
お買い求めいただいた本製品の同梱品をご確認ください。
アプリとの接続

利用にはRapsodo PITCHINGアプリ（無料）のダウンロードが必要となります。

充電器&
USBケーブル

モニター 保護バッグ

Rapsodo PITCHING 2.0のご利用にあたっては、下記の条件が満たされている必要があります。
• モニターとRCEが同梱のUSBケーブルを通して接続されている。
• RCEとRapsodo  PITCHINGアプリがWiFiを通して接続されている。

LEDバックライト
LEDバックライトはモニターの接続状況および
充電状況を赤色・緑色・黄色の３色で表示します。

緑色点灯

赤色点灯

消灯

黄色点灯 

RCEに接続されていない、
もしくはUSB同期中です。

赤色点滅

ユーザーマニュアル

同梱品の確認

Rapsodo PITCHING2.0でできること

Rapsodo PITCHINGアプリのダウンロード手順

1. お手元のタブレット端末を用いてApp Storeを開きます。
2. 「Rapsodo PITCHING」と検索します。
3. Rapsodo PITCHINGアプリを選択し、お手元のタブレット端末に

ダウンロードします。
4. ダウンロードが完了すると、お手元のタブレット端末上に

Rapsodo PITCHINGアプリのアイコンが表示されます。

対応端末

IOS: 
10.3以上

端末：
iPad Air 2および   
以降に発売のタブレット端末

*Androidには対応しておりません（2020年1月25日時点）。
*対応機種は最新の情報をRapsodoのホームページでご確認ください。

重要：
RCEと同時に接続できる端末は1台のみとなります。 異なる複数の端末をご利用される場合には、
接続済みの端末の通信を切断したうえで、新しくご利用される端末をRCEと同期する必要があります。

WiFiを通してお手元の端末をRCEとペアリングをするには 

WiFiダイレクトモード

モニター各部の名称

モニター利用方法およびLEDライト確認方法

LEDフロントライト

電源ボタン

USB 接続端子

LEDバックライト

充電方法
• 付属の充電器およびUSBケーブルをモニター裏側にあるUSB接続端子に接続して充電を行います。

充電中はLEDバックライトが黄色に点灯します。
• 充電が正常に完了するとLEDバックライトが消灯します。
• 重要: モニターのバッテリーが少なくなるとLEDバックライトが赤色点滅し、充電が必要であることを

お知らせします。

電源オン
• モニター裏側にある電源ボタンを押すとモニターが起動します。
• モニターの起動準備中はLEDフロントライトが赤色に点灯しますので、利用はお控え願います。起動準備が

完了すると緑色に点灯します。
• LEDフロントライトおよびバックライトの点灯状況の詳細は下記の"LEDライト表示の意味"をご参照願います。

電源オフ
• 電源オン時と同様にモニター裏側にある電源ボタンを押すとモニターを終了できます。
• モニター利用後は付属の保護バッグに入れて保管されることを推奨します。

Rapsodo Compute Engine (RCE)各部の名称

RCE利用方法およびLEDライト確認方法
RCEについて
• Rapsodo Compute Engine(RCE)はUSB接続されたモニターを通した得られたデータを分析する小型の

コンピューターとなります。WiFiを通じてお手元のPCもしくはタブレット端末と接続をします。
• LEDライトの点灯状況の詳細は下記の「LEDライト表示の意味」をご参照願います

充電方法

電源オン
• 電源ボタンを押すとRCEが起動します。
• RCEが起動するとLEDランプが点灯します。LEDランプ点灯後はモニターへの接続が可能となります。

電源オフ

LEDフロントライト

LEDフロントライトはモニターの状況を
赤色・緑色・青色の３色で表示します。

緑色点灯

青色点灯
処理中

赤色点灯
準備中

電源ボタン

USB接続端子
（モニター接続用）

LEDライト USB接続端子
（充電用）

投球の測定のしかた ご利用にあたっての注意点

無線に関する注意

周波数について
本製品は５GHz帯の電波を利用しております。5.2GHz,5.3GHz帯の電波を屋外で利用することは電波法により禁止されています。

VCCIについて
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で利用することを目的としておりますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機等に近接して利用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
本ユーザーマニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

