK」をタップして、バッテリーを
充電後、改めてファームウェアの更新
を行ってください。

WiFi PODZ™
PODZ™のファームウェア更新
ファームウェア更新 STEP 1 》
WiFi PODZ™のファームウェアが
最新でない場合、 iONアプリ起動時
に下図の表示が出ることがあります。
「Start」をタップすると、ファームウェ
アがダウンロードされ、更新が始ま
ります。

［後で更新する場合］
「Later」をタップし、iONアプリを終了さ
せてください。次回のアプリ起動時にこ
の画面が出ます。※iONアプリの機能
をスムーズに利用できるよう、速やか
にファームウェアを更新されることをお
すすめいたします。

WiFi PODZ™
PODZ™のファームウェア更新
ファームウェア更新 STEP2 》
左図の表示が出たら（ファームウェアのダウ
ンロード完了）、「Quit APP」をタップしiON
アプリを終了させます。その後、WiFi
PODZ™とカメラ本体の電源をOFFにしてく
ださい。
カメラ本体とWiFi PODZ™を再起動すると、
自動的にファームウェアの更新が行われま
す。WiFi PODZ™の青いランプが点灯した
状態になりますので、青いランプが自動的
に消えるまでお待ち下さい。更新には約2分
かかります。
！WiFi PODZ™の
の青いランプが
ランプが自動的に
自動的に
消灯するまで
消灯するまで、
するまで、 カメラ本体
カメラ本体（
本体（電源ボタン
電源ボタンや
ボタンやス
ライドバーなど
の操作、
ライドバーなど）
など）とWiFi PODZ™の
操作、
MicroSDカード
カードの
カードの抜去は
抜去は絶対にしないでく
絶対にしないでく
ださい。
ださい。
WiFi PODZ™の青いランプが自動的に消
えたら、ファームウェアの更新は完了です。
カメラ本体とWiFi PODZ™を再起動すれば、
通常通り使用できます。
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ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] iPhoneで動画を見る、保存する

Files (ファイルを
ファイルを見る） 》
①iONアプリのiON画面を開きます。

②

②右上にある更新ボタンをタップすると、カメラ内に保存されているファイルが
表示されます。

③
高解
像度

低解
像度

※デュアルファイルレコーディング機能により、1つのデータにつき、2つのファ
イルが表示されます。ひとつは高解像度のファイルで、FHDまたはHDと表示
されます（設定による）。もうひとつは低解像度のファイルです。カメラからのダ
ウンロードに時間がかからず、スマートフォン等ですぐに視聴する際は低解像
度のファイルが適しています。 SNS等へのアップロードも素早く行えます。
③ファイルをタップすると再生されます。
※動画は低解像度で再生されます。
※データが正しく表示されない場合は、再度更新ボタンを押してください。
更新ボタンを押しても表示されない場合は、カメラ本体、iONアプリ、および
スマートフォンを再起動してください。

①

Files （保存）
保存） 》
①
④
②
③
①iON画面で「Select」ボタンをタップし、②‘Save to album’を選択します。
③ファイルを選択し、④｢Select｣ボタンをタップします。
⑤「New Album」を選択し、アルバム名をつけるとダウンロードが始まります。
※高解像度で動画をご覧いただけます。

⑤
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ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] リアルタイムストリーミング／リモート撮影

リアルタイムストリーミング / リモート写真撮影
リモート写真撮影
▼写真撮影
①Remote画面を開き、②カメラボタンを
選択します。③パワーボタンをタップしま
す。アングルを調整し、④シャッターボタ
ンをタップすると、写真を撮影できます。

②

iONカメラのとらえている画像をリアルタ
イムで見ることができます。

③

④

！撮影前のカメラアングル調整に最適で
す。
（写真撮影時はストリーミング映像は見
られません）

①

※WiFi接続中は、本体の
での操作は出来ません。

ボタン

※ Gセンサー（自動回転機能）、タイムラ
プス撮影には対応していません。

リアルタイムストリーミング / リモートビデオ撮影
リモートビデオ撮影
▼ビデオ撮影

②
①

写真撮影と同様に、Remote画面を開きます。 ビ
デオボタンを選択し、パワーボタンをタップします。
アングルを調整し、①緑色のStartボタンをタップ
すると録画を開始し、ボタンが赤色になります。
②赤色のStopボタンをタップすると、録画を停止
します。
iONカメラのとらえている映像をリアルタイムで見
ることができます。
！撮影前のカメラアングル調整に使用できます。
（録画中はストリーミング映像は見られません）

