
⑸� 仕樣

(6) 製品関連認証

本製品は、日本国内でのみ使用できます。この機器から移動体識
別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場
合など、何かお困りのことが起きた時には、弊社サポートセンター
までお問い合わせ下さい。

7. サポート窓口
製造元：JIMMY STUDIO DESIGN
販売元：株式会社インクシス・ジャパン

(3)電池交換方法
フィンガーボールシャッター購入時、電池1個付属されています。
セットされた電池が少なくなると動作がスムーズでなくなる場合がある
ため使用している電池を交換して下さい。
①電池(CR2025)1個を準備します。
②フィンガーボールシャッターの電池カバーを取り外します。
③電池カバーから既存の電池を取り出し、新しい電池をセットします。
④取り外したカバーを取付けます。
⑤フィンガーボールシャッターボタンを押し状態表示ランプが一定間隔
で点滅(約15秒)すれば電池が正常的に交換されています。
(スマートフォンとペアリングされた場合には5秒間隔で点滅します。)
⑥状態表示ランプが一定間隔で点滅しない場合、セットした電池を再
度確認してください。

(4)シャッター使用時の注意事項
①製品に強い衝撃を加えたり製品本来の目的以外の使用及び改造等
を施さないで下さい。
②小さいお子様が誤って飲み込まないよう電池を交換する際など部品
等が手のとどかない場所で作業または保管して下さい。
③ボタン電池は決められた方法で廃棄して下さい。
④本製品を濡らさない様取り扱いには注意して下さい。
⑤本製品の保管温度-10℃～50℃を守って下さい。
⑥本製品及び付属品の紛失には注意して下さい。
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1. 製品構成� �(主要素材� �:� アルミニウム�)

2. 組み立ておよび取付方法
①お手持ちのスマートフォンや保護カバーの取り付け部に油脂等、付
着物をきれいに拭き取り、乾燥させます。
②フィンガーボールシャッターをディスク中央の穴に取り付けます。
粘着パッドの保護フイルムを剥がし、取り付け箇所につけます。

（数秒間押し続けて下さい）
※注意：しっかりと取付けられたか確認してからご使用ください。
特殊な表面（凹凸があったり粘着パットが貼り付かない表面など）ご使
用に不安がある場合は使用しないでください。

3. 取り外し方法
①フィンガーボールシャッターを取り外す場合にはゆっくりと片側に倒
す様に力を加えると外しやすいです。
②取り外した後、表面に付着物が残らないよう、取り除いて下さい。
粘着力が弱まった時は水でかるく洗い乾燥させると粘着力が復元します。
※最大数十回程度、脱着後でも再使用可能です。

4. さまざまなアクセサリに取付ける場合
          (カメラ三脚用ユニバーサルマウントISO 1222)
①フィンガーボールシャッターをディスクから取り外します。
②ディスクの中央の穴にアクセサリを取り付けます。

5. 注意事項
①本製品及び付属品は小さいお子様の手のとどかない場所でご使用・
保管して下さい。
②フィンガーボールシャッターをディスクから取り外したあと、紛失しな
いように注意して下さい。
③スマートフォンや保護ケース表面の材質が特殊な場合（凹凸があっ
たり粘着パッドが貼り付かない表面）は取り付けができなかったり、容易
に剥がれてしまう可能性がございますので、ご使用をお控えください。
④タブレットPC等、重量のある製品に取り付ける場合は必ず両手で操
作して下さい。
⑤本製品にはシンナーや有機溶剤類を使用しないで下さい。
⑥粘着パッドが汚れや傷により損傷された場合、粘着力が低下し購入
時の粘着力が復元てきない場合があります。
⑦クリスタルモデルをお使いの場合、製品のクリスタルがこわれたり損
傷しないよう、強い衝撃に注意して下さい。

6. フィンガーボールシャッター使用方法
(1) 各部 名称

�(�2�)ペアリング方法
l iPhone l
iPhoneは4S以降機器で使用可能です。

iPhoneとのペアリングは下記の通りフィンガーボールシャッターをペア

リングしてご使用して下さい(IOS7, IOS8)

①設定画面でBluetooth項目を選択し,BluetoothをONにします。
（Bluetoothを利用可能状態にします）
②Bluetooth設定画面で機器の検索状態にします。
③フィンガーボールのシャッターボタンを押すとペアリングモードに
なります。

