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１.一般情報 

1.1.安全情報 
以下の注意事項をよく読んで、FastGeneTM FAS-Digi 
PRO イメージングシステムを適切にご使用ください。 

 FastGeneTM Blue/Green LED トランスイルミネータ

ーを使用しても、通常は、UV のような皮膚への影

響や試料はありません。ただし、人の裸眼が青色

スペクトルの光を⾧時間受けると、網膜疾患にな

る可能性が増加する恐れがあります。 

点灯している LED イルミネーターを裸眼で直視し

ないでください。必ずゴーグルやフィルターなど

の保護器具をご使用下さい。 

 直接素手での作業は、ご使用状況により危険を伴

う場合があります。安全対策として、必ず手袋を

ご着用下さい。 

1.2. 保証. 
本機器を、取扱説明書に沿った適切なご使用方法で使

用された際に発生した、破損及び製造上の不具合につ

きましては、購入日より 1 年間、保証いたします。 
 
ただし、下記の不具合は保証の対象外といたします。 

 不適切な操作によって生じた不具合。 

 日本ジェネティクス株式会社又は認定代理店

以外の者が実施した修理又は改修。 

 代替部品の代用によって生じた損傷。 
 日本ジェネティクス株式会社以外の者が提供

した備品又は予備部品の使用による不具合。 

 事故又は誤用によって生じた損傷。 

 災害によって生じた損傷。 

 不適切な溶媒又は試料によって生じた腐食。 
 
修理サービスについてお問合せ又はご要望がありまし

たら、日本ジェネティクス株式会社又はお近くの販売

店にご連絡ください。その際、お客様の使用機器のモ

デルと製造番号に関する情報をお知らせください。 

1.3.規制上の告知 
重要： 本機器は、安全基準と EMC 規制に適合した設

計と認証により製造されています。 

取扱説明書に従って操作する場合、安全に使用できま

す。 

また、本機器のいかなる改修も改造も禁止させていた

だきます。 
本機器を改造した場合、以下のとおりとなります。 

 メーカー保証が無効になります。 

 安全性と EMC 認証が無効になります。 

 安全を脅かす危険が生じる可能性がありま

す。 
 

本機器の用途以外での使用により、又は、日本ジェネ

ティクス株式会社又は認定代理店以外の者が実施した

本機器の改修により生じた傷害又は損害に対して責任

を負いません。 
 

1.4.重要な告知 
FastGeneTM Blue/Green LED トランスイルミネーターと

FastGeneTM FAS-Digi PRO イメージングシステムを設置

する前に、インストレーションガイドをよくお読みく

ださい。 
 

 本機器は研究用途です 

 ゲル撮影を目的とした機器です。 

 ラボでの実験をについて熟知した研究者向け

です。または、適切な指導者の下でご使用下

さい。 

 ゴーグルやフィルターなどの保護器具を装着

してご使用ください 
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２.仕様 

2.1.カメラ 

カメラ型式 

Canon 200D （日本名称：EOS Kiss X9） 

24M ピクセル（解像度：6,000 × 4,000）、APS-C セン

サーと DIGIC 8 プロセッサーを搭載、WiFi 対応  

イメージセンサー APS-C サイズの CMOS センサー 

解像度／画像サイズ 6,000 × 4,000 ピクセル 

ビット出力形式 8 ビット 

露出時間 0.00025～30 秒 

フィルター Midori Green オレンジフィルター 

 

2.2.レンズ 
レンズ型式 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM 

 

2.3.制御 
制御ソフトウェア Nippon Genetics Camera Studio  

保存画像ファイル形式 TIFF 形式、JPEG 形式 

インターフェース 三菱サーマルプリンターP95D をサポート 

 

2.4.ダークボックス 
前面扉 前面扉、180°開閉可 

電源 背面 1 か所 ：トランスイルミネーターとカメラに給電 

 

