
・新機能ボタン：アプリのシャッターを使用することにより、より高画質（静止画１２００万画素）に、撮影画像を確認しながら 
　撮影が可能となりました。 
　動画は、4K,HDの切り替え、FPSは任意で設定可能。音声の記録も可能となりました。 
New function button: By using the application's shutter, higher image quality (12 megapixels for still images) can be achieved  
while checking the captured image. 
Video can be switched between 4K and HD, and the FPS can be set as desired. Sound recording is also available.

・新機能ボタンを押すと、”カメラのシャッタースピードをバルブしてください”というインフォメーションが 
表示され、OKを押すと、静止画撮影モードになります。 
Pressing the New Function button displays the information "Please set the camera's shutter speed to Bulb". 
Press OK to enter the still image shooting mode.

新しいHOME 画面　New HOME screen

New feature
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①感度変更ボタン＋　感度をプラスに変更可能です。初期設定はAutoです。 
②感度変更ボタンー　感度をマイナスに変更可能です。初期設定はAutoです。 
③シャッターボタン　フィルムカメラのシャッターをバルブ（B）に設定し、カメラのシャッターを押しながらSHOTを 
押すと、撮影できます。 
④カラーとモノクロの切り替えが可能です。 
⑤フィルムカメラのシャッターを押しっぱなしにすると、ここに画像が表示されます。 
⑥動画切り替えボタン 
①  Sensitivity change button + Allows you to change the sensitivity to positive. The default setting is Auto. 
② Sensitivity change button - Allows you to change sensitivity to minus. The default setting is Auto. 
③ Shutter button Set the shutter of the film camera to Bulb (B) and press SHOT while holding down the shutter  
of the camera to take a picture. 
④Color and monochrome can be switched. 
⑤When the shutter of a film camera is held down, the image is displayed here. 
⑥Video switching button

新機能：静止画撮影画面　New: Still Image Shooting Screen
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New feature



①感度変更ボタン＋　感度をプラスに変更可能です。初期設定はAutoです。 
②感度変更ボタンー　感度をマイナスに変更可能です。初期設定はAutoです。 
③録画ボタン　フィルムカメラのシャッターをバルブ（B）に設定し、カメラのシャッターを押しながらRECを 
押すと、動画撮影できます。 
④4K,HDの切り替えができます。 
⑤フィルムカメラのシャッターを押しっぱなしにすると、ここに画像が表示されます。 
⑥撮影中はRECが点滅します。 
⑦FPSの設定はこちらから可能です。 
⑧静止画撮影の切り替えボタン 
① Sensitivity change button + Allows you to change the sensitivity to positive. The default setting is Auto. 
② Sensitivity change button - Allows you to change sensitivity to minus. The default setting is Auto. 
③ Recording Button Set the shutter of the film camera to Bulb (B) and press REC while holding down the shutter release  
button to record a movie. 
④Switchable between 4K and HD. 
⑤When the shutter of a film camera is held down, the image is displayed here. 
⑥REC blinks during shooting. 
⑦FPS settings can be made here. 
⑧Switching between still image capture

新機能：動画撮影画面　New: Video Shooting Screen
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