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パッケージ内容

基本機能

1

iZiggi-HDワイヤレス書画カメラはワイヤレスでリアルタイム映像を配信しま
す。教室やオフィスにて、さらに幅広い用途でお使いいただけます。

•  書画カメラがキャプチャしたリアルタイム映像をiPadへワイヤレス配信する
ことが可能です。*

•  iZiggi-HDからWindowsやMacへWi-Fi接続で映像をワイヤレスで配信する
こともできます。WindowsやMacや電源アダプタとケーブル接続する必要
はありません。*

•  IPEVO Whiteboard(無料アプリ)を使ってiPad上でリアルタイム映像にコメ
ントや図などを追記できます。授業やプレゼンでポイントをより強調するこ
とが可能です。

•  USBポート×２：書画カメラからリアルタイム映像を受信すると同時にUSB
接続されたストレージデバイス内のファイルにアクセスできます。

＊注意：

iZiggi-HDからのリアルタイム映像をスムーズに受信するために、WiFiの帯域幅とシステムリソー
スを十分に確保する必要があります。iZiggi-HDに接続するデバイスは1台のみを推奨しています。
複数のデバイスに接続した場合、帯域幅とシステムリソースの不足により、リアルタイム映像に遅
延やフリーズが発生する原因となります。

キャリーケース

電源アダプタ
* 電源アダプタのプラグ形状は国や地域に
より異なります。

iZiggi-HD
ワイヤレス書画カメラ

1.8m マイクロUSB充電ケーブル アンチグレアシールド

1.2m USB延長ケーブル ユーザーマニュアル

iZiggi-HD

iPad

WindowsまたはMac



iZiggi-HDの概要
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iZiggi-HDはUSB書画カメラとワイヤレスベースの2つのブロックから構成され
ています。iZiggi-HDはA4サイズのドキュメントからスマートフォンやiPadなど
のデバイスまで、いろいろな対象物を撮影できます。撮影された高画質映像は
Wi-Fi経由でIPEVO WhiteboardまたはPresenterソフトウェアへ送信されます。

A. USB書画カメラ

カメラ

•  フォーカスボタン：被写体にフォーカスを合わせます。（数秒かかります。）

•  オートフォーカススイッチ：シングルモード（S）または継続モード（C）
を選択できます。

• 露出調整：露出を調整できます。

•  電源ランプ：iZiggi-HDに電源が入り映像が出力されている場合は、LEDが
白色に点灯します。

•  マイク：iZiggi-HDの内蔵マイクは、レンズ脇のカメラ本体下部に設置され
ています。マイクはiZiggi-HDの電源が入ると自動的にオンになります。ビ
デオ会議などの際に便利です。

注意：

iZiggi-HDの内蔵マイクはパソコンとUSB接続している場合にのみ有効です。iZiggi-HDをワイヤレ
スで使用する際は、映像は送信されますが、音声は送信されません。

USB書画カメラ

ワイヤレスベース

多関節スタンド：
カメラを固定します

露出調整
電源ランプ

マイク

フォーカスボタン
オートフォーカススイッチ



iZiggi-HDの概要（続き）
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iZiggi-HDのポジショニング

多関節スイングアームにより、撮影対象に合わせて手早く簡単に高さや位置を
調整できます。

カメラヘッドは270度の範囲で自由に回転させることができます。

B. ワイヤレスベース

•  LEDインジケータ：バッテリー残量、USB接続、インターネット接続などの
各種ステータスを示します。詳細は12ページをご参照ください。

•  電源ボタン：一回押すと、iZiggi-HDの電源が入ります。もう一度押すと、
電源が切れます。

•  USBポート：iZiggi-HDカメラ用に一つ、 USBストレージデバイス用に一
つ、計２つのポートが用意されています。

  注意：USBストレージデバイスを2台接続することは可能ですが、IPEVO USB書画カメラを2台
接続することはできません。

•  LANポート：イーサネットケーブル（別売）を使って、インターネットに接
続することができます。

  注意：イーサネットケーブルで接続する場合、「インターネット接続」設定内でiZiggi-HDの
ワイヤレス接続を「オフ（イーサネットケーブル接続オン）」にする必要があります。9ペー
ジをご参照ください。

