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YOUR VISION2 BLACK
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1. Shutter / Select Button
2. Power / Mode / Exit Button
3. MicroSD Slot
4. Micro USB Port
5. Micro HDMI Port

6. Lens
7. Screen
8. Up / Wi-Fi Button
9. Down Button
10. Battery Door
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GETTING STARTED

OVERVIEW OF MODES

Welcome to your Dragon Touch Vision 2. To capture video and photos, you need a
microSD card (sold separately).

MICROSD CARDS
Use brand name memory cards that meet these requirements: 
 • microSD, microSDHC, or microSDXC
 • Class 10 or UHS-I rating
 • Capacity up to 32GB (FAT32)

Note: Please format the microSD card first in this camera before using. To keep your
          microSD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting
          erases all of  your content, so be sure to offload your photos and videos first.

POWERING ON AND OFF 
To Power On:
Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera
status light is on. When information appears on the LCD display or the camera status
screen, your camera is on.

To Power Off:
Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera
status light is off.

SWITCHING MODE
To Switch Mode:
Turn on the camera, press Mode button to switch the mode.

EXITING MODE
To Exit Mode:
Press the Mode button to exit mode

TURNING ON / OFF Wi-Fi
To turn on Wi-Fi
Turn on camera, press Up button to turn on Wi-Fi. 

To turn off Wi-Fi
Press Up button to turn off Wi-Fi.

There are 5 modes: Video, Photo, Video Playback, Photo Playback and Setting.

VIDEO MODE
Video Mode is the default mode when you turn on the camera. 
In Video Mode, press Shutter button, the camera starts recording video. Press Shutter
button to stop recording video. 
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PHOTO MODE
Press Mode button once to switch to Photo Mode after you turn on camera. 
In Photo Mode, press Shutter button, the camera takes a photo. 

VIDEO PLAYBACK MODE
Press Mode button several times to switch to Video Playback Mode. 
In Video Playback Mode, press the Up / Down button to scroll through the video files.
Press Shutter button to playback video. 

PHOTO PLAYBACK MODE
Press Mode button several times to switch to Photo Playback Mode. 
In Photo Playback Mode, press the Up/ Down button to playback Photo files. 

SETTING MODE
Press Mode button several times to switch to Camera Setting Mode.
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CUSTOMIZING YOUR VISION 2
1. Video Resolution:  1080P 30FPS, 720P 30FPS, 480P 30FPS
Default setting is 1080P 30FPS.
Note: When capturing video at high resolutions or high frame rates in warm ambient
          temperatures, the camera may become warm and use more power.

2. Photo Resolution: 12M / 10M / 8M / 5M
Default setting is 12M.

3. Burst Photo: Off, 3P/ S, 5P/ S, 10P/ S
Default setting is off.
Burst captures up to 10 photos in 1 second, so it is perfect for capturing fast-moving
activities.

4. Time Lapse Video: Off / 1 Second / 2 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds
                                   / 1 Minute
Default setting is off.
Time Lapse Video creates video from frames captured at specific intervals. This option lets
you capture a time lapse event and immediately view or share it as a video. Time Lapse
Video is is captured without audio.

5. Time Lapse Photo: Off / 3S / 5S / 10S
Default setting is 3S.
Time Lapse Photo captures a series of photos at specified intervals. Use this mode to
capture photos of any activity, then choose the best ones later.

6. Self Timer: Off / 3S Timer / 5S Timer / 10S Timer / 20S Timer
Default setting is Off.
A Self Timer gives a delay between pressing the shutter release and the shutter's firing. It is
most commonly used to let photographers to take a photo of themselves (often with family).

7. Anti-Shaking: Off / On
Default setting is off.
This setting adjusts the footage to offset for motion during capture. The result is smoother
footage, especially in activities with relatively small but fast motion including cycling,
motorcycling, and handheld uses. 

8. Upside Down: Off / On
Default setting is off.
This setting determines the orientation of your video or photos to help you prevent upside
down footage.

