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SELFSAT FLYをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では製品の機能と操作方法をご案内しています。製品に関する重要な注意事
項や、正しい取扱い方法なども記載されておりますので、ご利用前に必ずご一読く
ださい。また、お読みになった後は大切に保管してください。

FLY200_JA100

ご利用上の注意

警告 以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、大けがや死亡事故に至る危害が発生
する恐れがあります。

»»本製品を分解・改造しないでください。分解・改造された製品に関しては、保証期間内であっても保
証対象外となります。
»»本体やケーブルの上に物を載せたり、無理な力のかかる環境で使用しないでください。»また、ケー
ブルを折り曲げたり、切断・加工を行わないでください。
»»本製品の中に異物を入れないでください。
»»本製品は室内用の精密機械です。以下の条件で保管・使用しないでください。

»»本製品に純正アダプタ以外を使用しないでください。
»»本製品が正しく動作しない場合や、本体に変形や発煙が見られる・異音や異臭がする場合には、た
だちに使用を中止してください。
»»ACアダプタやケーブルに破損が見られる場合、ただちに使用を中止してください。
»»本製品やその付属品をお子様の手の届くところに放置しないでください。
»»本製品を長時間使用しない場合、ACアダプタを抜いて保管してください。
»»本製品を使用したことで発生したいかなる損害に対しても、保証はいたしかねます。

屋外／高温になる場所／火気に近い場所／引火性液体や可燃性ガスにさらされる恐れのある場所
湿気の多い場所／水にぬれる恐れのある場所／埃の多い場所／強い電磁波・磁力の発生する場所
静電気の多い場所／結露の発生しやすい場所
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仕様について

»»本製品では、5Ghz帯のWi-fiを使用して通信をおこなっています。本製品を使って屋外で通信を行う
ことは電波法で禁止されています。
»»周囲の無線環境によって、正常に接続出来ないまたは接続しづらい、通信が安定しない、遅延やブ
ロックノイズが発生する等の症状が発生することがあります。

»»製品の仕様や本書の内容は、性能改良のた
め、事前の通告なしに変更されることがありま
す。そのため、お買い上げの時期によっては、
同一製品であっても多少の差異が生じる場合
がございます。
»»データが記録されなかったり、破損していた場
合など、本製品を使用したことで生じたいかな
る損害についても、弊社では一切責任を負い
ません。

本製品は下記の認証を取得しています。

■ 製品の仕様について

■ 認証

»»著作権法で許可されている場合を除き、本書
のいかなる部分も、株式会社INBYTEによる事
前の書面許可なしに複製・コピー・翻訳するこ
とはできません。
»»記載されている各会社名および各商品名は、
各社の商標または登録商標です。

■ 著作権と商標

022-180067

セット内容

SELFSAT»FLY（本体） »アンテナ2本

設置器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リモコン受信部延長ユニット

取扱説明書（本書）

赤外線送信»ユニット

»ACアダプタ»USBケーブル
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製品仕様
型番 FLY-200

映像入力 HDMI»×1
最大»1920×1080»まで対応

映像出力 HDMIパススルー»×1
最大»1920×1080»まで対応

通信規格 IEEE»802.11n　5GHz
通信距離 最大»30m　※1
同時接続 最大8台
暗号化方式 WPA2-PSK
アンテナ仕様 MIMO方式

その他入出力
マイク入力»×1
IR入力»×1
IR出力»×1

IR方式 NECフォーマットに対応
寸法 200»x»110»x»30»mm
重さ 約»520g
動作環境 0℃~»50℃»(保管温度:»-10℃~»85℃)
消費電力 5.6W

映像入出力仕様
本製品でサポートしている解像度は下記の通りです。
映像がサポート外の解像度で入力された場合や、出力先の映像機器が利用する解像度に
対応していない場合、正常に表示されない場合があります。
■1920×1080p»/　1920×1080i»/　1440×576p»/　1440×480p
■1280×720p /　720×576p/　720×576i»/　720×480p
■720×480i»/　720×288p»/　720×240p /640×480p /　640×280p