•  リセットボタン：ピンやクリップの先端などを使用してワイヤレスベースを
リセットできます。SSIDやパスワードもリセットされます。

•  マイクロUSBポート：電源供給および充電用のポートです。電源アダプタと
ワイヤレスベースをマイクロUSBケーブルで接続してください。

リセットボタン

LANポート

USB ポート1
マイクロUSBポート USB ポート2

電源ボタン
LED インジケータ



iZiggi-HDの設定
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A. iZiggi-HDの充電

iZiggi-HDの設定や映像のキャプチャを行なう前に、十分なバッテリー残量を確
保するためiZiggi-HDを充電する必要があります。

1.  マイクロUSBケーブルを電源アダプタに接続し、アダプタをコンセントに
差し込みます。マイクロUSBケーブルのもう一端を、iZiggi-HDのマイクロ
USBポートに接続します。

2.  iZiggi-HDの充電中は「PWR」LEDが赤色に点灯します。iZiggi-HDが完全に
充電されるとLEDは消灯します。電源アダプタに接続されている間は、バッ
テリー残量に関係なく、iZiggi-HDは利用可能です。

バッテリーのヒント：

•  iZiggi-HDのバッテリーが空の状態からフル充電まで、約3時間かかります。
（iZiggi-HDの電源がオフになっている場合）

• 充電中にiZiggi-HDを使用した場合、充電時間は大幅に延長されます。

•  フル充電後、iZiggi-HDをバッテリー駆動した場合、使用可能時間は約3時間
です。

•  バッテリー残量が少なくなった場合「PWR」LEDがオレンジ色に点滅しま
す。充電してください。

•  パソコンの標準的なUSBポートを使用してiZiggi-HDを充電することも可能
です。但し、標準的なUSBポートの電力量は小さいため充電時間は大幅に延
長されます。

B. ソフトウェアのダウンロードとインストール

IPEVOフリーソフトを使ってiZiggi-HDをiPad、Windows、Mac上で利用でき
ます。各プラットホーム用のソフトウェアのダウンロードは下記をご覧くださ
い。

iPad

差し込む

差し込む

アダプタをiZiggi-HDに接続

App Storeにて、無料の「IPEVO Whiteboard」を検索してダウンロードし、イ
ンストールしてください。

WindowsまたはMac

IPEVO Presenterは下記サイトよりダウンロードできます：
http://ipevo.jp/download

Whiteboard

 www.ipevo.com/presenter
Download and install from

Presenter



iZiggi-HDの設定（続き）

5

C. iZiggi-HDの電源を入れ、USBケーブルを接続

1.  電源ボタンを押して、iZiggi-HDの電源を入れます。「PWR」LEDが緑色に
点灯します。オレンジ色や赤色に点滅する場合は、4ページのAをご参照く
ださい。「WIFI」LEDはオレンジ色に点滅した後、緑色に点灯します。

2. iZiggi-HDカメラのUSBケーブルをベースにあるUSBポートへ接続します。

D. iZiggi-HDをWi-Fi接続し、ストリーミングを開始

iPadの設定 (Windows/Mac については、6ページをご参
照ください)

ベースへ接続

1.  iPad画面の「設定」をタップし、「Wi-Fi」を選択します。利用可能なネッ
トワーク一覧からiZiggi-HDのSSIDを選択し接続します。iZiggi-HDのSSID
は底面のラベルに記載されています。