9. Loop Recording: Off / 1 Minute / 2 Minutes / 3 Minutes / 5 Minutes / 10 Minutes
Default setting is off.
Loop recording allows your camera to overwrite old files with new files. Once the memory
card becomes full, the camera will delete the first video file to make room for the latest
file. For example, if the setting for loop recording is “1 Minute”, then the camera will create
video clips of 1 minute in length, and a 1-minute clip will be deleted when the camera
needs more memory.

10. Motion Detection:  Off / On
Default setting is off.
Motion detection is the process of detecting a change in the position of an object relative to
its surroundings or a change in the surroundings relative to an object.
Turn on Motion Detection and camera, the camera records video automatically when it
detects a change in the position of an object relative to its surroundings.

11. Driving Mode:  Off / On
Default setting is off.
If you turn on Driving Mode and connect camera with car cigarette lighter, the camera will
turn on automatically if you start your car and will turn off if you stop your car.

12.  Language: English / Spanish / German / Italian / French /  简体中文 / 日本語
Default setting is English.
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13. Date Stamp: Off / On
Default setting is on.
Turn on Date Stamp, this camera adds date stamp to the videos you take.

14. Record Audio: Off / On
Default setting is on.
Turn off Record Audio, the camera does not record audio when you record video.

15. Screen Saver: Off / 1 Minute / 2 Minutes / 3 Minutes 
Default setting is off.
Turns off the LCD display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the LCD
display again, press any button on the camera. 

16. Auto Power Off: Off / 3 Minutes / 5 Minutes / 10 Minutes
Default setting is off.
Powers off your Vision 2 after a period of inactivity to save battery life.
Note: Voice Control is not available when the camera is off. When using Voice Control,
          consider selecting a higher time period (or Never) for Auto Power Off.

17. Beep Sound: Off / On
Default setting is on.
Sets the volume of your Vision 2's alerts.

18. OSD Mode: Off / On
Default setting is on.
OSD (On Screen Display) is a feature of action cameras that displays video or photo
resolution, date, time and setting data on the camera screen.

19. Exposure: +0.7 / +0.3 / +0.0 / -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 / -1.7 / -2.0
Default setting is + 0.0.
By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level.
However, Exposure lets you select an area that you want the camera to prioritize when
determining exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region
might otherwise be over- or underexposed.

When you change this setting, the LCD display immediately shows you the effect on your
image. If you change modes, the camera returns to using the entire scene to determine
the correct level of exposure.

20. White Balance: Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent
Default setting is Auto.
White Balance lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for
cool or warm lighting conditions. When you change this setting, the LCD display
immediately shows you the effect on your image.

21. Frequency: 50Hz / 60Hz
Default setting is 50Hz.

22. WDR: Off / On
Default setting is on.
Wide Dynamic Range (WDR) retains a greater level of detail in the dark and bright areas of
an image. The result is a photo that is properly exposed for both of these extremes. This
setting is especially useful for scenes that are backlist or that have large bright regions and
a dark foreground. WDR is available only for the Photo capture mode.

23. Quality: Fine / Normal / Economy
Default setting is Normal.

24. Sharpness: Strong / Normal / Soft
Default setting is Normal.
Sharpness controls the quality of details captured in your video footage or photos. When
you change this setting, the touch display immediately shows you the effect on your image.

25. ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Default setting is Auto.
ISO determines the camera’s sensitivity to light, and creates a trade-off between brightness
and resulting image noise. Image noise refers to the degree of graininess in the image.
In low light, higher ISO values result in brighter images, but with greater image noise.
Lower values result in lower image noise, but darker images. When you change this setting,
the LCD display immediately shows you the effect on your image.
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26. Date / Time: MM/ DD/ YY 
The date and time are automatically updated when you connect your camera to the
PPShow app. However, you can manually change these settings, if needed.

Note: If the battery is removed from the camera for an extended period of time, the date
          and time will be reset automatically.