ソフトウェア仕様

■ スマートフォン用アプリケーション

OS Android»6.0以上または»iOS»9.3»以上

対応チップセット
(1)»Qualcomm»Snapdragon»800»以上
(2)»Exynos»5420»Octa»以上
(3)»Apple»A8»以上

CPU
(1)»Quad-core»2.3»GHz»Krait»400»以上
(2)»Octa-core»(4x1.9»GHz»Cortex-A15»&»4x1.3»GHz»Cortex-A7)»以上
(3)»Dual-core»1.4»GHz»Typhoon»(ARM»v8-based)»以上

メモリ
(1)»3GB以上
(2)»3GB以上
(3)»1GB以上

■ パソコン用アプリケーション

OS Windows»7»以上またはMac»OSX»10.10»以上

CPU 第3世代Intel»Core»i3»相当以上

メモリ 2GB以上

»»本製品に搭載されている赤外線信号(リモコンの信号)の転送機能は、対応するリモコン信
号方式のみご利用できます。正しく接続しても転送機能がご利用できない場合は、ご利用
されているリモコンの信号方式をご確認ください。
»»本製品の通信距離は、配信モードによって異なります。詳しくは(→P12)をご確認ください。

Note

※１通信距離は、配信モードによって異なります。
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各部の名称

A モードボタン 配信モードの変更を行います。(⇒P.12)

B 動作LED 現在の動作状態をLEDの色で知らせます。(⇒P.13)

C リモコン受信部 各種リモコンの信号を受信します。

D 電源ボタン 電源のオン/オフを行います。(⇒P.12~13)

E ストリーミングボタン 映像の配信開始/停止を行います。(⇒P.12~13)

F アンテナ端子 付属のアンテナを接続します。

G HDMI入力端子 配信したい映像ソースを入力します。

H HDMIスルー出力端子 HDMI入力端子に入力された信号をそのまま出力します。

I USB端子 通常は使用いたしません。(修理サポート専用)

J マイク端子 マイクのMIX入力を利用する際に使用します。

K IR出力端子
赤外線送信ユニットを接続し、本体に入力された赤外線信号を
ケーブルから出力します。本機を介して他の映像機器などを操作
する際に利用します。

L IR入力端子
リモコン受信部延長ユニットを接続し、リモコン受信部を延長で
きます。本体を隠す様な設置の際に利用します。

M 電源端子
付属のUSBケーブルとACアダプタを接続し、コンセントより電源
を取ります。

N アンテナ端子 映像配信の為のアンテナを接続します。

■ 本体接続図

SELFSAT FLY（本体）
本機後面

プレーヤーなど

HDMI出力
端子へ

HDMI入力
端子へ

HDMI　IN

HDMI　OUT

HDMI　OUT

テレビなど

HDMI出力
端子へ

HDMI入力
端子へ

赤
外
線
送
信
ユ
ニ
ッ
ト

USBケ
ー
ブ
ル

リ
モ
コ
ン
受
信
部
延
長
ユ
ニ
ッ
ト

MIC  IR
IN

IR
OUT  

オ
ー
デ
ィ
オ
ケ
ー
ブ
ル
(別
売
)

DC 5V

コンセント

ACアダプタ
マイクなど

映像出力機器の赤外線受信部へ貼り付けます。

設置の流れ
■ 本体
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■ 設置方法

１アンテナを取付ける
本体に、アンテナ2本を取付けます。 ２HDMIケーブルを接続する»