2.5.イルミネーター 
Blue/Green 光源 470 nm - 520 nm 

照射エリア 26 × 21 cm 

セーフティ機能 

30 分以上の連続点灯では、セーフティ機能が働き自動で

電源が切れます。また断続的に点灯した場合でも、LED

が点灯により熱くなるとセーフティ機能が作動します。 

その場合は、時間をおいていただき、LED が冷却される

と再度、点灯が可能となります。 

注：セーフティ機能が働いている間は、点灯を行うこと

ができません。 
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2.6.本体 
材質 アルミニウム 

電圧 AC 100-240V（50/60Hz） 

寸法（高さ × 幅 × 奥行） 52 × 33.5 × 32.5 cm 

重量 14 kg 

 

2.7. PC 環境 
ソフトウェア の推奨 OS Windows10 
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３.各部名称 
本体のセットアップの方法は、別紙「Installation Guide」をご確認下さい。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

カメラホルダー 

ダークボックス 

カメラ用バッテリーアダプター 

トランスイルミネーター 

の電源スイッチ 

Blue/Green 
XL トランスイルミネーター 

主電源 

主電源ケーブル 

ケーブル： 

ダークボックスから 

Blue/Green LED XL トランスイルミネーターへ 

カメラ 

アルミアダプター 

三菱サーマルプリンターP95D 用ソケット。 

アダプターが別途必要となります。 

 IEC 60320 C14 型 
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４.専用ソフトウェア- Nippon Genetics Camera Studio のインストール 
 

(1) 付属の USB メモリを PC と接続してください 

 

(2) USB メモリの中に、『NGCS』のフォルダが入っています。フォルダごと PC にコピーをして

ください

 
 

(3) フォルダの中は以下のようになっています。 

 

製品をセットアップ後（PC と本体を USB ケーブルで接続後） 

Nippon Genetics Camera Studio を開いていただくとソフトウェアが立ち上がります。 
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５.操作方法の概略 
 

(1)  必ずカメラ、イルミネーターの電源が OFF になっていることを確認します。 

(2)  本体の主電源を ON にします。 

(3)  PC の電源を ON にします。 

(4)  カメラの電源を ON にします。 

(5) ソフトウェア（Nippon Genetics Camera Studio）を起動します。 

(6) イルミネーターは必要に応じて、電源の ON,OFF をしてください。 

注意：イルミネーターは⾧時間つけた状態を維持すると、セーフティ機能により一時的

に LED が点灯しなくなることがあります。 

その場合は、一度電源を落とし、暫くしてから電源を入れるようにしてください。 

 
 ※(3)、(4)の順番は入れ替えても、接続に問題はございません。 

 

撮影方法 

(1) ダークボックスのドアを開き、バンドの確認または撮影を行うゲルを入れます。 

(2) ゲルの撮影位置を調整します。 

この時、ゲルの位置が見にくい場合は、イルミネーターの電源を入れて調整しても 

かまいません。また、Show grid のチェックボックスに☑を入れることで 

グリッド線を表示できます。 

注意：点灯している LED の光を直視しないようにご注意ください。 

(3) 撮影するゲルの大まかな明るさを決めます。 

 〈明るさを調整する方法の一例〉 

まずは、Aperture（絞り数値）を f 5.6、 

Sensitivity（ISO 感度）を ISO 100 に固定してください。 

Exp. Time（シャッター速度：露出時間）にて明るさを調整します。また、Image Settings 欄

の Black/White のチェックボックスに☑を入れることで、カラーからモノクロにすること

ができます。 

(4) フォーカスの調整 

『−』 と 『＋』を押すことで、フォーカスが調整できます。 

また、マウスホイール付きのマウスをご使用中の方は、 

ライブビュー画面上でマウスホイールを操作することで、ピントを変えることも可能です。 
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選択する数字でピントの調節幅が変わります。 

