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1) 構成
- メガネ
- 簡易 マニュアル
- メガネストラップ
- メガネ ポーチ
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2) 概要
CHEMION はスマートフォンと動機化して LED に多様な効果を表すメガネです。
アプリケーションを通じてテキストを書き、絵を描き、アニメーションを制作してメガネに表現できます。また
音楽を実時間で動機化してイークォライザーの形(形態)で出力できます。

3) 機器操作方法
1. 主要部分の名称

2. バッテリー交換および装着
電源を入れても、LED が入らないまたはアプリからバッテリー不足の表示が出ましたら新しいバッテリ
ーに交換してください。バッテリー装着の際電池の極性を誤らないようにご注意ください。

3. 電源 ON/OFF
電源ボタンを 2 秒以上長押しすると CHEMION の電源が ON/OFF できます。
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4. 夜間モード転換
電源ボタンを 2 秒以上押し続けた後、電源 ON のインジケーターが出る間
電源ボタンを押しなおすと夜間モードに転換されます。 夜間モードでは CHEMION の LED 全体の明
るさを調節することでまぶしさが防げます。明るさは 3 段階に調節できます。
5. セーブ(保存)されたアニメーション呼び出し
CHEMION に最大 5 個のアニメーションがセーブ(保存）できます。
セーブ(保存）されたアニメーションは電源を短く押せば再生されます。
次のアニメーションへ進みたい時は電源ボタンを短く押してください。

6. その他のインジケーター
①

②

電源 ON

電源OFF

③

待機状態
a.
待機状態では機器の固有番号4桁が表示されます。

④

アプリケーションからCHEMIONへデーター伝送中
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4) アプリケーションの操作法
- アプリケーションはアプリストア もしくは グーグルプレイマーケットでダウンロードできます。
1. アプリ実行および機器連結
CHEMION の電源を入れ、アプリを実行します。
① 検索された機器の名前を選択します。
② 接続(連結)が円滑ではない場合、再検索を通じて機器の接続(連結)をもう一度して下さい。
③ 機器の接続 (連結)なしでアプリケーションを利用するためには
下記の「機器なしで始める」を選んでください。
メーンページ
テキスト : テキストを作成し CHEMION に出力できます。
クリエーター : 絵もしくはアニメーション の製作ができます。
イークォライザー：音楽に合わせイークォライザーを CHEMION に出力します
エクスプローラー：他の人が作ったアニメーションを見ることができます。
マイフォルダー：セーブ(保存）したテキスト、絵、アニメーションを一所(一箇所)に集めて見ることが
できます。
⑥ 設定：機器の名前変更やバッテリーの残量が確認できます。
2.
①
②
③
④
⑤

5

3. テキスト
CHEMION に入れたいメッセージを作成して 出力できます。
①
②
③
④
⑤

入力部分を選択して伝えたいメッセージを作成します。
‘Go‘を選択すると入力したメッセージが CHEMION に出力します。
DJ 機能は下記の DJ の項目をご参照下さい。
マイフォルダーもしくは CHEMION にセーブ(保存)します。
テキストのアニメーション が修正できるページへ移動します。

4. クリエーター
絵もしくは アニメーションが製作できます。
① ページをコピーします。
② コピーしたページを今のページに貼り付けます。
③ ページを削除します。
④ ページに描かれたドット全体が選択した方向へ 1 つ移動します。

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

ページに描かれたドットを全部消します。
描かれたドットを反転させます。
描かれたドットの明るさを調節します。
描かれたドットを消しモードに転換します。
ページを追加します。
製作した絵もしくはアニメーションを CHEMION で出力します。
エクスプローラーに製作した絵もしくはアニメーションを
共有したり、マイフォルダーまたは CHEMION にセーブ(保存）します。。
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5. イークォライザー
イークォライザーを選択すると CHEMION に出力されます。
イークォライザーは周りの音と音楽に反応します
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6. エクスプローラー
他の人が作ったアニメーションの確認ができます。
アプリもしくはウェブで作ったアニメーションがここで一目で見られます。