※ストリーミング時の画角は常に170°で表示されます。
（解像度 FHD1280×960 設定時の画角）
下記解像度での撮影データは、ストリーミング映像より画角が狭くなります。
FHD 1920×1080 127°
HD 1280×720 150°

※WiFi接続中は、本体のスライドバーでの操作
は出来ません。
※Gセンサー（自動回転機能）には対応していま
せん。

P5

ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] 設定を変更する

Settings （設定）
設定） 》
「Settings」でiONカメラの設定を変更できます。
①「Settings」をタップし、②設定を変更したい項目をタップします。

②

■Social Media
SNS（Facebook, Youtube, iON Cloud）へのアップロード
■Remote Settings （※設定の詳細はP5をご参照下さい）
・Photo Settings（写真設定）
・Video Settings（ビデオ設定）
・General Settings（一般設定）
■Wi-Fi Settings
SSID（ネットワーク名）の名称変更

①

■Firmware Update
WiFi PODZ™ ファームウェアのアップデート
詳細は以下をご参照ください。（※PDFファイルが開きます。）
http://www.iontheaction.jp/ion/WiFiPODZ_Firmware_Update_iphone.pdf
Support （サポート） ＞ Mac用ドライバ&ファームウェア ＞
iPhoneでのWiFiPODZファームウェアアップ手順

Social Media （SNSへの
SNSへのアップロード
へのアップロード）
アップロード） 》
iONカメラで録画した映像をアップロードすることができます。
「Settings」 ＞ 「Social Media」
■Facebook
■Youtube
■iON Cloud
SNSへのアップロードについての詳細は、以下をご参照ください。
http://www.iontheaction.jp/ion/User-Guides.html
（※PDFファイルが開きます。）
Support （サポート） ＞ ユーザーガイド ＞
Facebook & YouTubeアップロード （iONアプリ）
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ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] 設定を変更する

写真設定、
写真設定、ビデオ設定
ビデオ設定、
設定、一般設定 》
「Remote Settings」から、以下の項目を変更できます。
「Settings」 > 「 Remote Settings」
［Photo Settings （写真設定） ］
■Resolution （写真解像度）
・16MP ： 4608 x 3456 pixel （ソフトウェアによる拡張）
・5MP ： 2592 x 1944 pixel
・3MP ： 2048 x 1536 pixel
・VGA ： 640 x 480 pixel
■Mode （写真撮影モード）
・Single ：通常のシングルショット
・Burst ：1秒間に10枚の写真を連続撮影
・Time Lapse ：インターバル撮影（5/10/30/60秒間隔を選択）
［Video Settings］
■FHD Resolution （フルHD解像度）
・1080P ： 1920 x 1080 (16:9), 30 fps (127°)※初期設定
・960P ： 1280 x 960 (4:3), 30 fps (170°)
■HD Resolution （HD解像度）
・720P60 ： 1280 x 720 (16:9), 60 fps (150°)※初期設定
・720P30 ： 1280 x 720 (16:9), 30 fps (150°)
［General Settings］
■TV Type （テレビタイプ）
PAL / NTSC ※通常は「NTSC」を選択してください。
■Auto Power Down （自動電源オフ）
Off / 1min / 3min
■Auto Rotate （Gセンサー：自動回転機能）
On / Off ※通常はoff設定をおすすめします。
■Date & Time （日付＆時刻）
日付と時刻をスマートフォンに合わせます。
設定画面で、「Sync」→「OK」の順にタップします。
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ION AIR PRO WiFi クイックユーザーマニュアル
- [ iONアプリ ] 設定を変更する

WiWi-Fi Settings （SSID名称変更
SSID名称変更）
名称変更） 》
「Wi-Fi Settings」でSSID（ネットワーク名）を任意の名称
に変更できます。

①

「Settings」 > 「Wi-Fi Settings」

②
③

① 「New SSID」をタップして、任意の名称をアルファベッ
トや数字で入力します。
②「New Password」をタップして、パスワード（8桁以上の
アルファベットや数字）を入力します。
③確認のために②で入力したものと同じパスワードを入
力します。