27. Format: All data will be deleted Cancel / OK
To keep your microSD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting
erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.
To reformat your card, press the mode button to enter camera setting, press Mode button
several time to enter Setting, press Up/Down to enter Format, then press Shutter button,
the screen shows ‘All data will be deleted> Cancel/OK’. Press Down button then Shutter
button.

28. Default Setting: Return menu setting to defaults Cancel / OK
This option resets all settings to their default values.

29. Version: 20180814 v1.0
You can check the model, version and updated time of your Vision 2.

CONNECTING TO THE PPSHOW APP
The PPShow app lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet.
Features include full camera control, live preview, playback and sharing of content, and
camera software updates.
1. Download PPShow app to your mobile device from the Apple App Store or Google Play.
2. Turn on camera, press Up button to turn on Wi-Fi. 
3. Turn on Wi-Fi of your mobile device, connect to the Wi-Fi SSID ‘DragonTouch_Vision2.
4. Enter the password: 1234567890. 
5. Open the PPShow app.

Note: You can also press Up button to turn off Wi-Fi. 

OFFLOADING YOUR CONTENT
OFFLOADING YOUR CONTENT TO A COMPUTER
1. To play back your video and photos on a computer, you must first transfer these files to
    a computer. Transferring also frees up space on your micro SD card for new content.

2. To offload files to a computer using a card reader (sold separately) and your computer’s
    file explorer, connect the card reader to the computer, then insert the micro SD card. You
    can then transfer files to your computer or delete selected files on your card. Note that
    you must use a card reader to offload photos or audio files.

DELETING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR VISION 2
1. Turn on camera. Press Mode button several times to enter video or photo playback
    mode. If your microSD card contains a lot of content, it might take a minute for it to
    load.
2. Press the Up / Down button to scroll through the video or photo files.
3. Press and hold OK Button for three seconds. The screen shows ‘Delete?’ OK Cancel.
4. Press OK button. The selected file will be deleted.
3. To exit the Video or Photo Playback mode, press Mode button.

PLAYING BACK YOUR CONTENT
You can play back your content on the camera’s LCD display, your computer, TV, or
smartphone / tablet.
You can also play back content by inserting the microSD card directly into a device, such
as a computer or compatible TV. With this method, playback resolution depends on the
resolution of the device and its ability to play back that resolution.

VIEWING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR VISION 2
1. Turn on camera. Press Mode button several times to enter video or photo playback
    mode. If your microSD card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.
2. Press the Up / Down button to scroll through the video or photo files.
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REFORMATTING YOUR MICROSD CARD
To keep your microSD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting
erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.
1. Press and hold Mode button for 3 seconds to turn on Vision 2.
2. Press Mode button several times to enter Setting.
3. Press UP / Down button to find the ‘Format’ option.
4. Press Shutter button, the screen shows ‘All data will be deleted > Cancel / OK.’
5. Press Down button then Shutter button. The screen shows ‘Please wait’. Then you format
    your micro SD card successfully.

OFFLOADING YOUR CONTENT TO SMARTPHONE OR TABLET
1. Open the ‘PPShow’ app.
2. Tap the camera icon of the app. The screen shows ‘Connecting’.
3. Tap Album icon to enter file list.
4. Tap the video or photo you want to download.
5. Tap ‘Download’, the screen shows ‘Downloading’.
6. Download completed.

Note:
1. If you cannot offload videos or photos to iPhone or iPad, please enter Setting -> Privacy
    -> Photos , find "PPShow" and select "Read and Write".
2. You cannot download 4K or 2.7K video to iPhone and iPad via Wi-Fi app. Please offload
    4K or 2.7K videos via card reader.
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MAINTENANCE YOUR CAMERA
Follow these guidelines to get the best performance from your camera:
1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris
    from the microphone holes. 
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around
    the lens.
3. Don’t touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts
    inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being
    damaged.

MAXIMIZING BATTERY LIFE
If the battery reaches 0% while recording, the camera saves the file and powers off.
To maximize battery life, follow these guidelines when possible:
• Turn off Wireless Connections
• Capture video at lower frame rates and resolutions
• Use Screen Saver setting.