配信したい映像機器と本機をHDMI
ケーブルで繋ぎます。

３電源を接続する 
本機の電源端子にUSBケーブルを繋

ぎ、その先にACアダプターを繋ぎます。その
後、ACアダプターをコンセントに繋ぎます。

※2本のアンテナはそれぞれ左右どちらに取付けても構いま
せん。

４HDMIスルー出力へ接続する
入力された映像をそのまま有線で

ディスプレイに出力したい場合に利用しま
す。HDMIスルー出力端子とディスプレイを
HDMIケーブルで繋ぎます。

５マイクを接続する 
映像とは別に、マイク音声を入力した

い場合に利用します。マイクをマイク端子に
接続してください。

６リモコン受信部延長ユニットを接続する 
本体ユニットを隠して設置する場合な

ど、直接リモコン操作ができなくなる際に赤
外線受信部を外部に出すことができます。

７赤外線送信ユニットを接続する 
本機には、映像機器のリモコン信号を

転送する機能があります。本機の赤外線送
信ユニットを映像機器のリモコン受信部に
接続し、映像機器のリモコンを本機のリモコ
ン受信部に向けて操作すると、リモコン信号
を転送して映像機器の操作が可能となりま
す。

»»マイク端子にマイクを接続すると、マイク入力された音声が優先されます。配信される映像の
音声は消去され、マイク入力された音声が映像と共に配信されますのでご注意ください。
»»マイク端子にマイクを接続した場合でも、HDMIスルー出力端子からは、HDMI入力より入力
された映像＋音声がそのまま出力されます。

Note①

② ③④ ⑤ ⑦ ⑥

①

※以下の項目は必要な場合のみ行ってください。
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映像を配信する

１起動する»
電源ボタンを長押して起動します。起

動後は自動的に待機モードになります。
２配信を開始する 

待機モード中にストリーミングボタン
(S)を押して配信を開始します。

３配信モードを変更する»
ストリーミング中にモードボタンを押すことで、

配信モードの変更が可能です。

モード 画質 配信台数 通信距離 用途
LOW»(青) 中画質 8台まで スライドや静止画など

HIGH»(緑) 高画質 7台まで 動きのあるコンテンツなど

MOVIE»(紫) 最高画質 6台まで 動画の配信など

４配信を停止する 
ストリーミング中にストリーミングボタ

ンを押して配信を停止します。配信停止後
は待機モードに戻ります。

５電源を切る 
待機モード中に電源ボタンを短く押す

とスリープモードとなります。また、スリープ
モード中に電源ボタンを長押しする事で、完
全に電源を切ることができます。

LEDの色 動作の状態
消灯 電源オフ
赤色 スリープモード»(スタンバイ状態)
白色 待機モード»(配信停止中)
青色 LOWモード»(配信中)
緑色 HIGHモード»(配信中)
紫色 MOVIEモード»(配信中)

»»本機の動作状態は、モードボタンの周囲にある動作LEDの色により次の通り確認できます。

■ 動作LEDの表示について

長い

短い

»»本製品の通信距離は、配信モードによって異なります。高画質になるほど、電波干渉を受けや
すくなり、通信距離が短くなる場合があります。接続できない・接続が不安定な場合には、配
信モードの変更をあわせてお試し下さい。

Note
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映像を受信する　

■ Windows パソコンで受信する

本機で配信される映像を受信するためには、専用のソフトウェアが必要となります。
INBYTEのホームページ(http://inbyte.jp/)の商品ページ内よりダウンロード可能となりますので、予めダ
ウンロードしておきます。

(1)でダウンロードしたzipファイルを解凍します。

解凍すると中に「SELFSAT-FLY.msi」というファイルが
入っているので、実行します。

画面内の指示に従い、インストールします。

Windows画面右下よりWifiの接続メニューを開きます。

Wifiの選択画面より「Selfsat-fly-xxxxxx」を探し、選択します。
※»xxxxxには数字やアルファベット(本体ごとに異なる)が入り»
　 ます。