顕微鏡の粗動ハンドル、微動ハンドルのように、ご使用下さい。 

〔微動〕 １ ＜ ２ ＜ ３ 〔粗動〕 

 (5) ライブビュー画面の拡大（ズーム） 

   本資料、14 ページ「⑫ ライブビュー画面の拡大（ズーム）」の項をご確認下さい。 

ライブビュー画面上でドラッグすると、選択した範囲をズームできます。 

前述のフォーカスの調整によるピントの確認や、ゲルの特定の箇所のみを切り出して、 

撮影を行うのに使用できます。 

ズームした状態はライブビュー画面をクリックすることで、元の状態に戻せます。 

(6) 明るさの微調整 

必要であれば再度、明るさの微調整を行います。 

同様に Exp. Time（露出時間）での変更を推奨いたします。 

(7) ライブビュー設定値の表示 

Display Info の Enable に☑ を入れることで、 

設定値と Title（タイトル）がライブビュー画面上に表示されます。 

これは、撮影した画像にも反映されます。 

タイトルのデフォルトは現在日時となっていますが、自由に変更することができます。 

表示されている設定値とタイトルの書式を変更したい場合は、 

Setting の Display Font の項（12 ページ）をご確認下さい。 

(8) 画像のキャプチャー 

  カメラマークを押すことでキャプチャーを行うことができます。 

  保存したいファイルの場所を選択してください。 

保存形式は、ファイルの種類から「tiff」か「jpeg」を選択できます。 

保存を押すと、キャプチャーしたデータが保存されます。 

シャットダウン方法 

(1) ソフトウェアのウインドウの右上「×」を押してソフトを 閉じます。 

(2) カメラの電源を OFF にします。 

(3)カメラとイルミネーターの電源が OFF になっていることを必ず確認します。 

(4) 本体の主電源を OFF にします。 

(5) PC をシャットダウンします。 
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６.FastGeneTM FAS-Digi PRO ソフトウェアの操作方法 

FastGeneTM FAS-Digi PRO は専用ソフトウェア（Nippon Genetics Camera Studio）にて操作を行い

ます。 

6.1.ログイン方法 
本ソフトウェアは、権限のない人がシステムにアクセスできないように、パスワードで保護されて

います。ログイン画面で入力するパスワードは下記のとおりです。 

パスワード：NgE 

 

 

※パスワードの NgE は『g』のみ小文字になります。 

 

 

 

 

 

  

Remember に☑を入れ

ると、次回から入力は

不要になります。 
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6.2.メインメニューの操作方法 
ソフトウェアにて、FAS-Digi PRO で画像を撮影するために必要なパラメータをすべて制御する

ことができます。     

⇒操作方法の概略については、本資料 13 ページをご覧ください。 

 

 

 

① Aperture（AV）： 絞り数値 の設定 

 
 

センサーへの光量を調整し、被写界深度の調節を行い

ます。絞り値を上げると、被写界深度は深くなりピン

トの合う範囲が広くなります。 

一般的には、絞り数値 5.6～８が最もシャープな画像が

得られます。 

数値はドロップダウンメニューで変更します。マウス

ホイール付きのマウスをご使用の方は、設定値の上で

マウスホイールを使用しての変更も可能です。 
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② Exp.Time（TV）： シャッター速度（露出時間）の設定 

 

センサーの Exposure（Exp.）Time の単位は秒で表示さ

れます。設定できる露出時間は最短が 1/4,000

（0.00025）秒、最⾧が 30 秒です。 

設定時間が⾧いほど、取り込む光量が増えるため、画

像は明るくなります。数値はドロップダウンメニュー

で変更します。マウスホイール付きのマウスをご使用

の方は、設定値の上でマウスホイールを使用しての変

更も可能です。 

③ Sensitivity：ISO 感度の設定 

 

センサーの Sensitivity（ISO 感度）を調節します。最大

値は ISO 25625 です。 

設定値を高くすると（感度を高くすると）、バックグ

ラウンドノイズは大きくなります。 
このため通常は、低い値でのご使用を推奨いたしま

す。 

数値はドロップダウンメニューで変更します。マウス

ホイール付きのマウスをご使用の方は、設定値の上で

マウスホイールを使用しての変更も可能です。 
 

④ Exposure Range：異なる明るさでの自動撮影 

 
 
（例）Exp.Time を 1/20 に設定して 

2 Steps を選択した場合では、 

「1/10、1/20、1/30」の 3 枚が撮影されます。 

 

