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同梱物

• AxisGOスポーツハウジング

• O-リング取り外しツール

• シリコンO-リンググリース

• クイックセットアップガイド

• リストストラップ

AxisGO スポーツハウジングをお買い上げいただきありがとう
ございます。 AxisGOは、iPhone®の写真とビデオ撮影を進歩
させる新しい可能性を開きます。キャプチャした画像は、ソー
シャルメディア、iMessage®、SMS®を介して友⼈や家族と共
有することもできます。
AxisGOを初めて使⽤する前に、次の⼿順と注意事項をお読み
ください。その他のヒントや情報については、AquaTechの
WebサイトおよびYouTubeチャンネルにてご覧頂く事もでき
ます。
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各部名称

サイドハンドルラッチ

レンズポート

ラッチリリースボタン ボタンマウント
ボリュームコントロール

背⾯クリアパネル

スリープボタン

ラバーバンパー
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AxisGOを初めて使⽤する前に、以下に説明するように⽔中テ
ストを実施して下さい。 0.3~0.9mの⽔深まで⽔没させる事
ができる任意の場所で⽔中テストを実施できます。テストす
る前に、O-リングが清潔で乾燥していることを確認してくだ
さい。 O-リングまたはAxisGOに損傷の兆候が⾒られる場合
は使⽤しないでください。交換⽤のO-リングキットは、お買
い求め頂く事が可能です。

テザーをリーシュ取り付けポイントに結び付けて、付属の
AxisGOリストストラップを取り付けます。図1に⽰すように、
サイドヒンジの位置にのみリーシュを取り付けます。ハンドル
を開いた状態でリーシュを取り付けるのが最も簡単な場合があ
ります。図2に⽰すように、メインO-リングが正しい位置にあ
り、良好な状態であることを確認します。

バックプレートを閉じ、サイドラッチをフロントロック機構に
巻き付けてロックし、ラッチを押し下げます。ラッチがロック
されていることを⽰す「カチッ」という⾳が聞こえ、ラッチリ
リースボタンが元の位置に突き出ているはずです。サイドハン
ドルラッチをしっかりと引き戻して、正しくロックされている
ことを確認します。

AxisGOの⽬視検査を実施して、バックプレート全体がフロント
セクションにしっかりとかみ合っていること、および密閉部分
のO-リングに⼲渉する破⽚やその他の物質がないことを確認し
て、しっかりと密閉されていることを確認します。バックプレ
ートとフレームの間の⼩さなギャップは正常です。

初期設定

O-リング

図2

図1

AxisGO
リストストラップ

3www.aquatech.net



AxisGOには浮⼒がないため、⽔域で使⽤する場合は常にリスト
ストラップまたはリーシュを使⽤してください。落下すると沈
みます。

AxisGOリストストラップを⼿⾸に取り付けたら、AxisGOを⽔
に浸すことができます。

1. AxisGOを持って、20秒間⽔に浸します。
2. AxisGOを⽔から取り出し、タオルで乾かし、内部に⽔が浸
透していないことを確認します。 AxisGOを上に向けてバッ
クプレートの端を確認し、次に下に向けてフロントポートの
端に⽔が浸透していないか確認します。バックプレートを開
くときに⽔がAxisGOに⼊る可能性があるため、これを⽔漏
れと混同しないでください。

3. ⽔の侵⼊がない事が確認できたら、⼿順1を繰り返
し、AxisGOを⽔中で30秒間保持します。

4. ⼿順2を繰り返します。⽔の侵⼊がない事が確認できた
ら、iPhoneを装着して撮影を開始する準備ができていま
す。テスト中にAxisGOに⽔が⼊った場合は、完全に乾かし
てから、ポートの取り付けと⽔中テストの⼿順を繰り返しま
す。⽔漏れが続く場合は購⼊先までお問い合わせ下さい。

iPhoneの装着

AxisGOの内部が完全に乾いていて清潔であることを確認して
ください。 iPhoneの画⾯から指紋やゴミを取り除きます。
AxisGO内のゴム製バンパーにiPhoneを挿⼊します。
クリアパネルを通して画⾯が⾒えるように、ホーム画⾯を上に
向ける必要があります。バックプレートを閉じる前に、メイン
O-リングに砂やその他のゴミが付着していないことを確認して
ください。

バックプレートを閉じる前にAxisGOから空気を排出するに
は、後部バックプレートを閉じてサイドハンドルをロックする
ときに、クリアパネルに圧⼒をかけます。 1本の指でiPhoneを
押すと少量の空気が除去され、⼿のひら全体を使⽤すると、よ
り多くの空気が除去されます。感度と⽔の⼲渉*は技術によって
異なるため、各アクションには異なる⻑所と短所があります。
通気されていないユニットは、タッチスクリーンを制御する際
の感度がわずかに低くなり、⽔の⼲渉に対する耐性が⾼くなり
ます。
完全に通気されたユニットは、タッチスクリーンの制御とナビ
ゲートがはるかに簡単になりますが、⽔の⼲渉を受ける可能性
が⾼くなります。これらの⼿法を試してみると、どの⼿法が⾃
分とアプリケーションに最も適しているかを確認できます。