BATTERY STORAGE AND HANDLING
• The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your
   camera to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may
   temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working
   properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as
   condensation may form on or within the camera.

• Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven
   or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the
   camera is not covered under the warranty.

• Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the
   battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.

• Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise
   safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

WARNING: Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred,
microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the
battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been
damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or
puncturing the battery can cause an explosion or fire.
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VIDEO
To record Video, verify the camera in Video mode.

To start recording:
Press the Grey Video Button. The camera will emit one beep and the camera light will
flash while recording.

To stop recording:
Press the Grey Video Button again. The camera will emit one beep and the camera light
will stop flashing while recording.

REMOTE

Photo Button

Video Button

Splashproof only, not waterproof

PHOTO
To capture a photo, verify the camera in Photo mode.

To take a photo:
Press the Red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.



CR2032 BATTERY REPLACEMENT FOR VISION 2 REMOTE
1. Use a 1.8mm Phillips tip screwdriver to remove the 4 screws on the back cover of the
    remote, allowing you to open it.

2. Remove another 4 screws on PCB board.

3. Lift the PCB board and slide out the battery, as shown in the picture. 
Note: Do NOT rotate the PCB board to avoid reversing the camera and video button functions.

4. Install the new battery, keeping the “+” pole facing up.

5. Install all 4 screws back onto the PCB board. 

6. Install all 4 screws back into the cover.

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

MOUNTING YOUR CAMERA
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For any inquires with AKASO products, please feel free to contact us, we will respond
within 24 hours.
E-mail: cs@akasotech.com
Tel: (888) 466-9222 (US) Mon-Fri 9am-5pm (EST)
Official web: www.akasotech.com

CONTACT US
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VISION2
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1. シャッター /  選択ボタン
2. 電源 / モード / 終了ボタン
3. マイクロSDスロット
4. マイクロUSB端子
5. マイクロHDMI端子

6. レンズ
7. スクリーン
8. アップ / WiFi ボタン
9. ダウンボタン
10. バッテリーカバー
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はじめに

モードの概要

新しいVISION2へようこそ。 画像と動画を撮影するためにはマイクロSDカード（別売）が必
要です。

マイクロSD カード
以下の要件を満たすブランド名のメモリカードを使用してください。
 • マイクロSD / マイクロSDHC / マイクロSDXC
 • クラス10又はUHS-Iカード
 • 容量は32GB(FAT32)までです。

ご注意: 初めて使用する前にマイクロSDカードをフォーマットしてください。 マイクロSD
カードが良い状態であることを確保して、正常な状態で再フォーマットしてください。再フ
ォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたこと
をご確認ください。

電源のオン+オフ
電源をオンにする:
モードボタンを３秒で長押します。 カメラのステータスライターが点灯すると、ビープ音
が出します。 LCDディスプレイ又はステータススクリーンに情報が表示されると、カメラは
オンになります。

電源をオフにする：
モードボタンを3 秒で長押します。カメラのステータスライターが消灯すると、ビープ音が
出します。

切り替えるモード
モードを切り替える:
モードボタンを押して、モードを切り替えます。

終了モード
モードを切り替える:
モードボタンを押して、モードを切り替えます。

Wi-Fiをオフにする
Wi-Fiをオンにする:
カメラがオンにする状態でUPボタンを押して、WiFiがオンにします。

Wi-Fiをオフにする:
UPボタンを押して、WiFiがオンにします。

There are 5 modes: 動画、画像、動画再生、画像再生、設置

動画モード
動画モードは、カメラの電源を入れる時のデフォルトモードです。
動画モードで、シャッターボタンを押すと、カメラは動画を撮影して始めます。又、シャッタ
ーボタンを押すと、動画の撮影を停止します。
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画像モード
カメラの電源を入れた後、モードボタンを一回押すと、画像モードに切り替えます。画像モ
ードで、シャッターボタンを押すと、カメラは画像を撮影します。