チェックボックスに☑を入れて、キャプチャーボタン

を押すと 

Exp.Time をオートで変更して 

3 枚の画像がキャプチャーされます。 

（設定していた値と、より明るい画像と暗い画像の 

計 3 枚の画像がキャプチャーされます。） 
 
キャプチャーされた 3 枚の画像から露光が最良の画像

を選択し、「Choose（選択）」をクリックします。画

像ファイルは JPEG 又は TIFF 形式で保存可能です。 

（選択しなかった 2 枚は、保存されません。） 
 
キャプチャー間の明るさの差は、–と+で調節します。 
この数値が大きい程、キャプチャー間での Exp.Time の

幅が大きくなります。1～5 段階まで選択できます。 

幅については、左記の（例）をご確認下さい 

 

Exposure Range Exp.Time

5 1/5

4 1/6

3 1/8

2 1/10

1 1/13

基準 1/20

1 1/25

2 1/30

3 1/40

4 1/50

5 1/60
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⑤ Image Settings：画像の書式変更 

 

Black/White（モノクロ） 
カラー画像をモノクロ（黒白）に変更します。 

Invert（白黒反転） 
モノクロの白と黒を反転させます。 

Rotate vertically（垂直回転） 
画像を垂直に反転させます。 

⑥ Focus Sensitivity：フォーカスの設定 

 

フォーカスを合わせるのに使用します。 
 
『−』 と 『＋』を押すことで、 

フォーカスが調整できます。 

あるいは、ライブビュー画面上で、マウスのホイール

を動かすことで、フォーカスを変えることも可能で

す。 
 
選択する数字でピントの調節幅が変わります。 

顕微鏡の粗動ハンドル、微動ハンドルのように 

ご使用いただけます。 
 

〔微動〕 １ ＜ ２ ＜ ３ 〔粗動〕 
 
使用例） 
3 で大まかなピントを調節 

→２で調節 

→１で微調節をする 
 
 
〈ピント合わせに関する注意事項〉 

本機器は、カメラの Auto フォーカス機能にて、 
ピントを合わせる仕様には、なっておりません。 

上記の方法にて、フォーカスを調整してご使用くださ

い。 
ソフトウェア上で一度フォーカス設定すれば、電源を

落としても、リセットされません。そのため、ゲルの

厚みが大きく違わない限り、撮影毎に大きく設定を変

更する必要はありません。 
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⑦ ライブビューの印刷 

 

ライブビュー画像を直接印刷したい場合に使用しま

す。 

OS の機能で、プリンターメニューが表示されます。 

このメニューから使用するプリンターを選択してくだ

さい。 

注意；同時にキャプチャーは行われません。 

   デジタルデータが必要な場合は、キャプチャー

ボタンでの保存をお願いいたします。 
 

⑧ Show grid：グリッド線の表示 

 

チェックボックスに☑を入れると、 

ライブビュー画面にグリッド線を表示します。 
ゲルの位置を調整するのに、ご使用ください。 

グリッド線を入れていても、キャプチャー画像には反

映されません。 
 
注：⑦ライブビューの印刷では、画像に反映されてし

まいますので、印刷前に☑を外してください。 

⑨ 画像のキャプチャー 

 
 
デフォルトの保存先 

 
 
 
保存形式 

 
 

キャプチャーを行います。 

キャプチャーしたデータを保存する場合は、 

フォルダを選択して保存できます。 
 
 
 
 
デフォルトの保存先 

PC 上 の 「 ド キ ュ メン ト 」 ＞「 NipponGenetics 」＞

「Gallery」 となっています。 
 
 
保存形式 
ファイルの種類のドロップダウンから、 

「tiff」と「jpeg」を選択することができます。 
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⑩ Display Info：記録情報の表示 

 

Display Info の Enable のチェックボックスに☑を入れ

ることで 

ライブビュー画面上に ISO、Exp.Time、Aperture、

Title（タイトル）が表示されます。 

タイトル表示の標準設定は日時です。 

タイトルを変更するには、Title のボックスにテキスト

を記入します。 

表示されている情報は、キャプチャー画像・ライブビ

ュー印刷にも反映されます。 

書式の変更を行いたい場合は、 

下記、⑪ Setting の『Display Font（撮影画面の文字の

書式変更）』をご確認ください。 

 