正確な測定およびデータ分析を行うために、下記の手順に従って正しい位置に機器をセットしてください。 投球前にモニター・RCE・ご利用のタブレット端末がすべて接続されていることをご確認ください。
正常に接続されている場合には、モニターのLEDバックライトおよびRCEのLEDライトが緑色に点灯します。
いずれかの機器が正常に接続されていない場合にはモニターおよびRCEのLEDライトが赤色点灯しますので、
再度接続状況をご確認ください（詳細は「LEDライト表示の意味」を参照ください）。

投球後、投球データの分析中はモニターのLEDフロントライトが青色点灯します（分析が終了すると自動的に
緑色点灯に変わります）。LEDフロントライトが緑色に変わったことを確認してから投球を再開してください。

重要：合成皮革のボールや縫い目の近くに目立った傷や汚れがあるボールは投球データの測定に
支障をきたす恐れがありますので、ご利用をお控えください。

モニターのLEDフロントライトが緑色点灯していることを
確認してから投球を開始してください。

他機器との干渉について

本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関するご質問・ご相談は下記のお問い合せ先にご連絡願います。

投球データの測定可能エリアについて
モニターは下記に記載のある測定可能エリアにボールが投げられた場合のみ投球データ
を測定することができます。測定可能エリア外にボールを投げられた場合には、モニ
ターが投球データを測定できなかったり、測定結果が正常ではない場合があります。

1.6 feet
(48.8cm)

測定可能エリア

地上から
5.2feet

(157.5cm)

Rapsodo Computer 
Engine(RCE) ＆ 
保護シールド

巻き尺

P I T C H I N G  2  . 0 VELOCITY
（球速）

SPIN DIRECTION 
（回転方向）

3D TRAJECTORY
（3D投球軌跡）

SPIN RATE
（回転率）

STRIKE ZONE ANALYSIS
（ストライクゾーン分析）

HORIZONTAL & 
VERTICAL BREAK

（変化量） 

セットの手順

II. 保護シールドを設置するI. モニターとRCEを保護シールドに設置する III. キャリブレーションを行う

1. モニターを保護シールドに設置します（赤矢印参照）。

2. RCEを保護シールドに設置します（赤矢印参照）。

3. モニターとRCEを同梱のUSBケーブルを用いて接続します。

1. モニターの位置を調整します。

2. 同梱の巻き尺を用いて、保護シールドをマウンドと
ホームプレートの中央に配置します。

3. Rapsodo Pitchingアプリ上の"CALIBRATION"を選択すると、
モニターが映している画面を確認することができます。

4. 投手がセンターライン上に位置するようにモニターを
調整します。

1. シールドを置く前に、ピッチャープレートとホームプレート

2.

3.

の間に巻き尺を伸ばします。

ホームプレートから15feet6inch(472.4cm)の位置に
モニターに内蔵されたカメラが投手の方向を向くように
保護シールドを配置します。

ピッチャープレート・ホームプレート・保護シールドの３つ
がすべて中央線上に整列するように配置を調整します。

保護シールドは必ず本ユーザーマニュアルに記載の通りの手順で
平らな地面の上に設置ください。本ユーザーマニュアルにない不
適切な設置をされますと、投球の計測が正しく行われな場合があ
ります。また、保護シールドは万が一投球ボールが当たった際に
跳ね返りのボールが打者及び捕手に向かわないようにデザインさ
れておりますが、不適切な設置をされますと跳ね返りのボール
が打者及び捕手に向かい危害を加える恐れがあります。

モニター

アプリ

15'6〟
(472.44cm)

モニターの前後にあるLEDライトを通して、Rapsodoのセットアップや利用時に必要な情報を確認する
ことができます。

LEDライト表示の意味

投球可能

モニターの起動準備中はLEDが
赤色点灯します。

緑色点灯中は投球可能です。
投球後、LEDが青色から緑色点灯に
代わると、投球データをお手元の
端末で確認できます。
投球後、データ処理中はLEDが
青色点灯します。
再び緑色点灯に代わるまでは
投球をお控えください。