動画再生モード
モードボタンを数回で押して動画再生モードに切り替えます。
動画再生モードで、アップ/ ダウン ボタンを押すと、動画ファイルをスクロールします。シャ
ッターボタンを押すと、動画がフルスクリーンで表示されます。

画像再生モード
モードボタンを数回で押して画像再生モードに切り替えます。
画像再生モードで、アップ/ ダウン ボタンを押すと、画像ファイルをスクロールします。シャ
ッターボタンを押すと、画像がフルスクリーンで表示されます。

設定モード
モードボタンを繰り返し押して、設置モードに切り替えます。
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VISION 2 をカスタマイズする
設定
1. ビデオ解像度: 1080P / 30FPS, 720P / 30FPS, 480P / 30FPS
デフォルト設定は 1080P / 30FPS です。
ご注意： 暖かい環境に高解像度または高フレームレートで動画を撮影する場合、カメラ
は暖かくなり、より多くの電力を使用する可能性があります。

2. 写真の解像度: 12M / 10M / 8M / 5M
デフォルト設定は12Mです。

3. 連続撮影: オフ / 3連写 /５連写 / 10連写
デフォルト設定はオフです。
連続撮影は1秒間に10枚までの写真を撮影できるので、速い動きの活動を撮影すること
に最適です。

4. タイムラプスビデオ： オフ / 1秒 / 3秒 / 5秒
デフォルト設定はオフです。
タイムラプス動画は、フレームから特定の間隔で撮影された動画を作成します。このオプ
ションは、タイムラプスイベントを撮影して、すぐに動画として見たり、共有したりできます。
タイムラプス動画は音声が付かなくて撮影されます。

5. タイムラプス写真： オフ / 1S / 3S / 5S
デフォルト設定は3Sです。
タイムラプス写真は、フレームから特定の間隔で撮影された動画を作成します。このモー
ドを使用して、全てのアクティビティの写真を撮影し、後で最適なものを選択します。

6. セルフリー: オフ / 定時3S / 定時5S / 定時10S / 定時20S
デフォルト設定はオフです。
一定時間が経過すると自動的にシャッターを切るカメラの機能。一般的に撮影者自身が

7. 耐衝撃性: オフ / オン
デフォルト設定はオフです。
この設定は、キャプチャ中のモーションのオフセットを調整します。その結果、より滑らかな
映像が得られます。特にサイクリング、モーターサイクリング、ハンドヘルドなど比較的小さ
くて速い動き時に使用します。

8. 上下反転: オフ / オン
デフォルト設定はオフです。
この設定は、フッテージの上下が逆転しないように、ビデオまたは写真の向きを決定しま
す。

9. ループ録画: オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分
デフォルト設定はオフです。
ループ録画により、カメラは古いファイルを新しいファイルで上書きできます。 メ
モリカードがいっぱいになると、カメラは最初のビデオファイルを削除して、最新
のファイル用のスペースを確保します。 たとえば、ループ録画の設定が「1分」の
場合、カメラは1分の長さのビデオクリップを作成し、カメラにさらにメモリが必
要になると1分のクリップが削除されます。

10. 動き検出: オフ / オン
デフォルト設定はオフです。
動き検出とは、背景との関係によりオブジェクト位置の変化を検出する技術です。 
動き検出とカメラをオンにすると、カメラは周囲との相対的な位置の変化を検出すると自
動的にビデオを記録します。

11. 運動モード： オフ / オン
デフォルト設定はオフです。
カメラに運転モードをオンにして車のシガレットライターと接続すると、車を起動するとカ
メラは自動的にオンになり、車を止めれば自動的にオフになります。

12.  言語: English / Spanish / German / Italian / French /  简体中文 / 日本語
デフォルト設定はい英語です。
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13．日付スタンプ: オフ / オフ
デフォルト設定はオフです。 
日付スタンプをオンにすると、カメラは撮影した動画と画像に日付スタンプを追加します。