⑪ Setting：各種設定の変更等 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setting から下記の変更を行えます 

 

Show help tooltips 
チェックボックスに、☑を入れると、 

ツールチップ（補足情報）が 

カーソルを合わせると表示されるようになります。 

 
Preview image after capture 
チェックボックスに、☑を入れると、 

キャプチャーして保存した後、 

保存した画像が表示されます。 

 

Display Font（撮影画面の文字の書式変更） 
撮影画像に表示される文字の書式を変更します。 

※左記の図を参照 
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タスクマネージャー 

 
 
 
エラーメッセージ 

 
 

Support 
通常は使用いたしません。 

日本ジェネティクス株式会社宛にメールを作成する時

に使用できます。 

ただし、PC にメールソフト（outlook で動作確認済

み）が入っていない場合、 

エラーメッセージがポップアップされ、 

本ソフトウェアの操作が行えなくなります。 

その場合は、キーボードから 

『Ctrl』+『Alt』+『Del』を同時に押して、  

タスクマネージャーを起動していただき、 

タスクの終了を押して、本ソフトウェアを強制終了し

てください。 

その後、エラーメッセージを閉じてください。 

再度、本ソフトウェアを起動することで、問題は解決

されます。 

 

Licence 
ライセンスが表示されます。 

 

⑫ ライブビュー画面の拡大（ズーム） 

 
 

 

ライブビュー画像上で 

ズームを行いたい範囲をドラッグしてください。 
左図のように、ズームを行うことができます。 
 
ライブビュー画面上で、クリックをすることで、ズー

ムをしていない状態に戻すことが出来ます。 
 
ズームした状態でキャプチャーを行うと、 

ズームした画像を保存することが出来ます。 

 

 

  



 
 

 18 
日本ジェネティクス株式会社 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 
https://www.n-genetics.com/ 

Tel.: 03-3813-0961 
Fax: 03-3813-0962 
 
info@genetics-n.co.jp 

 

７.オレンジフィルターの使用方法 
 

オレンジフィルターをダークボックスに取り付けることで、 

ゲル切り出しを行いやすくできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

オレンジフィルターはマグネット式での取り付けになっており、 

下記の様に、取り付け/取り外しが、可能になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルター装着後の 

FAS-Digi PRO 
ゲル切り出し作業 

 

オレンジフィルター 



 
 

 19 
日本ジェネティクス株式会社 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 
https://www.n-genetics.com/ 

Tel.: 03-3813-0961 
Fax: 03-3813-0962 
 
info@genetics-n.co.jp 

 

 

オレンジフィルターを使用しないときは、ダークボックスの全面ドアに取り付けて、 

保管することができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また 2019/12/XXX 以降のモデルでは、イルミネーターとダークボックスを繋ぐケーブルの⾧さが、 

1m に変更となりました。 

これによりイルミネーターをつけたまま、ダークボックスを、取り外すことができるようなり、 

ダークボックス外でのゲルの切り出しを行うことも可能となっております。＊ 

 

 

 

 

＊オレンジゴーグルをご着用ください。 

 

 

 

  

オレンジフィルター 
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８. Midori Green Amber Filter（レンズフィルター）の脱着 
 

レンズフィルターは脱着が可能です。 

レンズとレンズフィルターは、マグネットで装着しており、脱着が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

９. オプション：白色 LED 
レンズを取り外した、カメラと別売りの白色 LED（FG-07）を組み合わせることで、 

CBB 染色後のゲルの撮影等に、使用することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

白色 LED 



 
 

 21 
日本ジェネティクス株式会社 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 
https://www.n-genetics.com/ 

Tel.: 03-3813-0961 
Fax: 03-3813-0962 
 
info@genetics-n.co.jp 

 