RCEに接続中です。 

バッテリーが少なくなっています。
充電してください。

充電中です。

（充電中の場合は）充電完了時に
LEDが消灯します。

• 付属の充電器及びUSBケーブルをモニター裏側にあるUSB接続端子に接続して充電を行います。
充電中はバッテリー状況を反映するLEDライト（下記参照）が黄色に点灯します。

• 充電が正常に完了するとLEDライトが消灯します。
• 重要: モニターのバッテリーが少なくなるとバッテリー状況を反映するLEDライトが赤色点滅し、

充電が必要であることをお知らせします。

• 電源オン時と同様にモニター裏側にある電源ボタンを押すとモニターを終了できます。
電源ボタンを押してからRCEが終了するまでに数秒の時間を要する場合があります。

• モニター利用後は付属の保護バッグに入れて保管されることを推奨します。

LEDライト表示の意味（３つのLEDランプが点灯します。）

RCEとモニターが正常に
接続されています。

キャリブレーションが必要、
もしくは休止状態です。

データ分析が可能な
状態です。

データの処理中です。

ライトのそれぞれの役割：

バッテリー 　　 充電中です。

バッテリーが少なくなっています。
充電してください。

RCEがアプリとモニターに
接続されていません。

RCEがモニターに
接続されていません。

モニターとRCEが接続されると、RCE側のLEDライトが緑・青・赤色の順に点灯し、RCEがRapsodo  PITCHINGアプリに接続可能である
ことをお知らせします。全ての機器が接続され、キャリブレーションが完了すると、投球の測定が可能になります。  

セットのしかた

モニター
RCE

カメラ

1.6 feet
(48.8cm)

本製品その仕様上、コンピューター・携帯電話や電球等の電波を発する電子機器との間で電波干渉が生じて正確な測定に支障をきたす
場合がございます。Rapsodo PITCHING 2.0をご利用になられる際には、周りの電波環境に十分にご配慮をされた上でご利用ください。 

ご利用環境について

本製品ご利用の際には、適切な照度の確保された環境にてご利用願います。
照度が十分でない場合には、適切な測定ができない場合があります。

雨天時（本製品が水に濡れる可能性のある環境）の利用について

本製品は防水仕様ではありません。雨天時など水に濡れる可能性のある環境でご利用をされたり、本製品を水につけたりすることは
お控えください。故障や感電の危険があります。

Rapsodo PITCHINGアプリのアップデートについて
Rapsodo PITCHINGアプリは定期的なアップデートを予定しております。アップデート版がリリースされた際にはすみやかに更新を頂き、
ご利用のアプリを最新の状態に保つようにしてください。

保証について

本製品の廃棄時は、お住いの地域の地方自治体の条例に従って廃棄するか、またはリサイクルしてください。

商標について
iPad Air は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

WiFiダイレクトモードはルーターやWiFi環境を必要とせずにご利用いただけるモードとなります。RCEに内蔵された通信機器を通
してRapsoso PITCHING 2.0とお手元の端末をペアリングすることができます。WiFダイレクトモードは初期設定の状態となりま
す。外部のWiFiネットワークを利用してRCEとお手元の端末をペアリングする場合にも、まずはWiFiダイレクトモードでRapsodo 
PITCHING 2.0とお手元の端末を同期させる必要があります。

【WiFiダイレクトモードのペアリング手順】
1. お手元の端末のWiFi設定画面よりアクセスポイント“RAPSODO_RCEXXXX_PITCH”に接続します。

*XXXXには機器ごとに設定された製品番号が表示されます。

2. Rapsodo PITCHINGアプリを起動すると、RCEとの接続を自動的に開始します。
正常に接続されるとアプリのWiFiアイコンに緑色のチェックマークが表示されます。
また、RCEおよびモニター裏側のLEDライトが緑色点灯します。

Suupport-JP@rapsodo.com

ホームページでもご質問・ご相談を受け付けております。
また、よくあるご質問もご閲覧いただけます。

http://Rapsodo.com/JA

サブスクリプションサービスをご利用のお客様は複数の選手の打球データを登録可能です。詳細は、Rapsodo 
ホームページをご確認ください。ご不明点等ございましたら、Support-jp@rapsodo.comまでご連絡ください。