14. 録音: Off / On
デフォルト設定はオンです。
オーディオ記録をオフにすると、動画を記録する時にカメラは録音しません。

15. スクリーンセーパー: オフ, 1 分, 3 分,5分
デフォルト設定はオフです。
バッテリーの使用寿命を節約するために、一時期で使用しないとLCDディスプレイがオフ
にされます。カメラにいずれかのボタンを押すと、再びLCDディスプレイをオンにします。

16. オートパワーオフ: オフ, 1分, 3分,5分
デフォルト設定はオフです。 
バッテリーの使用寿命を節約するために、一時期で使用しないと Vision 2の電源が切られ
ます。

17．ボタン音： オフ / オン
デフォルト設定はオンです。
Vision 2のアラートの音量を設定します。

18. OSD モード: オフ / オン
デフォルト設定はオンです。
OSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）は、カメラの画面上にビデオまたは写真の解像度、
日付、時刻、および設定データを表示する機能です。

19. 露出: +0.7 / +0.3 / +0.0 / -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 / -1.7 / -2.0
デフォルト設定は0です。
カメラのデフォルトは全体の画像によって、適切な露出レベルを決定します。又、露出機
能を使用すれば、カメラに優先させる領域を選択できます。この設定は、撮影中で重要な
エリアが露出過剰または不足になる場合に対して、とても便利です。
この設定を変更すると、LCDディスプレイに画像の効果がすぐに表示されます。モードを
変更すると、カメラは正しい露出レベルを調整するために、全体シーンの使用モードに
戻ります。

20. ホワイトパランス: 自動、晴れ、曇り、タングステンランプ、蛍光灯
デフォルト設定は自動です。
ホワイトバランス機能を使用すると、動画と画像の色温度を調整して、涼しいや暖かい場
所の照明条件を最適化できます。この設定を変更すると、LCDディスプレイに画像の効果
がすぐに表示されます。

21. 周波数: 50Hz / 60Hz
デフォルト設定は50Hzです。

22. WDR: オフ / オン
デフォルト設定がオンです。
ワイドダイナミックレンジ（WDR）は、画像の暗い部分と明るい部分に高いレベルを保持
します。 その結果、これら両極端のために適切に露光された写真が得られます。 この設定
は、バックリストまたは非常に明るい領域と暗いフォアグラウンドを持つシーンに特に便
利です。 WDRは、フォトキャプチャモードでのみ使用できます。

23. 品質: ファイン / ノーマル / エコノミー
デフォルト設定はノーマルです。

24. シャープネス: 強い / 標準 / 柔らかい
デフォルト設定は標準です。
シャープネス 画像のコントラストを上げて、輪郭をはっきりと見えるように処理をする機
能。この設定を変更すると、LCDディスプレイには画像への影響がすぐに表示されます。

25. ISO: 自動 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
感度 デジタルカメラの場合、ISO感度とはデジタルカメラが光をとらえる能力を表す値で
す。 ... ISO感度を2倍にすると撮像素子に当たる光の量が半分で適正露出になります。 つま
り、ISO感度をISO100からISO200に上げると、同じ絞り値（F値）であれば2倍速いシャッター
スピードで撮影できます。この設定を変更すると、LCDディスプレイには画像への影響がす
ぐに表示されます。
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26. 日付 / 時刻: MM / DD / YY 
カメラをPPShowアプリに接続すると、日付と時刻が自動的に更新されます。 ただし、必要
に応じてこれらの設定を手動で変更できます。
ご注意： バッテリーを長時間カメラから取り外すと、日付と時刻が自動的にリセットされま
す。

27. フォーマット: キャンセル / 確認
マイクロSD カードが良い状態であることを確保して、正常な状態で再フォーマットしてく
ださい。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロ
ードしたことをご確認ください。
カードを再フォーマットために、モードボタンを押してシステム設定に入ってから、ダウン
ボタンを数回で押して、フォーマットに入ります。>すべてのデータ削除します？>確認。