AxisGOの空気抜き

注：AxisGOを使⽤する前にスクリーンプロテクターを全て取り
外すことを推奨します。
スクリーンプロテクターは、クリアパネルを介したタッチ感度
を低下させ、iPhoneの制御を困難にする可能性があります。

バックプレートを閉じて、サイドハンドルラッチをロックしま
す。バックプレートを閉じるときは、リーシュがヒンジやO-リ
ングに⼲渉しないように注意してください。
これで、AxisGOは⽔、雪、ホコリ、またはその他の環境で使
⽤できるようになりました。
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iPhoneは静電容量式タッチスクリーンを使⽤していますが、
これは⽔中では機能しません。AxisGOを⽔中で使⽤する
と、タッチスクリーンの機能が失われます。
⽔中に⾏く前に、カメラアプリが開いていることを確認して
ください。⾳量ボタンを使⽤して、カメラを起動したり、ビ
デオ録画を開始/停⽌したりできます。⽔⾯下に⻑時間滞在す
る場合（ダイビングなど）は、以下のヒントに従ってくださ
い。

AxisGOを⽔⾯から出すとすぐに、すべての設定を変更できま
す。

AxisGOを使⽤すると、iPhoneカメラアプリを完全に制御でき
ます。アプリを起動すると、簡単にキャプチャモードをスワイ
プしたり、フロントカメラとリアカメラを切り替えたり、写真
を確認したり、シャッターボタンを使⽤したり出来ます。画⾯
上のシャッターボタンだけでなく、⾳量ボタンのいずれかを押
すことで写真をキャプチャできます。⾳量⼤ボタンを押し続け
ると、写真のバーストを撮影することもでき、アクションの速
い瞬間に最適です。⾳量ボタンを使⽤して、ビデオ録画を開
始/停⽌することもできます。

AxisGO⽔中での使⽤

iPhoneカメラアプリ

AxisGOは背⾯クリアパネルを通してiPhoneのタッチスクリー
ンに完全にアクセスする事ができます。 iPhoneの繊細なタッ
チスクリーンを保護しながら、画像をキャプチャしてシームレ
スなエクスペリエンスで共有します。新しい背⾯クリアパネル
素材は、タッチスクリーンをナビゲートしながら、より応答性
が⾼く直感的なエクスペリエンスを提供します。

iPhoneを「機内モード」にすると、通話や通知によって写真
やビデオの撮影が中断されるのを防ぐことができます。被写体
のピントと露出をロックするには、⽬的の被写体のタッチスク
リーンを押し続けます。太陽の画像を上下にスライドさせて露
出を調整することもできます。画⾯をつまんでズームインまた
はズームアウトすると、カメラをズームできます。

タッチスクリーン
• iPhoneの「⾃動ロック」を「しない」に設定します。
• 設定 > ディスプレイと明るさ > ⾃動ロック
• 機内モードをオンにします。
• ⽔中で使⽤する前にカメラアプリを開いたままにします
• 最初に好みの撮影モードを選択します（写真やビデオな
ど）
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• 電話を機内モードのままにしておくと、バッテリー寿命が
節約され、ビデオや静⽌画のキャプチャを妨げる通話や通
知が停⽌します。

• 低電⼒モードをアクティブにして、バッテリー電源を使⽤
するバックグラウンドアクティビティの量を減らします。
設定 > バッテリー > 低電⼒モード

• iPhoneのロック画⾯からカメラアプリを使⽤するのが、不
要なときにカメラをスリープ状態に戻すための最速の⽅法
です。ロック画⾯から左にスワイプしてカメラアプリを開
き、終了したらホームボタンを押すだけです。

• フルパワーが必要ない場合は、iPhoneのディスプレイの明
るさを低く保ちます。 設定 > 画⾯表⽰と明るさ

• 不要な場合は、[⼿前に傾けてスリープ解除]をオフにしま
す。 [設定]> [画⾯表⽰と明るさ]> [⼿前に傾けてスリープ
解除]

• 電話を⽔上でのみ使⽤する場合は、[⾃動ロック]を1分に設
定します。 設定 > 画⾯表⽰と明るさ > ⾃動ロック

• ⽔深 10m / 33ft を超えないようにしてください。
• AxisGOにiPhoneを装着せずに、0.9m（3フィート）の
⽔深を超えないようにしてください。

• AxisGOは、常にリーシュまたは付属のリストストラップ
と⼀緒に使⽤してください。

• AxisGOを直射⽇光の当たる場所や30℃ / 86°Fの温度を
超える環境に保管しないでください 。

• 直射⽇光の当たる場所でiPhoneをAxisGO内に保管しない
でください。

安全情報

• 付属のリストストラップは、穏やかな⽔中での使⽤のみ
を⽬的としています。サーフィンや乱流の⽔で使⽤する
必要がある場合は 「AxisGOスポーツリーシュ」（別売
り）をお買い求め下さい。