（状態表示ランプが一定間隔で点滅します(約15秒間)）
④その他のデバイスに検索されたフィンガーボールシャッターが表
示されます。
 (例 Xelfie 48, Xelfie 154等) Xelfie 文字列 以後2～3ケタ数字が確認
できます。
⑤その他のデバイスに検索されたXelfieを押すとペアリングの為の
ポップアップが表示され、許可することでペアリングが完了します。
⑥正常にペアリングされるとフィンガーボールシャッターの状態表
示ランプが5秒間隔で点滅します。
⑦カメラアプリでテスト撮影ができれば、設定完了です。
l Android l
Androidは機種及びOSバージョンに影響されるので必ず機器の説明

書を確認の上設定して下さい。

（現在アンドロイドOS4.3以後バージョンをサポートしています）
対応機種にもかかわらずペアリングできない場合にはOSを最新バ
ージョンに再度設定してアップグレードして下さい。
ソフトウェアアップデート(OSアップグレード)に関してはおもちのス
マートフォン製造メーカーにお問い合わせ下さい。
Androidの場合下記の通りフィンガーボールシャッターをペアリングし

てご使用して下さい。

 ①設定画面でBluetooth項目を選択、BluetoothをONにします。
（Bluetoothを利用可能状態にします）
② フィンガーボールのシャッターボタンを押すとペアリング    待期
状態になって状態表示ランプが一定間隔で点滅します(約15秒間)。
③ Bluetooth設定画面で「検索」又は「対象機器検索」ボタンを押します。

名称
状態表示ランプ(LED)
ボタン(スマートフォンペアリング及びカメラ撮影)
電池カバー

番号
①

②

③

フィンガーボールシャッター ディスクコイン電池（CR2025)

④スマートフォンBluetooth 検索結果リストにフィンガーボールシャ
ッターが表示されます。
(例 Xelfie 48, Xelfie 154等) Xelfie 文字列 以後2～3ケタ数字が確認
できます。
⑤検索結果リストに検索されたXelfieを押すとペアリングされます。
⑥正常にペアリングされるとフィンガーボールシャッターの状態表
示ランプが5秒間隔で30秒間点滅します。.
⑦カメラアプリでテスト撮影ができれば、設定完了です。
※フィンガーボールシャッター未使用中はシャッターが自動的にス
リープモードになります。
スマートフォンのBluetoothがONの状態でシャッターボタンを1～2
回クリックすると再度ペアリングされます。

▶フィンガーボールシャッター状態表示ランプ

*ボタンを押してもLEDが作動しない時は、バッテリ問題がある
か故障が考えられます。

*注意事項*
(SAMSUNGのGalaxy S4, Note3等 
一部の場合)
フィンガーボールのシャッター
ボタンを押した時カメラズーム
機能が動作する場合画像のよ
うにカメラ設定を変更して使用
して下さい。

スマートフォンとペア
リング待機状態の時

スマートフォンとペア
リング状態の時

状態表示ランプが5秒間隔で
点滅します。

状態表示ランプが0.5秒間隔で
点滅します。
(15秒間点滅)

製品保証書

ㅣ保証基準ㅣ

保 証 タ イ プ

障害発生時
同一障害が2回発生時
同一障害が3回以上発生時
使用者の故意による故障

無償修理
保証期間内

保証範囲

無償修理
製品交換
有償修理

有償修理

有償修理
保証期間外

有償修理
有償修理
有償修理

有償修理製品を分解,構造,性能,機能を
改造して発生した故障及び損傷

正常的
使用状態

消費者の
故意及び過失

①本製品は規格・規定に承認の上弊社品質管理及び検査規定を合格して
出荷されております。
②Jimmy studio designは企業財政部告示 品目別 消費者 被害補償規定を遵
守します。
③本製品の品質保証期間は1年で、購入後1年以内に使用者の過失ではな
い製品の障害または故障の場合は無償で修理又は交換致します。
④品質保証期間内に下記のような状況が発生された場合には有償修理と
なります。
- 使用者の誤まりに依る故障発生時
- 製品を分解したり構造,性能,機能を改造して発生した故障及び損傷
- 製品本来の目的以外の使用に依る故障及び損傷
- 購入後落下及び浸水等の不注意による故障及び損傷
- 火災、水害地震等の天災その他あらゆる外部要因による故障及び損傷
ーお買い上げ年月日,販売店名の記入,又は領収書や保証書等保証開始時
期を証明するものがない場合
注意:サービスを必要とする場合、保証書の提示が必要となります。保証書は
再発行ができませんので大切に保管して下さい。
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