28．デフォルト設定: キャンセル / 確認
このオプションは全ての値をデフォルトの値にリセットすることができます。

29. パーション
VISION2のバージョンを確認できます。

PPSHOW APP と接続する
PPShowアプリは、スマートフォンやタブレットによって、カメラを遠隔制御できます。その
機能は、全体のカメラ制御、ライブプレビュー、内容の再生と共有、及びカメラソフトウェ
アの更新を含みます。
1. Apple App StoreまたはGoogle PlayからPPShowアプリをモバイルデバイスにダウンロ
    ードします。
2. カメラの電源を入れ、上へボタンを押してWi-Fiをオンにします。
3. モバイルデバイスのWi-Fiをオンにし、Wi-Fi SSID「SSID'DragonTouch_Vision2」を探して
    接続します。
4. パスワードを入力：「1234567890」を入力します。
5. アプリAKASO DVを開きます。
注意点： Wi-Fiをオフにする場合は、[上へ]ボタンを押します。

内容をオフロードする
コンピューターに内容をオフロードする
動画と画像をコンピューターで再生するために、まずこれらのファイルをコンピュータに
転送する必要があります。転送するのは、新しい内容を記録ためにマイクロSDカードのス
ペースを解放します。

カードリーダー（別売）とコンピューターのファイルエクスプローラーを利用して、ファイル
をコンピューターにオフロードするのは、カードリーダーをコンピューターに接続してか

VISION 2 に動画と写真を削除
1. カメラをオンにして、ビデオモードまたは写真モードにします。
2. 上ボタンまたは下ボタンを押して写真を再生します。 上ボタンまたは下ボタンを押し、
    そしてシャッターボタンを押して動画を再生します。
3. シャッターボタンを3秒間押し続けると 画面に「このファイルを削除しますか？ 確認、キ
    ャンセル 」と表示します。
4. シャッターボタンを押すと、選択したファイルが削除されます。
5. ビデオまたは写真の再生モードを終了するには、モードボタンを押します。
注： マイクロSDカードに大量のコンテンツが含まれている場合は、読み込むのは数分か
かることがあります。

内容を再生する
カメラのLCDディスプレイ、コンピューター、テレビ、またはスマートフォン/タブレットに内
容を再生できます。

マイクロSDカードをコンピューターや互換性テレビなどのデバイスに直接に差し込んで、
内容を再生することもできます。この場合に、再生解像度はデバイスの解像度と解像度を
再生する能力に依存します。

VISION 2に動画と画像を見る
1. カメラをオンにして、ボタンを押してビデオモードまたは写真モードにします。
2. 上ボタンまたは下ボタンを押して写真を再生します。 上ボタンまたは下ボタンを押し、
    そしてシャッターボタンを押して動画を再生します。
注： マイクロSDカードに大量のコンテンツが含まれている場合は、読み込むのは数分か
        かることがあります。
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マイクロＳＤカードを再フォーマットする
マイクロSD カードが良い状態であることを確保して、正常な状態で、再フォーマットして
ください。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロ
ードしたことをご確認ください。
1. モードボタンを3秒間押し続けると、カメラの電源が入ります。
2. モードボタンを数回押し、そしてシャッターボタンを押してカメラの設定モードに入りま
     す。
3. UPボタンまたはDOWNボタンを押して、 「フォーマット」を選択します。
4. シャッターボタンを押すと、「フォーマットを確認します、確認、キャンセル」と表示されま
     す。
5. 下ボタンを押し、確認を選択してシャッターボタンを押すと画面に「フォーマット終了」と
     表示されます。 micro SDカードが正常にフォーマットします。

ら、マイクロSDカードを差し込みます。ファイルをコンピュータに転送し、又はカードに選
択されたファイルを削除することができます。画像やオーディオファイルをオフロードす
るために、カードリーダーを使用する必要があります。