パスワード入力画面が表示されますので「12345678」と入力
して接続を押し、本機のWifiと接続します。

デスクトップ画面に作成された、「SELFSAT-FLY」を実行し
て、専用ソフトウェアを起動します。

　　
映像を受信するには、5GHz帯でのWifi接続が可能なWindowsパ
ソコン、Mac、iOS/Android端末のいずれかが必要となります。

４. 専用のソフトウェアを起動する

２. 専用のソフトウェアをインストールする

１.専用のソフトウェアをダウンロードする

３.Wifiの設定をおこなう

※Wifiの接続メニューの位置は、Windowsのバージョンや環　　　　
　境によって異なります。

※パスワードを変更している場合は、変更後のパスワード入　»
　力してください。
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専用ソフトウェアの起動後、画面右下にメニューが表示されます。「Play」を選択すると、新しいウィンドウ
が立ち上がり、そこに配信映像が表示されます。終了するときはメニュー内の「Stop」を押すか、配信画面
右上の×ボタンを押します。

■ Mac で受信する
５. 専用ソフトウェアの使い方

本機で配信される映像を受信するためには、専用のソフトウェアが必要となります。
INBYTEのホームページ(http://inbyte.jp/)の商品ページ内よりダウンロード可能となりますので、予めダ
ウンロードしておきます。

(1)でダウンロードしたzipファイルを解凍しま
す。

解凍すると中に「SELFSAT-FLY.dmg」というファイルが
入っているので、実行します。

アップルアイコン→「システム環
境設定」→「セキュリティとプラ
イバシー」を開きます。
「ダウンロードしたアプリケー
ションケーションの実行許可」
を「すべてのアプリケーション
ケーションを許可」に変更しま
す。

２. 専用のソフトウェアをインストールする

１.専用のソフトウェアをダウンロードする

A Play/Stop 映像を再生/再生終了します。
※配信画面右上の×ボタンで消しても再生停止可能です。

B Record on/off 
録画のオン/オフをおこないます。
ボタンを押すと「名前をつけて保存」ウィンドウが表示されるので、保存先
を選択しファイル名を入力してから、「保存」を選択します。

C Menu メニューを開きます。
D Quit ソフトウェアを終了します。
E Back 元の画面に戻ります。
F Device Setting ネットワーク設定などを変更します。(→P.24)
G Password Setting 設定用のパスワードを変更します。(→P.24)
H information バージョン情報等の確認ができます。

D

A

C

B

３.アプリケーションケーションの実行許可を変更する

E
F

G

H
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スクトップ上部のメニューバーよりWifiの接続メニューを開き
ます。

Wifiの選択画面より「Selfsat-fly-xxxxxx」を探し、選択します。

パスワード入力画面が表示されますので「12345678」と入力
して接続を押し、本機のWifiと接続します。

５. 専用のソフトウェアを起動する

４.Wifiの設定をおこなう

デスクトップ画面に作成された、「SELFSAT-FLY」を実行
して、専用ソフトウェアを起動します。

起動後、画面右下にメニューが表示されますので、「Play」を選択すると新しいウィンドウが立ち上がり、そ
こに配信映像が表示されます。終了するときはメニュー内の「Stop」を押すか、配信画面右上の×ボタン
を押します。

A Play/Stop 映像を再生/再生終了します。
※配信画面右上の×ボタンで消しても再生停止可能です。

B Record on/off 
録画のオン/オフをおこないます。
ボタンを押すと保存ダイアログが表示されるので、保存先を選択しファイ
ル名を入力してから、「保存」を選択します。

C Menu メニューを開きます。
D Quit ソフトウェアを終了します。
E Back 元の画面に戻ります。
F Device Setting ネットワーク設定などを変更します。(→P.24)
G Password Setting 設定用のパスワードを変更します。(→P.24)
H information バージョン情報等の確認ができます。

６. 専用ソフトウェアの使い方

D

A

C

B

※»xxxxxには数字やアルファベット(本体ごとに異なる)が入ります。 E
F

G

H
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■ Android 端末で受信する

本機で配信される映像を受信するためには、専用のアプリケーションケーションが必要となります。
専用アプリケーションは、Google»Playストアにて配信しております。
ストアより「SELFSAT»FLY」と検索して専用アプリケーションをインストールしてください。