2.  IPEVO Whiteboardを起動します。画面内の指示に従って、iZiggi-HDの機能
を表示させます。これらの機能については、次ページにて解説します。

注意：
初回接続時には 、iPadとiZiggi-HDが接続されるまでに約1分かかります。IPEVO Whiteboardを起
動する前に、     がiPad画面の左上に出現していることを確認してください。

iZiggi-HDの底面

設定

設定

機内モード

通知センター

オフ

コントロールセンター



iZiggi-HDの設定（続き）

iZiggi-HDのIPEVOソフトウェア上での使用
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WindowsまたはMacの設定 (iPadについては、5ページ
をご参照ください)

iZiggi-HDの底面

1.  IPEVO Presenterがインストールされていることを確認してください。詳細
は4ページのBをご参照ください。

2.  利用可能なワイヤレスネットワーク一覧からiZiggi-HDのSSIDを選択し接続
します。iZiggi-HDのSSIDは底面のラベルに記載されています。

iPad: IPEVO Whiteboard上でのiZiggi-HDの使用

IPEVO WhiteboardはiZiggi-HDから送信されるリアルタイム映像を映し出しま
す。図やコメントの追加が可能です。下記のステップを実行してください。

1. IPEVO Whiteboardを起動してください。

2.  iPadがiZiggi-HDにWiFi接続されている場合、リアルタイム映像がIPEVO 
Whiteboardに表示されます。表示されない場合は、5ページのCおよびDを
ご参照ください。

•  リアルタイム映像: 書画カメラからのリアルタイム映像を表示します。この
アイコンをタップするとネットワーク一覧が表示されます。一覧内でiZiggi-
HDのSSIDをタップすると、iZiggi-HDの設定ページが表示されます。

•  解像度：画像の解像度が切り替えます。解像度が高い場合、画像がきめ細や
かになりますが、フレームレート（毎秒ごとのコマ数）が落ちる可能性があ
ります。

• 露出度： 露出度（画面の明暗度）を調整します。

•  フォーカス：カメラの焦点を合わせます。フォーカスにタップすると、数秒
で画面が鮮明になります。

• 更新：リアルタイム映像表示をリフレッシュします。

3.  IPEVO Presenterを起動し、 iZiggi-HDの使用を開始します。IPEVO 
Presenterの機能 と設定方法については、7ページをご覧ください。

リアルタイム映像
カメラ解像度変更

露出度切替

フォーカス

更新

Wi-Fi：ネットワークを検索中…



iZiggi-HDのIPEVOソフトウェア上での使用（続き）
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Windows/Mac：IPEVO Presenter上でのiZiggi-HDの使用

IPEVO Presenterを使用して、iZiggi-HDをWindowsやMacで利用することも可
能です。IPEVO Presenterを起動後、下記のステップを実行してください。 

Mac OSの場合

1. メニューバーのIPEVO Presenterをクリックします。

2. 「Preferences（環境設定）」をクリックします。

3.  「Select  Video device（ウェブカメラ）」をクリックし、iZiggi-HDのSSID
を選択します。

Windowsの場合

1. IPEVO Presenter右上のレンチアイコンをクリックします。

2.  「General（一般設定）」タブにて、「Wireless Device（無線デバイス）」
をチェックします。

3. ドロップダウンメニューからiZiggi-HDを選択します。

注意：

IPEVO PresenterまたはWhiteboardでは、いかなる場合でもiZiggi-HDや他のIPEVO書画カメラは1
台のみ接続可能です。

警告：リアルタイム映像の表示中に書画カメラのUSBケーブルを抜き差ししないでください。
iZiggi-HDのシステムエラーの原因となります。

1.

2.
3.

8888

1.
2.

3.



iZiggi-HDの設定項目iZiggi-HDのIPEVOソフトウェア上での使用（続き）
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設定ページでは、ブラウザでのリアルタイム映像閲覧、iZiggi-HDのインター
ネット接続、USBストレージデバイスの接続設定、ログイン情報の変更、パス
ワード保護の設定、詳細なインターネット設定が可能です。iZiggi-HDをiPad/
Windows/Macに接続後、下記の設定を行ってください。詳細設定項目について
は9ページから12ページをご覧ください。

iPadの場合

IPEVO Whiteboardを起動後、ワイヤレスアイコンをタップしてください。表示
されたメニューからSetting(設定)を選択してください。

WindowsまたはMacの場合

1.  ブラウザを起動し、iZiggi-HDのIPアドレスをアドレスバーに入力して接続
します。デフォルトのIPアドレスは10.10.10.1に設定されています。

