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はじめに
IPEVO DO-CAM USB書画カメラは資料をキャプチャし、USBでコンピューターへリアルタイムの映像をス

トリームングすることができます。軽量で折り畳みができるので、持ち運びにも便利です。

DO-CAMの開梱

カスタマーサービス
Email: cs-jp@staff.ipevo.com

IPEVO DO-CAM
USB 書画カメラ
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1. 箱を開けDO-CAMを取り出します。 2. ゴム製のバンドとパッドカバーを取り出します。

※パッドカバーとバンドは持ち運ぶ際にDO-CAMを保

護するために再利用できます。



各部の名称と働き

   回転ボタン：
   このボタンを押すと映像の上下 が逆
   になります。

   カメラ：
   800万画素カメラ。カメラヘッド
   は上向き、または下向きにするこ
   とができます。

   アーム：
   アームを調節してカメラの高さや
   位置を変更します。

   本体：
   USBケーブルを収納すること
   ができます。

   USBケーブル：
   取り出してPCのUSBポートに接
   続します。

   ベースプレート：
   DO-CAMを安定させます。

   カメラリフトハンドル：
   カメラヘッド部分を持ち上げる際に
   使用します。

   LEDインジケーター：
   映像出力時に光ります。 



セットアップとPCへの接続
全てのIPEVO書画カメラと同様にDO-CAMもプラグインプレイに対応しています。セットアップは簡単で

す。

2. ベースプレートを抑え、DO-CAM全体を立た
    せます。

3. USBケーブルを解き、PC（Mac Windows 

      Chromebook）のUSBポートへ接続します。

1. カメラ部分を持ち上げます。

4. 本体、アーム、カメラヘッドを調節しカメ
    ラを適切な位置に固定します。これで準備
    完了です。



Safety Information
Federal Communications Commission (FCC) Statement 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction 
manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could 
void the authority to operate equipment.
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of 
other channels is not possible.

VCCI-B
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

以下の場所での製品のご使用ならびにご保管はできる限りお控えください。

長くお使いただくために

・暑い場所や熱を発するものの近く
・ 蒸気または油煙の多い場所
・ 湿度の高い場所
・ 砂埃、もしくは塵の多い場所

!

ソフトウェア上でDO-CAMを使用する
DO-CAMは一般的なUVCカメラです。UVCをビデオソースとして認識する多くのソフトウェアのカメラと

して使うことができます。しかしDO-CAMをフル活用するためにはIPEVO Visualizerのご利用をお勧めし

ます。Visualizerにはビデオ録画、画像撮影、ピクチャーインピクチャーなど、レッスンやプレゼンテー

ションに便利な機能がございます。

DO-CAMをSkype、Zoom、Google Hangoutsなどの他社製オンライン会議ソフトウェアで使用する場

合、IPEVO CamControlと組み合わせて使用することで、回転、露出、フォーカスなどの基本的なカメラ

設定を調整することができます。

https://www.ipevo.jp/software/download/detail/Visualizer
https://www.ipevo.jp/docam.html#download