１専用のアプリケーションケーションをダウンロードする

設定メニューよりWifiを選択します。

Wifiの選択画面より「Selfsat-fly-xxxxxx」を探し、選
択します。

パスワード入力画面が表示されますので
「12345678」と入力して接続を押し、本機のWifiと
接続します。

２. Wifiの設定をおこなう

起動後、すぐに配信映像が表示されます。
起動後に他画面に切り替えた場合などに、映像が表示されなくなった場合には「Refresh」ボタンを押し
てください。

専用アプリケーションのアイコンを選択し、アプリケー
ションを起動します。

３. 専用アプリケーションを起動する

４.専用アプリケーションの使い方

1 メニューボタン メニューを開きます。

2 Refresh 
画面を再表示させます。画面が表示されない、
または画面が乱れる場合にご利用ください。

3 Record on/off 
録画のオン/オフをおこないます。　
保存された内容は「ギャラリー」から閲覧可能です。
※「内部ストレージ」→「Movies」→「SELFSAT」に保存されます。

4 information バージョン情報等の確認ができます。
5 録画マーク 録画中に表示されます。

①
②
③
④

⑤

※»xxxxxには数字やアルファベット(本体ごとに異なる)»
　が入ります。
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■ iOS 端末で受信する

本機で配信される映像を受信するためには、専用のアプリケーションケーションが必要となります。
専用アプリケーションは、appストアにて配信しております。
ストアより「SELFSAT»FLY」と検索して専用アプリケーションをインストールしてください。

設定メニューよりWifiを選択します。

Wifiの選択画面より「Selfsat-fly-xxxxxx」を探し、選
択します。

パスワード入力画面が表示されますので
「12345678」と入力して接続を押し、本機のWifiと
接続します。　　　

１専用のアプリケーションケーションをダウンロードする

２. Wifiの設定をおこなう

起動後、すぐに配信映像が表示されます。
起動後に他画面に切り替えた場合などに、映像が表示されなくなった場合には「Refresh」ボタンを押して
ください。

専用アプリケーションのアイコンを選択し、アプリケーションを起動します。

３. 専用アプリケーションを起動する

４.専用アプリケーションの使い方

1 メニューボタン メニューを開きます。

2 Refresh 
画面を再表示させます。画面が表示されない、
または画面が乱れる場合にご利用ください。

3 Record on/off 
録画のオン/オフをおこないます。
録画したファイルは»[iOS]写真アプリケーション内の「SELFSAT」フォルダ»に
保存されます。»

4 information バージョン情報等の確認ができます。
5 録画マーク 録画中に表示されます。

①

②
③
④

⑤

※»xxxxxには数字やアルファベット(本体ごとに異なる)»
　が入ります。
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■ ネットワーク設定を変更する

本操作をおこなうには、Windows/Macのパソコンが必要となりま
す。iOS/Android 端末からは、本操作がおこなえません

1.»本機のストリーミングを停止し、電源ボタンを短く押してスリープモードにします。(→P.13)
2.»Windows/Mac用のソフトウェアを立ち上げ、Device»Settingを選択します。
　※事前に、Wifiの設定などパソコン側の設定を行ってください。
3.»パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力して「OK」を押します。
　※初期パスワードは「admin」です。
4.»設定画面が表示されるので、設定を変更して「OK」を押します。

■ パスワード設定を変更する

1.»本機のストリーミングを停止し、電源ボタンを短く押してスリープモードにします。(→P.13)
2.»Windows/Mac用のソフトウェアを立ち上げ、Password»Settingを選択します。
　※事前に、Wifiの設定などパソコン側の設定を行ってください。
3.»パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力して「OK」を押します。
　※初期パスワードは「admin」です。
4.»設定画面が表示されるので、設定を変更して「OK」を押します。