2. ログイン用パスワードを入力します。デフォルト値は「admin」です。

1.リアルタイム映像

2.



iZiggi-HDのインターネット接続
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PCとiZiggi-HDをWi-Fi接続した場合、PCとインターネットをWi-Fi接続する
ことができなくなります。ただし、iZiggi-HDをWi-Fiネットワークに接続す
ることで、一度iZiggi-HDを経由してのインターネット接続が可能になりま
す。iZiggi-HDがインターネットに接続されている場合、iZiggi-HDへ接続済の
iPad、PCがインターネットへ接続できます。

一般的には、iPad/PCはWi-Fiルーターを経由してインターネット接続が可能です。

IPEVO iZiggi-HDを使用する場合、
iPad/PCでリアルタイム映像を表示できます。さらに、iZiggi-HDを既存のWi-Fi
ネットワークに接続することで、 iPad/PCで映像の表示と同時にインターネッ
トを利用することも可能です。

  下記の簡単な手順に沿うことで、iZiggi-HDを既存のWi-Fiネットワークに接
続できます。

1.  iPad/PCをiZiggi-HDに接続します。iZiggi-HDの接続方法については、5
ページをご参照ください。

2.  iZiggi-HD設定ページの「Internet Connection（インターネット接続）」タ
ブをタップします（設定ページの閲覧については、8ページをご参照くださ
い）。

3.  「Wireless Connection（ワイヤレス接続）」にて「オン」を選択します。
（有線接続をする場合「Off（イーサネットケーブル）」を選択し、イーサ
ネットケーブル（別売）をLANポートに接続してください。）

4.  利用可能なWiFiネットワークの一覧が表示されます。接続するネットワーク
を選択してください。

5.  ネットワークのパスワードを入力し、OKをクリックします。パスワード　
は大文字・小文字が区別されます。

6.  ポップアップウィンドウが開きます。「Restart（再起動）」をクリックし
て　iZiggi-HDを再起動してください。「Later（後で再起動）」をクリック
すると、後ほど手動でiZiggi-HDを再起動することも可能です。再起動開始
後、iZiggi-HDは100秒以内にネットワークに接続します。これで、お手持ち
のデバイスはiZiggi-HDを経由してインターネットに接続されます。

注意：

100秒後にiZiggi-HD設定ページに戻らない場合、 Settings（設定） > Wi-Fi > iZiggi_xxxx 
(「xxxx」は固有のSSID)を開き、デバイスとiZiggi-HDを再接続してください。

iZiggi-HDにはパスワードが正確かどうか、インターネットに接続済かどうかを判定する機能があ
りません。再起動後にインターネットの接続できない場合、パスワードが正しいか確認後、再接
続してください。パスワードは大文字・小文字が区別されます。

iZiggi-HDは2.4GHz帯のWi-Fiネットワークにのみ接続可能です。5GHz帯はサポートされていま
せん。



Whiteboardアプリの画像をUSBストレージデバイスへ保存
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8888

iZiggi-HDは2箇所のUSBボートを搭載しています。iPadでリアルタイム映像
を受信するのと同時にUSBストレージにアクセスすることが可能です。IPEVO 
Whiteboard上のコメントや図を、スナップショット機能　　を用いることで、
iZiggi-HDに接続されているUSBストレージへ保存できます。
下記の手順で、スナップショット画像をUSBストレージへ保存します。

1. IPEVO Whiteboardにて      をタップします。

2.  「Sent to external storage（外部ストレージへ送信）」に「iZiggi_XXXX」
を選択します。

3.  スナップショット画像が保存されると、「Upload completed（アップロー
ド完了）」画面が出現します。

IPEVO WhiteboardでiZiggi-HDに接続されているUSBストレージ内のスナップ
ショット画像を表示することも可能です。下記の手順を実行してください。

1. IPEVO Whiteboardにて　　アイコンをタップします。

2. iZiggi_xxxxから画像を選択します。

3. USBストレージを選択して、画像を選択します。

4. 画面の上にある「＋」アイコンをタップします。

8888

スナップショット

1.