１０.カメラの Wi-Fi 接続方法 
下記の説明は、Canon EOS kiss X9 (欧州名：EOS 200D)の使用説明書を元に、本装置を使用する

上で必要な部分を一部抜粋し、弊社で独自に作成させていただいただものです。ソフトウェア

のバージョンアップ等に伴い、使用の変更等がある可能性があるため、ご使用の際には、必ず

最新版の Canon EOS kiss X9(欧州名：EOS 200D)の使用説明書を確認ください。使用説明書の

URL は下記です。 

URL：http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300027463/01/eos-kissx9-wffim-ja.pdf 

10.1. Wi-Fi 接続の準備 
 

 

 
 

(1) カメラの電源を OFF にして、カメ

ラに SD カードを入れ、カメラに繋がっ

ている USB ケーブルが PC と繋がってい

ない状態にします。(左図赤枠) 

SD カードが入っていない場合や PC と

USB ケーブルが繋がっていると、Wi-Fi

が使用ができません 
 

 
 

(2) カメラの電源を ON にして、カメラ

の〈MENU〉ボタンを押します。(左図赤

枠) 

 

 
 

(3) 「無線通信の設定」を選択します。 

 

 
 

(4) 「設定初期化」を選択します。 
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(5) 「OK」を選択します。 

 

 
 

(2) カメラの   ボタンを押します。

(左図赤枠) 
 

 
 
 

 

 
 

(3) [Wi-Fi 設定]を選択します。 
※ すでに Wi-Fi 接続の準備がされている場合、下記の画面が表

示されます。この場合、7.2.1.または 7.2.2.へ進みます。 

 
 

 

 
 

(4) [Wi-Fi]を選択します。 
 

 

 
 

(5) [使う]を選択し、〈SET〉ボタンを押

すと、カメラにニックネームをつける画

面に進みます。カメラのニックネームは

変更する必要はありません。そのまま

〈MENU〉ボタンを教えてニックネーム

を決定します。 
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10.2.1.スマートフォンで Wi-Fi 接続をする場合 
PC を使わずにスマートフォンでカメラをリモート操作し撮影・画像の保存をする方法。 

(1)  7.1.の設定を行い、Wi-Fi 設定画面で【Wi-Fi】を【使う】に設定しておきます。 
 

 
 

(2) カメラの   ボタン(左図赤枠)を

押します。 
 

 

 a 
 

(3) スマートフォンのマーク(左図赤枠)

を選択します。 

 

 
 

(4) [接続先の機器の登録]を選択しま

す。 
 

 

 
 

(5) [Android]または[iOS]を選択しま

す。 
 

   

   
 

(6) 表示された QR コードをそれぞれの

スマートフォンで読み込み、アプリをダ

ウンロードして、カメラの〈SET〉ボタン

を押します。 

 
 
 
 
 

 
 

(7) カメラの画面上にパスワードが表示

されます。(左図赤枠) 

注意： 

このパスワードは 7.2.1. (9)で使用しま

す。 
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(8) スマートフォンのアプリを開き、ア

プリの説明に従って、設定を行います。 
 

 

 

 
 

(9) 左図の画面まで進んだら、一度、ア

プリを終了し、スマートフォンの Wi-Fi

設定画面を開いて、カメラに表示されて

いるパスワードを入力します。 

 

 
 

(10) 再度アプリを立ち上げて、左図の

画面を表示したら、カメラを操作しま

す。 

 

   
     Android                             iOS 

   

(12) 左図のように接続機器を設定し、

〈OK〉を選択します。 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

(11) 公開画像の設定を指定し、〈OK〉

を選択します。 
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(12) スマートフォンのアプリを立ち上

げて、[リモートライブビュー撮影] (左図

赤枠)をタップします。 
 
 
 

 

 
 

(13) 画面を軽くタッチしてピントを合

わせて、〈◉〉(左図赤枠)を押して写真

を撮影します。 
 

                                     

 
 

(14) 画面の左上の〈＜〉を押して、前

の画面に戻り、[カメラ内の画像一覧] (左

図赤枠)をタップします。 
 

                                      

 
 

(15) 撮影した画像(左図赤枠)を選択しま

す。 

                                                                                                                                                     