① 新しく作られたアニメーションのい順で並べられます
② いいね！が多い順で並べられます
③ ダウンロードの多い順で並べられます
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7. マイフォルダー
セーブ(保存）したテキスト、絵、アニメーションを一所(一箇所)
に集めてみることができます。
① メガネにセーブ(保存）します。
② 絵または アニメーションを修正します。
③ 削除します。
④ スロットの順番を下から上へ移動させます。
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8. DJ
メガネに多様な効果を与える機能です。
① プレーされているアニメーションの速度を調節します。
② ブリンク：押している間プレーされている LED が点滅します。
③ スイッチ：押している間 CHEMION の LED が設定した絵もしくは アニメーションに変わります。
④ スイッチ設定ボタン：スイッチにセーブ(保存）する絵もしくはアニメーションをマイフォルダーで
選択して指定し、
指定するモードに転換します。
⑤ スイッチにセーブ(保存）する絵もしくはアニメーションをマイフォルダーから選択します。
⑥ 一般の DJ モードに転換します。

9. 設定
① 機器の情報が修正可能です。ファームウエアのアップデートまたは
CHEMION の名前の変更が可能です。
CHEMION が自身のスマートフォン以外の機器からは接続(連結）できないように設定できま
す。
② バッテリーの残量を確認します。
ボタンを押すとバッテリーの残量が３段階に確認できます。
③ CHEMION ヘルプを確認します。
④ CHEMION の製作者達を見ることができます。
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5)

기타 사용방법その他の使用方法
1. CHEMION とアプリケーションの接続(連結）が切れた場合の対処方法
① 上の部分に表示された接続（連結）アイコンを選択して CHEMION にもう一度 接続（連結）してく
ださい。
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2. 機器の名前を変更する方法 X
設定 メニュー.で PRIVACY アイコンを選択してから CHEMION 機器の名前変更項目を
通じて機器の名前が変更できます。
3. CHEMION を private モードに変更する方法
設定メニュー.で. PRIVACY アイコンを 選択してから CHEMION 機器の名前変更項目を通じて
機能が ON/OFF できます
4. CHEMION のファームウエアをアップデートする方法
設定メニュー.で. PRIVACY アイコンを選択した後
ファームウエアのアップデート項目を通じて CHEMION のファームウエアのアップデートが可能で
す。

6)

注意事項
1. 本製品保証書の提示なしでは交換や修理ができません。
製品購入後は必ずこの保証書を保管してください。
2. 製品購入の際、保証書に購入日を必ずご記入ください。
3. 送品際注意事項
① 製品が損傷を受けないように包装してください。
② 製品保証書上の住所、お名前、電話番号を正確にご記入の上同封してください。
4. 他のお問い合わせや不便な所がありましたらホームページ
または下記の連絡先までご連絡ください。
詳しく説明いたします。

お問い合わせおよび A/S 申し込み
help@chemi-on.com

7)

保証内容

1. 本製品の購入日から保証期間(1 年)以内に正常の取り扱いの際故障が発生した場合には サー
ビスセンタまでに郵送してください。修理いたします。
2. 次の場合には本製品をサービスセンターに郵送して頂いたら実費負担で修理いたします。
① 使用者の取る扱い上の不注意による故障
② 製品の任意の改造、または修理による故障
③ 火災、水害など天災地変による故障
④
購入日から１年以後の故障
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8)

제품 규격製品規格

LED 数

210 개 個

LED 明るさのレベル

3 단계段階

ブルートゥース

4.0(BLE)

ブルートゥース通信速度

1.4 KB/s

ストレージ

100 KB

ファームウエアアップデート

アプリの無線を使用したアッ
プデート
1.5v AAA size battery 2EA

バッテリー規格
バッテリーの持続時間
OS

이션 원격 재생 시 8 시간
アニメーションの遠隔再生際
8 時間
Android : kitkat 4.4 이상以
上
iOS : 7 以上
160mm x 200mm x 57mm

寸法
무게 質量

9) 적합성평가정보適合性評価情報
商号: Funiot, Inc
品名: CHEMION
形名: CHM-2000
製造日:
製造国 : 대한민국韓国
認証番号 :

a 警告
当該無線設備は電波混信の可能性がありますので人命安全に関わるサービスはできません。

13

CAUTION

FCC REQUIREMENTS PART 15
Caution: Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved
by the responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions;
1. This device may not cause harmful interface, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to this equipment generates, uses, and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the radio or television off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or
more of the following measures.
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on another circuit.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

製品保証書

品名

CHEMION

形名

CHM-2000

お買いあげ日・購入日
（年月日）
保証期間

年

月

日

購入の日より１年間
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구 입 처
ご購入先名
お客様
（顧客）

ご 住 所
お 名 前

本製品は徹底的な品質管理の元で厳しい検査に合格した製品です。
万が一正しい使い方にも故障が発生した場合にはこの保証書の規定に従って
修理いたします。

http://www.chemi-on.com

15