2.



Ziggi-HDを用いてデータ共有

iZiggi-HDのWi-Fiネットワークにパスワードを設定
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iZiggi-HDの2箇所のUSBポートに接続されているUSBストレージに保存されて
いる映像、画像、その他のファイルを共有することができます。

データ共有のための準備はUSBストレージデバイスをベースのUSBポートのいず
れかに接続するだけです。接続後、該当するUSBのLEDが点灯します。点灯後、
ブラウザでiZiggi-HDの設定ページを開き(設定ベージの開き方は８ページをご覧
ください。)「Wireless Disk(ワイヤレスディスク)」をクリックしてください。
USBストレージにアクセスが可能です。

注意：

1.データ破損を防ぐため、USBストレージデバイスを外す際は、事前にiZiggi-HDの電源を切ってく
ださい。

2.ワイヤレスディスク機能を快適に利用するために、iZiggi-HDが利用可能な帯域とシステムリソー
スを十分に確保してください。ワイヤレスドライブへ複数台同時にアクセスする場合は、USBカメ
ラ本体の接続をベースから外す必要がある場合があります。帯域やリソースが不足している場合、
データのアップロードやダウンロードに支障が出る可能性があります。

デフォルトでは、iZiggi-HDのリアルタイム映像とワイヤレスドライブ機能には
パスワード保護がかかっていません。iZiggi-HDのワイヤレスネットワークに接
続されている機器は全て、リアルタイム映像やワイヤレスドライブに接続可能
です。

リアルタイム映像やUSBストレージデバイス内のファイルに対する未許可のア
クセスを防ぐために、パスワードを設定しiZiggi-HDのWi-Fiネットワークを保
護してください。

1.  パスワードを設定する場合は、iZiggi-HDの設定ページにアクセスします
（8ページをご参照ください）。

2.  「Wireless Password（ワイヤレスパスワード）」を選択します。iZiggi-
HDネットワーク名(SSID)とパスワードを入力してください。OKを押して内
容を確定します。



ログイン設定の変更

LEDインジケータの表示内容
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設定ページにてパスワードを新規設定することが可能です。ゲストユーザーを、
8名まで追加することも可能です。ゲストユーザーはリアルタイム映像と接続さ
れたUSBストレージ にはアクセスできますが、インターネット接続設定や管理者
用パスワード設定、ワイヤレスパスワード設定、詳細設定は行なえません。

1.  管理者用パスワードを設定する場合は、iZiggi-HDの設定ページにアクセス
します（8ページをご参照ください）。

2.  「Admin Password（管理者用パスワード）」を選択します。管理者のアカ
ウント名は変更できませんが、パスワードは変更可能です。ゲスト名やパス
ワードを追加・削除することもできます。

注意：ゲストユーザーを削除する場合、該当ユーザーのアカウントとパスワード欄の内容を削除し
てOKをクリックします。

iZiggi-HDのベースには5つのLEDインジケータがあります。iZiggi-HDの状態を
色（点灯または点滅）でお知らせします。

1. PWR ̶ 電源とバッテリー残量
  緑色：iZiggi-HDの電源がオンになっており、バッテリーは十分に充電され
ています。 フル充電時にも緑色に点灯します。

  オレンジ色：iZiggi-HDの電源がオンになっており、バッテリーは充電中です。
  オレンジ色(点滅)：iZiggi-HDの電源はオンになっていますが、バッテリー
残量が少ない状態です。直ちに電源アダプタを接続してください。

 赤色：iZiggi-HDの電源はオフになっており、バッテリーは充電中です。

2.  USB1およびUSB2 ̶ ワイヤレスベースの2箇所のUSBポートに対応していま
す。iZiggi-HDのカメラやストレージなどのUSBデバイスが接続されると、
対応するLEDが緑色に点灯します。デバイスが外された場合、LEDは消灯し
ます。