  
 

(16) 〈 〉(左図赤枠)をタップする

と、スマートフォンの写真アプリに画像

が保存されます。 

注意： 

本操作を行わないと、写真はスマートフ

ォンの「写真アプリ」には保存されませ

ん。 
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10.2.2 カメラとパソコンを直接 Wi-Fi 接続する場合 
PC でカメラをリモート操作し撮影・画像の保存をする方法。 

(1)  7.1.の設定を行い、Wi-Fi 設定画面で【Wi-Fi】を【使う】に設定しておきます。 
 

 
 

(2) カメラの   ボタン(左図赤枠)を

押します。 
 

 

 a 
 

(3) PC マーク(左図赤枠)を選択します。 

 

 
 

(4) [接続先の機器の登録]を選択しま

す。 
 

 

 
 

(5) カメラの画面上にパスワードが表示

されます。 

注意： 

このパスワードは 7.2.2. (8)で使用しま

す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(6) PC に専用ソフト「EOS Utility」をダ

ウンロードして、インストールを行いま

す。 

URL： 
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-
os.cgi?i_cd_pr_catg=105&i_cd_pr=4649&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1 

 
注意： 

必ずご使用の PC と OS をご確認の上、ダ

ウンロードしてください。 
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(7) PC の Wi-Fi を設定します。PC 画面

の右端 の Wi-Fi 設定(左図①)をクリック

し、左図②→③の順にクリックします。 

注意： 

左図は Windows10 の場合です。パソコ

ンの OS や設定によって表示画面は若干

異なります。 

 

 
 

(8) 左図の赤枠の部分にカメラに表示さ

れているパスワードを入力し、「次へ」

をクリックします。 

 

 
 

(9) カメラの表示を確認して、左図のよ

うな画面になっていることを確認したら

「OK」を選択します。 

 

 
 

(10) 左図のような画面が表示されたこ

とを確認します。 

 

 
 

(9) PC のソフトウェアを立ち上げて、 

「Wi-Fi/LAN 接続 ペアリング」(左図赤

枠)をクリックします。 

① 

② 

③
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(10) 接続したいカメラ(左図赤枠)をクリ

ックして選択します。 
 

 
 

 
 

(10) 「接続」(左図赤枠)をクリックしま

す。 
 

 

 
 

(11) カメラの画面を確認して、左図の

ような状態になっていることを確認後、

「OK」を選択すると、PC とカメラが接

続されます。 
 

 

 
 

(12) PC の画面を確認し、ソフトウェア

が左図のような状態になっていることを

確認したら、「リモート撮影」(左図赤

枠)を選択します。 
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(13) 左図のようなツールが立ち上がっ

たことを確認したら、「ライブビュー撮

影…」(左図赤枠)をクリックします。 

 
 

 
 
 

(14) ライブビューが確認出来たら、

〈●〉ボタン(左図赤枠)上に PC のポイン

ターを移動させます。 

(この操作により、カメラのオートフォ

ーカスが作動します。) 

 

 
 

(15) ピントが合ったことを確認した

ら、〈●〉ボタン(左図赤枠)を押して、

写真を撮影します。 
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(16) 「閉じる」(左図赤枠)をクリックし

ます。 
 
 

 

 
 

(16) 「メイン画面…」(左図赤枠)をクリ

ックします。 
 

 

 
 

(17) 「画像をパソコンに取り込み」(左

図赤枠)をクリックします。 
 



 
 

 31 
日本ジェネティクス株式会社 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 
https://www.n-genetics.com/ 

Tel.: 03-3813-0961 
Fax: 03-3813-0962 
 
info@genetics-n.co.jp 

 

 

 
 

(17)「選んで取り込み」(左図赤枠)をク

リックします。 
 

 

 
 

(18) 左図のような画面が表示されるこ

とを確認します。  

 

 
 

(19) PC に保存したい画像の□にチェッ

クをいれて(左図①)、「取り込み」(左図

②)をクリックします。 

 

 
 

(20) 「保存先フォルダー」等を設定し

て、「OK」(左図赤枠)をクリックすると

写真が PC に保存されます。 

 