本製品の保証期間は、お買上げ日から１年間となります。保証期間内に当社の責に帰すべき瑕疵により不具合が発生した場合に限り、
製品の修理および交換を実施いたします。保証についてのさらなる詳細は、Rapsodo ホームページからもご確認頂けます。
ご不明点等ございましたら、Support-JP@rapsodo.comまでご連絡ください。

破棄時の注意



データ処理中
（再び緑色点灯に
なるまで投球を
お待ちください）

投球可能

赤色
準備中

RCEに接続されて
いません

RCEに接続中です

LEDバックライトは
RCEとの接続状況および
バッテリー残量を
お知らせします

充電中

充電が必要です

KNOW YOUR
NUMBERS

ANALYZE.

PERFECT.
CORRECT.

Rapsodo PITCHING 2.0アプリは常に最新バージョン保つようにしてください。

クイックスタートガイド

1. Rapsodo PITCHING 2.0アプリのダウンロードが必要です。 5. Rapsodo PITCHING 2.0のセット

モニターとRCEを保護シールドに設置する。
モニターおよびRCEを保護シールド内に設置し、それぞれの機器を同梱のUSBケーブルで接続します。
ホームプレートから15feet6inch(472.44cm)の位置にモニターに内蔵されたカメラが投手の方向を向く
ように保護シールドを配置します。モニターおよびRCEの電源をオンにします。

6. 投球準備完了です。

3. LEDライト表示の意味

充電方法:
同梱の充電器とUSBケーブルをモニター裏側に
あるUSB接続端子に接続して充電してください。

2. 充電およびモニターの起動方法

モニターのLEDフロントライトが緑色点灯中は投球可能です。投球後、データ分析中はLEDフロントライト
が青色に変わります。データ分析が終了すると再び緑色点灯に変わり投球および投球データの確認が可能に
なります。

*適切な照明が確保された環境にてご利用願います。薄暗い環境では正確な測定ができない可能性があります。
*雨天時など機器が観ずに濡れる可能性のある環境では利用をお控えください。

 セットのイメージ

WiFiを通してお手元の端末をRCEとペアリングする

WiFiダイレクトモード

1. モニターとRCEを同梱のUSBケーブルを用いて接続します。

2. モニターとRCEの電源をオンにします。

3. ご利用のタブレット端末をRCEのWiFiに接続します。

4. Rapsodo PITCHINGアプリ上のWifiアイコンをクリックします。

5. 機器の設置およびキャリブレーションを実施します。
＊詳細はユーザーマニュアル内の「セットのしかた」をご確認ください。

15’6”
(472.4cm)

P I T C H I N G  2 . 0

4. アプリとの接続

重要：Rapsodo PITCHING2.0は同時に１台のタブレット端末としか同期できません。

VELOCITY
（球速）

SPIN DIRECTION
（回転方向）

SPIN RATE
（回転率）

3D TRAJECTORY 
（3D投球軌跡）

STRIKE ZONE 
ANALYSIS

（ストライクゾーン分析）

HORIZONTAL & 
VERTICAL BREAK 

（変化量） 

起動方法:
モニター裏側にある電源ボタンを押して起動します。
起動時は、モニターのLEDフロントライトが赤色点灯します。

詳細はユーザーマニュアル内の「モニター利用方法およびLEDライト確認方法」をご確認ください。

モニター： RCE：

赤色

緑色

青色

緑色

赤色点灯

黄色

RCEとモニターが正常に接続されています。

データの処理中です。

キャリブレーションが必要、もしくは休止状態です。

データ分析が可能な状態です。

充電中です。

バッテリーが少なくなっています。
充電してください。

RCEがアプリとモニターに接続されていません。

RCEがモニターに接続されていません。

モニター
RCE

2. キャリブレーション
• モニターの位置を調整します。
• 同梱の巻き尺を用いて、保護シールドをマウンドとホームプレートの中央に配置します。
• Rapsodo Pitchingアプリ上の"CALIBRATION"を選択します。
• Azimuth viewを用いて、投手がセンターライン上に位置するようにモニターを調整します。