スマートフォンやタブレットに内容をダウンロードする
1. 「PPShow」アプリを開きます。
2. 画面の左下にある「フォルダ」をタップします。
3. トップ画面の右隅にある「編集」をタップします。
4. 保存したいファイルをタップします。
5. 画面の右下に「保存」をタップします。 画面に「ダウンロードの確認」と表示されます。
6. 「ダウンロードの確認」をタップします。
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画像ァルパム
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カメラのお手入れ
カメラの最高の実現を得るために、次のガイドラインに従ってください。
1. 最高の音声を得るために、マイクの穴からの汚れを削除するようにカメラを振ったり、
    マイクを吹いたりしてください。
2. レンズをきれいにするには、柔らかくて、糸くずがない布で拭いてください。レンズの周
    囲に異物を入れないでください。
3. 指でレンズにタッチしないでください。
4. カメラ内部の部品が破損する可能性があるので、ショックを加えたり、落としたりしない
    でください。
5. 損傷を引き起こさないため、強い日光と高温の環境を避けてください。

バッテリー使用寿命最大値
撮影中で、バッテリーが0％に達すると、カメラはファイルを保存して電源をオフにします。
最大限にバッテリーを使用するために、できれば以下のガイドラインに従ってください。
• 無線接続をオフにします。
• 低いフレームレートと解像度の動画を撮影します。
• スクリーンセーバー設定を使用します。

バッテリーの貯蔵とハンドリング
• カメラは電池などの敏感な部品を含めています。非常に寒いや暑い場所を避けてくだ
  さい。低温または高温の環境に、バッテリーの使用寿命が一時的に短くて、又はカメラ
  が一時的に正常に作動できない可能性があります。

• カメラの表面または内部に結露が生じる可能性がありますので、カメラを使用中に、温
  度や湿度が急激に変化する環境を避けてください。

• 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源でカメラやバッテリーを乾燥しないでくだ
  さい。浸水によるのカメラまたはバッテリーの損傷は、保証の対象となりませんので、ご
  注意ください。

警告: カメラやバッテリーを落としたり、分解したり、開けたり、粉砕したり、曲げたり、変形
させたり、穿孔したり、細断したり、電子レンジで焼却したり焼却したりしないでください。
カメラのバッテリーの開口部に異物を入れないでください。カメラやバッテリーが破損し
ている場合は使用しないでください。例えばひび割れ、穿孔、または水に傷つきました。
バッテリーを分解または穿孔すると、爆発や火災の原因となります。
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ビデオ
ビデオを録画するには、カメラをビデオモードに設定します。

録画を開始するには:
灰色のビデオボタンを押します。カメラからビープ音が1回鳴り、録画中にカメラのラン
プが点滅します。

録画を停止するには:
もう一度灰色のビデオボタンを押します。カメラからビープ音が1回鳴り、ランプの点滅
が消えます。

写真
写真を撮影するには、カメラを写真モードに設定します。

写真を撮影するには
赤色の写真ボタンを押します。カメラからシャッター音が1回鳴ります。

リモート

写真ボタン

ビデオボタン

防滴のみに対応、防水に対応しません



AKASOアクションカメラリモートのCR2032  バッテリー交換
1. 1.8mmのプラスドライバでリモコンの背面カバーにある4本のネジを外して開きます。

2. PCBボード上の4本のネジを取り外します。

3. 図に示すように、PCBボードを持ち上げ、バッテリーを取り出します。
    ご注意：カメラとビデオボタンの機能を逆にしないため、プリント基板を回転させない
                   ようにバッテリーを取り外してください。

4. 「+」極を上に向けながら、新しいバッテリーを取り付けます。

5. 4本のネジをすべてPCBボードに取り付けます。

6. 4本のネジをすべてカバーに戻して取り付けます。

カメラをヘルメット、ギア、機器に取り付けます。
カメラの取り付け
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日本語

弊社の製品についてご質問、ご意見がございましたら、下記のアドレスにEメールを
送信してください。こちらは全力を尽くして、お客様の問題を解決させていただき
ます。
E-メール: cs@dragontouch.com
公式サイト: www.dragontouch.com

連絡方法