• 窒息の危険性がある⼩さな部品が含まれています。 3歳
未満の⼦供には適していません。

お⼿⼊れとメンテナンス

バッテリー寿命のヒント
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• 使⽤後は、iPhoneを取り外してから、AxisGOを再度閉じ
て、真⽔でよくすすいでください。

• ラッチ機構とスプリングは、使⽤するたびに完全にすすぎ、
完全な動作を維持するようにしてください。

• 保管する前にAxisGOを乾かしてください。
• 涼しく乾燥した場所に保管してください。
• 摩擦を減らし動作寿命を延ばすために、リアメインおよびレ
ンズポートのOリングに定期的に付属のグリースを使⽤して
下さい。毎回少量のグリースを塗布する必要があります。

• ⽇焼け⽌めを背⾯クリアパネルに付着させないでください。
付着が避けられない場合は、出来る限り早くAxisGOから⽇
焼け⽌めを拭き取り、すすぎます。

• ⾶⾏機で旅⾏する場合は、旅⾏中にドームポートのアタッチ
メントをすべて取り外します。



我々は製品が最⾼品質の素材とワークマンシップの元で製造さ
れるようにあらゆる努⼒を払っています。
製品に問題が発⽣した場合に迅速に解決できるよう、購⼊元に
お問い合わせいただくことをお勧めします。当社の担当者が迅
速かつ断固とした対応をいたします。
多くのAquaTech製品は極端で過酷な環境で使⽤されることが
多いため、機器の紛失や損傷、⼈⾝傷害、または経済的損失を
補償することはできません。
これらの損失が発⽣するリスクを減らすために、関連する製品
の説明を注意深く読み、使⽤前に製品をテストすることを強く
お勧めします。

保証 – AxisGO – 1年間の製品保証

• iPhoneを取り外すときは、AxisGO内のゴム製バンパーイ
ンサートを動かさないように注意してください。ずれてし
まった場合は、交換⽤パックをお買い求め下さい。

• 背⾯クリアパネルを損傷する可能性のあるすべての鋭利な
物体をAxisGOから遠ざけてください。

• AxisGOに何かを取り付けるときは、取り付けねじ⽳を損
傷しないように、または貫通してAxisGOを損傷しないよ
うに、常に正しいサイズのネジが使⽤されていることを確
認してください。

製品保証の請求があった場合は、製品（AxisGO）に対して⽀
払われた⾦額を上限として責任を負います。関連する機器の損
失、収⼊機会の逸失、またはその他の費⽤は、いかなる状況に
おいても、この保証の対象にはなりません。

保証範囲

この保証は、以下に記載されている例外を除き、材料または
製造上の⽋陥を対象としています。

この保証は、製品を受け取った⽇から1年間有効です。

通常の損耗による損傷は保証の対象外です。通常の損耗かど
うかの判断は、AquaTechサービスセンターの裁量に委ねら
れます。保証は、AquaTechから直接購⼊した場合、または
当社の認定ディーラーを通じて購⼊した場合にのみ、購⼊者
ご本⼈様にのみ適⽤されます。そのため、購⼊証明をお願い
する場合があります。この保証は、AquaTech製品以外（カ
メラ、レンズ、その他の関連機器など）の紛失や損傷には適
⽤されません。
収⼊機会の逸失、評判、または⼈⾝傷害などの他の経済的費
⽤の損失も、この保証の対象外です。返品の送料はお客様の
ご負担となります。

保証期間はどのくらいですか？

保証の対象は何ですか？

保証でカバーされていないものは何ですか？
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購⼊先にメールもしくはお電話にてご連絡下さい。
サービスを受ける⽅法は？



この保証は、特定の法的権利を付与するものであり、お客様が
所在する州または国によって異なるその他の権利を有する場合
があります。

法律の適⽤⽅法

⽔中に潜る際は細⼼の注意を払って下さい。
この製品は、ご⾃⾝の遊泳能⼒の範囲内でのみ使⽤してくださ
い。ご⾃⾝の能⼒の範囲を超えた状況下での使⽤は重⼤な怪我
や溺死のリスクが⽣じます。

法的事項

• AquaTech (NSW) Pty. Ltd.はオーストラリアに所在してい
ます。
Australian Business Number: 84 062 580 796

• AxisGO及び Smartphone Imaging Systemは
AquaTech (NSW) Pty. Ltd. Australiaの商標であり、許可な
く使⽤することは出来ません。

• AxisGO製品はAquaTech (NSW) Pty. Ltd.の登録意匠で
す。

• AxisGOボタン（特許出願中）はAquaTech (NSW) Pty.
Ltd.が所有権を有します。

• iPhoneは⽶国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商
標です。Apple Inc.はこのデバイスの操作または安全および
規制基準への準拠について責任を負いません。

• SMSはApple Inc.の商標です。
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