
Type-C折畳式台座

ブラシレスモーター 
上下最大可動域42°

ブラシレスモーター 
上下最大可動域180°

標準U1/4

回転軸 
可動域180°

Product Parameters

Smart Live Streamcam(2K) 、1.5 m Cable

6 axis gyroscope

Maximum heading Angle 180° , Maximum pitching Angle 42° , Maximum control speed 120°/s

Built-in microphone, -38dB, pick up distance of 5 meters

Status indicator, red (standby no follow mode), green (follow mode), brightness: 10lux

Type-c interface, USB2.0, supports C to A and C to C cablet (USB A to C Adapter included)

With general standard 1/4 nut, adapted to any standard stands available on the market，tripods, 
pan-tilt, etc.

2560x1440，1920x1080，1280x720，1024x576，960x540，800x600，640x360，480x360，352x288，
160x120

windows 7，windows 8，windows 10，or above，Ubuntu，macOS，Android9.0，or above

Support UVC and UAC

SV823（ARM Dual Cortex with DVFS@1.5G)

Built-in motor control algorithm

Included

gyroscope

Brushless motor

Microphone

Indicator light

USB

Extension
               

Support resolution 
                

Support system

Drive

CPU

MCU

商品スペック

AI 自動追跡ライブカメラ、USB ケーブル 1.5m

6 軸ジャイロによる手ブレ補正

回転最大角度 180°、上下最大角度 42°、モーターの最大制御速度は 120°/s。

内蔵マイク、-38dB、ピックアップ距離 5m

赤 :（スタンバイ）非追跡モード　緑︓追跡モード、明るさ︓10lux

USB2.0 Type-C ポート、対応ケーブル︓（C to C、C to A）

標準的な三脚ネジ（1/4-20UNC）を採用し、三脚を始め様々な固定具が利用できます。

2560x1440，1920x1080，1280x720，1024x576，960x540，800x600，

640x360，480x360，352x288，160x120

Windows 7/ 8.1/  10/ 11、 Ubuntu、macOS、Android9.0

 UVC and UAC 対応

SV823（ARM Dual Cortex with DVFS@1.5G)

制御用内蔵モーター

付属品

ジャイロ

ブラシレスモーター

マイク

インジケーター

USB

拡張

対応解像度

対応システム

ドライブ

CPU

MCU

青山依舊在，幾度夕陽紅。慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，滾滾
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Product Introduction

1. HD 2K picture output, up to 2560*1440@25fps, HD video
2. AI interaction, gesture control, human face recognition tracking, precision tracking, double brushless motors
    two-axis drive, 6-axis gyroscope shake control, and maximum control speed of 120°/s
3. Smart zoom can be achieved through gestures, and 2 levels can be adjusted automatically
4. Microphone algorithm noise reduction
5. Type-c universal interface for wide compatibility
6. Standard USB drive free protocol, supports mainstream operating system , Plug and Play

Microphone

Indicator light Camera

Smart Live Streamcam

商品紹介

1. 最大2560 * 1440 @ 25fps、WQHD高解像度ビデオ。

2. AIインテリジェントインタラクション、ジェスチャーコントロール、顔と形の認識トラッキング、

デュアルブラシレスモーター2軸伝送、6軸ジャイロスコープの揺れ防止、最大制御速度120°/秒

3. 二段階ジェスチャーズーム自動調整

4. マイクロフォンアルゴリズムのノイズ低減

5. Type-Cインターフェイス（本体側）。

6. 標準のUSBドライブフリープロトコル。

マイク

インジケーター カメラ

AI 自動追跡ライブカメラ

下部にある標準1/4ナットは、三脚やその他の機器に接続が可能です。3

3

設置方法
下部の折畳式台座を開きます。1

1

2

2

折畳式台座をオブジェクトに設置します（オブジェクトの幅は4～5cmが最適です）。

押し込む

The general standard 1/4 nut at the bottom can be connected to any tripods and other equipment3

Assembly Method
Open bottom folding bracket1

2 Attach the bottom folding bracket to the object(The optimum width of the object is 4-5cm)

31 2

Press Tightly

Type-C interface

Folding bracket Universal standard 1/4 nut connector

Axis of rotation
can turn 180 °

Brushless motor
maximum rotation 
21°  respectively up and down 

Brushless motor maximum 
rotation 90° respectively 
left and right when using

使用方法
Type-Cケーブルを介してコンピュータに
接続してください。

ジェスチャーコントロール

1

2

追跡開始

カメラに「ジェスチャ1」をかけ、

カメラは正確に追跡開始します。

ズームイン

「ジェスチャ2」をかけズームインします。

ズームインした後、このジェスチャを

再度実行するとズームアウトになります。

追跡ストップ

「ジェスチャ3」をかけ、

カメラは追跡を一時停止します。

ジェスチャー1

３秒続けるとロゴ表示のオン/オフを切り替えが可能です。

ジェスチャー2 ジェスチャー3

Use Guide

Gesture Control

1

2

Start  tracking

When the camera is turned on, 
make "gesture 1" and the 
camera starts tracking and 
shooting accurately.

Zoom in and zoom out

Zoom in with "gesture 2" while filming,
zoom in to the second level and do this 
gesture again,which means to begin 
zooming out.

Stop tracking

Make "gesture 3" in the shooting 
state, and the camera stops tracking.

Gesture 1 Gesture 2 Gesture 3

It needs to be connected to a computer or power 
supply to turn on through the Type-C data line.

Make the gesture last  for 
3 seconds to turn on/off  
the displayed logo

Warranty
Committed to providing best product and service, Aicoco provides one -year warranty (replacement of shell, product appearance,  accessories 
and faulty products caused by non -artificial damage ).

Email: service@aicoco.com            Official Web: www.aicoco.com/