3.  LAN  ̶ イーサネットケーブル接続を示します。ケーブル接続後はLAN LED
が緑色に点灯し、ケーブルが外された場合には消灯します。

4. WIFI ̶ 現在のWi-Fiの状態を示します。
  オレンジ色から緑色に変化：システムが起動中です。接続が安定するまでお
待ちください。

 オレンジ色に点滅：システムがシャットダウン中です。
 緑色：Wi-Fiが利用可能です。
 緑色に点滅：Wi-Fiデータの送信中です。



iZiggi-HDをPCに直接接続

Apple TVのAirplayを活用
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iZiggi-HDをWi-Fi接続できるだけでなく、カメラをPCのUSBポートに直接接続
して使用することも可能です。IPEVO Presenterソフトウェアでリアルタイム映
像を表示できます。

1.  iZiggi-HDカメラのUSBケーブルをPCに直接接続し、USBカメラとして使用
します。長さが足りない場合は、付属の延長ケーブルを利用してください。

2.  IPEVO Presenterソフトウェアを起動してください。iZiggi-HDのリアルタイ
ム映像が画面に映し出されます。

iPadとApple TVのAirplayを使えば、iZiggi-HDのリアルタイム映像とIPEVO 
Whiteboardのコメントや描画を 大画面へ表示することができます。

Apple TV Airplayを利用するためには、下記の手順を行ってください。

1. Apple TVをiZiggi-HDに接続します。設定 > Wi-Fiを開いてください。

2.  利用可能なワイヤレスネットワークの一覧が表示されます。iZiggi-HDの
SSIDを選択してください。パスワードが設定されている場合はパスワード
を入力してください。

3. Apple TVのAirplay機能をオンにします。

4.  画面の下から上にスワイプして、コントロールセンターを呼び出し、
Airplayをタップします。

  注意：AirplayはiPadとApple TVが両方ともiZiggi-HDに接続されている時にのみ利用でき
ます。

5. ミラーリングをオンにして、ミラーリングを行ってください。

6.  iPadのIPEVO Whiteboardを起動します。以上でApple TV、iZiggi-HD、
iPadが連携します。Whiteboardで書き加える内容がApple TVの画面上に表
示されます。

WiondowsまたはMac

延長ケーブル iZiggi-HD

iZiggi-HD
iPad

TV

Apple TV



よくある質問

14

• SSIDや管理者用パスワードを忘れてしまったらどうすればよいのでしょうか？
  iZiggi-HDをリセットすることでSSIDとパスワードもリセットできます。ピン
やクリップなどでリセットボタンを押してください。リセット中は「WIFI」
LEDがオレンジ色に点滅します。リセット完了後（「WIFI」LEDが緑色に点
灯）、デフォルトのSSIDとパスワードでログインすることが可能になります 
。SSIDとパスワードはiZiggi-HD底部のラベルに記載されています。

•  iZiggi-HDの映像を複数の機器で同時に受信することはできますか？
  帯域とシステム制限があるため、iZiggi-HDに接続する機器は1台のみを推奨
しています。複数の機器を接続した場合、帯域やシステムリソースの不足に
より、映像のタイミングが遅れる場合や、映像の受信ができない場合があり
ます。

• より詳細なインターネット設定をしたいのですが、どうすればよいですか？
  まずiZiggi-HDの設定ページを開いてください（8ページをご参照くださ
い）。次に左下にある「Advanced Settings（詳細設定）」アイコンをク
リックしてください。この画面でiZiggi-HDの詳細設定を変更することが可
能です。

•  自分のネットワークでは固定IPアドレスを使用する必要があります。どうす
ればよいのでしょう？

  8ページの手順に従い、iZiggi-HD設定を開きます。「Advanced Settings
（詳細設定）」を開きます。ここから、Wired Network Setting（有線ネッ
トワーク設定） > Mode（モード） > Fixed IP Address（固定IPアドレス）
を開いてください。