　　 本操作をおこなうには、Windows/Macのパソコンが必要となりま
す。iOS/Android 端末からは、本操作がおこなえません

Change SSID SSIDを設定します。

Create a Key Wifiのパスワードを新しく設定します。
※初期設定：12345678

Confirm Key 確認の為に、もう一度新しいパスワードを入力します。

Change a Password 本機のパスワードを新しく設定します。
※初期設定：admin

Confirm Password 確認の為に、もう一度新しいパスワードを入力します。

■ Wi-fi中継器を使用する
本製品の配信距離を延長するために、市販の無線LAN中継器を利用する事ができます。設定手順等は、
各無線LAN中継器の取扱説明書をご覧ください。

本機を初期化する

本機の全ての設定項目を初期化します。ネットワーク設定やパスワードが分からなくなってしまった場合
や、正常に動作しなくなった場合にお試し下さい。

１.»本機のストリーミングを停止し、電源ボタンを短く押してスリープモードにします。(→P.13)
２.LEDが消灯するまで、モードボタンを押し続けます。
３.モードボタンから手を離すと、初期化が開始され、LEDが点滅を繰り返します。
４.初期化が終了すると、LEDが赤点灯となり、スリープモードに戻ります。
５.電源ボタンを押して、製品を起動します。



保証とアフターサービス

■ 保証規定

■ サポートセンター

1.»本書の注意にしたがい正常に使用した場合
に限り、お買い上げの日より１年間無償で修
理または交換いたします。修理または交換の
必要が生じた場合は、製品に保証書を添え
て、お買い上げのお店もしくは当社へご持参
いただくか、ご郵送ください。
2.»修理または交換のご依頼で、ご持参およびお
持ち帰りに必要な交通費、または送付いただ
く際の送料および諸経費につきましては、お
客様がご負担いただきますようお願い致しま
す。郵送の場合、適切な梱包の上、紛失等を避
けるため簡易書留をご利用ください。
3.»修理または交換の際、製品の取り外し・取り付
け等によって発生する工賃は、お客様がご負
担いただきますようお願い致します。
4.»保証期間内であっても以下の場合は有償修理
となります。
イ．誤用、乱用および取り扱いの不注意に
よる故障

ロ．火災、地震、水害および盗難等の災害
による故障または紛失
ハ．許可を得ていない不当な改造や修理によ
る故障や損傷
ニ．使用中に生じたキズ等の外観上の変化
ホ．消耗品および付属品の故障、損傷または紛失
へ．保証書の提示がない場合および必要事項
（お買い上げ日、»販売店名等）の記入がない場合
5.»以下の内容については保証いたしかねますの
でご了承ください。
イ．記録されたデータ
ロ．発生した事故の損害

6.»保証書は日本国内においてのみ有効です。
いかなる場合においても保証書の再発行
はいたしかねますので、大切に保管してく
ださい。

»»本製品に関するお問い合わせ・サポート
は、日本国内限定とさせていただきます。
»»通話中の場合、しばらくたってからお掛け直
しくださいますようお願い申し上げます。
»»年末年始などのサポートセンター休業日
には、お客様へのご対応ができない場合
がございます。

株式会社I
イ ン バ イ ト
NBYTE

〒105-0013　東京都港区浜松町1-17-4　
第２丸芝ビル２F

メールアドレス» admin@inbyte.jp
電話番号» 03-6809-1702
» 平日»10：30～18：00
　　　　　　　（当社指定休業日を除く）
ホームページ» http://inbyte.jp/

修理をご依頼の前に
本取扱説明書の「ご利用上の注意」(P.3)をよくお読みいただき、それでも解決しない場合はサポー
トセンターまでご相談ください。

SELFSAT FLY

●お客様へ
本保証書は、保証規定に基づき製
品に対し保証するものです。お客
様欄をご記入のうえ、大切に保管
してください。販売店欄に記入が
ない場合は、お買い求めのお店に
記入していただいてください。
※この保証書によってお客様の法
律上の権利を制限するものではご
ざいません。

●販売店様へ
お客様へのお渡し時に、販売店欄
にご記入もしくは押印ください。

FLY-200
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