① 

② 
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１１.故障かな？と思ったときは 
 

・Blue/Green XL トランスイルミネーターの電源がつかなくなった。 

イルミネーターには、セーフティ機能が搭載されており、 

30 分以上の連続点灯にて LED イルミネーターが熱くなると、自動でイルミネーターの電源が

切れます。 

これは、断続的に点灯した場合でも同様で、LED イルミネーターが熱くなるとセーフティ機

能が作動し、電源がつかなくなります。 

セーフティ機能が作動した場合は、時間をおいていただき、LED イルミネーターが冷却され

ると、再度点灯が可能となります。 

注：セーフティ機能が働いている間は、点灯を行うことができません。 

 
・Setting 画面の Support を押したところ、ソフトウェアの操作が行えなくなった。 

Support を押すと、日本ジェネティクス株式会社宛のメールが自動で開きます。 

しかし、PC にメールソフト（outlook で動作確認済み）が入っていない場合では、 

エラーメッセージがポップアップされ、ソフトウェアが操作不能となります。 

その場合は、キーボードから『Ctrl』+『Alt』+『Del』を同時に押して、  

タスクマネージャーを起動して、タスクの終了を押すことで 

本ソフトウェアを強制終了してください。その後、エラーメッセージを閉じてください。 

再度ソフトウェアを起動していただくと、問題は解決いたします。 

 

・ソフトウェアを立ち上げて、放置したところライブビュー画面がフリーズした。 

ソフトウェアを立ち上げた状態で、カメラの設定を変更する操作（例；Aperture の変更など）

を 30 分以上行わない場合、自動でカメラのディスプレイの電源が切れます。 

これにより、ソフトウェア上のライブビューとの接続が切断されるため、 

ライブビューがフリーズします。 

その場合は、カメラの電源を入れなおしていただく又は、 

ソフトウェアを再起動していただくことで、問題が解決いたします。 

 
これは、『カメラの仕様』となっています。（設定変更ができません。） 

PC のメモリやカメラに負担をかける恐れもありますので、⾧時間撮影を行わない場合は、 

システムの電源を落とすようにしてください。 
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・ソフトウェアで下記の画面が表示された。 

 
ソフトウェアがカメラにアクセスできない状態（アンコネクト）では、このような画面が表示

されます。 

具体的には下記のようなケースが考えられます。 

●PC とカメラが USB で正しく接続されていない。 

●カメラの電源が入っていない。もしくは、主電源が入っていない。 

●カメラの設定が『オートパワーオフ機能が ON』であるため、カメラの電源が自動で OFF 

 になっている。 

 
接続状態、電源の状態にお間違いがないか確認を行ってください。 

併せて、次の項もご確認ください。 

 

・カメラの電源が入らなくなった。 

下記の画像を参考に、バッテリーをセットしなおしてください。 
 
  

 

 

 

 

 
↑バッテリーには向きがあります。    ↑ケーブルを出す位置についてもご注意下さい。  

本体の側面部の切込みは、外側に開きます。 
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バッテリーから延びるケーブルをケーブルチャンネルに差し込みます。 

バッテリー収納部のふたを完全に閉じます。 

 

ケーブルの位置が正しくないと、バッテリー収納部のフタは完全に閉まりません。 

バッテリー収納部のふたが完全に閉まっていない状態では、安全装置が働きカメラの電源が入

らないのでご注意下さい。 

 

１２.付属アクセサリーとオプション（別売り） 
 
■アクセサリー 

・USB メモリ （専用ソフトウェア入り）1 個 

・NE-GPG 目視用メガネ（オレンジゴーグル）1 個 

  
 ■オプション（別売り） 

  ・ゲルトレー ：FAS-2530M 

 ・白色 LED ライトプレート・置き型：FG-07 

１３.連絡先 
 
日本ジェネティクス株式会社 
〒112-0004 

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F 
電話：03-3813-0961 

Fax  ：03-3813-0962 

メールアドレス：info@genetics-n.co.jp 

正しいケーブル 

の位置 