  IP Address（IPアドレス）、Subnet Mask（サブネットマスク）、Default 
Gateway（デフォルトゲートウェイ）や他の設定内容を該当欄に入力し、
OKをクリックします。

•  iZiggi-HDのフル充電にはどの程度の時間がかかりますか？フル充電されて
いない場合、iZiggi-HDをどの程度の間使用できますか？      

  iZiggi-HDのバッテリーが空の場合、フル充電には約3時間必要です。
iZiggi-HDのバッテリー状態に応じた利用可能時間の目安は、下記の表をご
参考ください。

• iZiggi-HDのリアルタイム映像をブラウザで表示できますか？
  はい、可能です。しかし、iZiggi-HDのリアルタイム映像を表示するために
はブラウザごとに異なる設定が必要です。映像を最適な条件で表示するに
は、IPEVO PresenterソフトウェアまたはIPEVO Whiteboardソフトウェア
をご利用ください。

•  iZiggi-HDのワイヤレスベースに2台のUSB書画カメラを接続し、同時に使用
することは可能ですか？

  いいえ、できません。iZiggi-HDが接続できるUSB書画カメラは一度に1台
のみです。２つのUSBポートにUSB書画カメラを2台接続するとシステムエ
ラーが発生し、リアルタイム映像は表示されません。

充電時間 利用可能時間

1時間 1時間

2時間 2時間



トラブルシューティング
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•  IPEVO WhiteboardやPresenter上で、iZiggi-HDのリアルタイム映像が表示
されません。

 •  カメラがiZiggi-HDのベースにあるUSBポートに接続されていることを
確認してください。

 •  iPadまたはPCがiZiggi-HDにWi-Fi接続されていることを確認してくださ
い。Wi-Fi接続の方法は5ページをご参照ください。

 •  iPadまたはPCを再起動してください。

 • カメラのUSBケーブルをベースから外し、再度接続してください。

 •  Wi-FiアイコンがiPadの左上に表示されていることを確認してくださ
い。表示されている場合、IPEVO Whiteboardを終了し、再起動してく
ださい。

• iZiggi-HDに接続できません。

 •  ピンやクリップなどでiZiggi-HDのリセットボタンを押してリセットし
てください。リセット後に再度、接続してください。

 •  リセットで問題が解決されない場合は、IPEVOカスタマーサービスにご
連絡ください。

• iZiggi-HDを既存のWi-Fiネットワークに接続できません。

 • パスワードが正しいかご確認ください。

 • ネットワーク管理者にご相談ください。

• iZiggi-HDの設定ページに既存のWi-Fiネットワークが表示されません。

 •  9ページの手順に従いInternet Connectionタブを開いてください。
「Refresh Network List（ネットワーク一覧の更新）」をクリックした
後、ネットワークが表示されるかチェックしてください。

 •  iPadまたはPCを再起動してください。再起動後にネットワークを再度検
索してください。

 •  Wi-Fiルーターが2.4GHzに対応しているか確認してください。iZiggi-HD
は5GHzのWi-Fiに対応していません。

• iZiggi-HDのリアルタイム映像が不安定、遅れがち、あるいは途切れます。

 •  iPadまたはPCがiZiggi-HDの10m以内にあることを確認してください。
iPadまたはPCはiZiggi-HDから10m以内に位置する必要があります。

 •  複数のiPadやPCがiZiggi-HDに接続されていないか確認してください。
複数接続されている場合、iZiggi-HDのリアルタイム映像を表示させる
機器は1台のみにしてください。複数が映像を表示している場合、解像度
を下げることで状況が改善される場合もあります。

 • iZiggi-HDを再起動して、リアルタイム映像をもう一度確認してください。

• iZiggi-HDの電源をオフにできません。

 •  電源ボタンを5秒以上押したままにすると、iZiggi-HDを強制シャットダ
ウンすることができます。
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