
前書き
このヘッドマウントデジタルビデオカメラをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。本製品は第一視野角を採用して撮影
します。タッチボタンとリモコンで 4K の超高精細なビデオと写
真を撮影するだけでなく、スマホ専用の APP をインストールして、
Wi-Fi でカメラの録画画面を同期して、動画と撮影を遠隔操作で
きます。また、APP で編集してソーシャルプラットフォームに共
有することもできます。

安全上のご注意
●製品を落としたり、ぶつけたり、穴を開けたりしないでくださ
い。
●本製品をほこり、高温、低温、湿気、または強い振動のある場

所に保管しないでください。製品を損傷する原因になります。
●腐食性の化学物質や溶剤で洗浄しないでください。
●長時間に充電しながら本製品を使用しないでください。

警告
●本製品、付属品及び包装材料に子供一人で触れさせないでくだ

さい。窒息する恐れがあります。
●本製品を火の中に入れないでください。爆発する恐れがありま
す。
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内容物

収納袋/取付説明書
※: 小レンチ:固定用ネジとヘッドマウントを取り付ける時に専用。
※: フック: Micro USB ケーブルを本機に接続して充電しながら

使用する際は、このフックで USB ケーブルを固定すると、
接続が切断されにくくなります。

本体 調節可能な組み合わせタイプヘ
ッドマウント

固定用ネジ 小レンチ※

フック※USB ケーブ

ル

https://fanyi.baidu.com/?aldtype=23


各部のなまえ

番号 部品名 番号 部品名 番号 部品名

① レンズ ⑥ 録画マイク ⑪
Micro SD カー

ドスロット

② HD ポート ⑦ 電源ボタン ⑫
RST リセットボ

タン

③
赤色インジケ
ーターランプ

⑧ Wi-Fi スイッチ ⑬ USB ポート

④
緑色インジケ
ーターランプ

⑨ 撮影ボタン ⑭ スピーカー

⑤
青色インジケ
ーターランプ

⑩ 録画ボタン



部品の詳細な機能は、次の表を参照してください。

ス
テータ

ス

状态

インジ
ケ

ーターラン
プ

赤色ランプ
充電ランプ

緑色ランプ
録画/撮影ランプ

青色ランプ
Wi-Fi ランプ

常時点灯 充電 待機 接続成功

消灯 充電完了 電源オフ /

一回点滅 / 撮影 /

間隔点滅 / 録画 Wi-Fi オン

組立と分解

A. ヘッドマウントの組立

1.ヘッドマウンドの中央をスロットに合わせて順次に左側と右側
を挿入

2.ヘッドマウンドの中央を左右に動かし、チャックで大きさを調
整



B.ヘッドマウンドの分解

手で中央のこの部分を押して、左側と右側を取り外す

C.カメラの取付

1.ヘッドマウンドをカメラのネ
ジ穴に固定する

2.小レンチとネジでヘ
ッドマウンドとカメ
ラをロックする

3.ゴムキャップを取り出
してネジに取り付ける

4.取付完了



ご使用の前

ご使用の前に十分な準備をしておくことで、使用中の体験を向上
させることができます。

充電

初めて使用する場合は、フル充電してください。

1.箱から Micro USB ケーブルを取り出します。
2.USB ケーブルの一端を 5V/1A-2A の充電器またはパソコンに接

続し、もう一端をカメラ底面にある Micro USB ポートに接続し
ます。

3.充電中は赤色ランプが常時点灯します。充電完了後に赤色ラン
プが消灯します。

ご注意 :
1.フル充電には約 2.5～3 時間程度かかります。
2.バッテリー残量が不足している場合、スピーカーから
「バッテリー残量が不足している。すぐに充電してくだ

さい」という警報音が鳴ります。
3.必ず付属の純正 Micro USB ケーブルを使用してくださ

い。
4.パソコンに接続して充電する場合、パソコンが待機状態

であれば、充電できない場合があります。
5.必ず 5V/1A-2A の充電器を使って充電してください。
6.長時間に充電しながら製品を使用しないでください。



Micro SD カードの取付

1.取り付ける前にカメラの電源がオフになっていることを確認し
てください。

2.カメラの Micro SD カードスロットのカバーを開けます。
3.カードスロット内の Micro SD カードの向きに合わせて、Micro

SD カードを挿入します。
4.Micro SD を挿入したら、カバーをしっかりと閉めます。
※Micro SD カードを軽く押せば取り出します。

ご注意 :
1.U3 モデル、256G 以下の高速メモリカードを使用

ることをお勧めします。
2.メモリカードの形式に互換性がないことによって撮

影や録画ができない場合は、カメラから「撮影ボタン
を長押ししてカードをフォーマットしてください」と
いう案内音声が表示されます。この案内音声が表示さ
れた後、撮影ボタンを 5 秒間以上長押しすると、カメ
ラは自動的に Micro SD カードをフォーマットしま
す。フォーマットが正常に完了すると、「フォーマッ
トが完了しました」という案内音声が表示されます。



使い方

電源を入れる: 電源ボタンを 3 秒間長押しして、緑色ランプが常
時点灯すると、待機状態に入ります。

電源を切る: 電源ボタンを 3 秒間長押しして、緑色ランプが消灯
します。

録画

1.カメラが待機している状態で録画ボタンを押すと、緑色ランプ
が間隔で点滅し、スピーカーから「録画開始」という案内音声
が鳴ります。

2.撮影開始。
3.再度録画ボタンを押すと、緑色ランプが常時点灯し、スピーカ

ーから「録画停止」という案内音声が鳴ります。
4.録画停止。

撮影

1.カメラが待機している状態で撮影ボタンを押すと、緑色ランプ
が一回点滅し、スピーカーから「撮影、カチャッ」という案内
音声が鳴ります。

2.撮影完了。

ご注意 :一定の時間を録画すると、ビデオファイルは自動
的にセグメント化されて保存され、4K、2.7K の
解像度を使用すると5分で自動的にセグメント化
され、FHD、HD、VGA の解像度を使用すると 20
分で自動的にセグメント化される。



Micro USB

充電ポート

充电指示灯

撮 影 ボ タ

ン

インジケー

ターランプ

録画ボタン

スナップショット

1.カメラが録画している状態で撮影ボタンを押すと、スピーカー
から「カチャッ」という案内音声が鳴ります。

2.スナップショット完了。
リモコン（オプション）

この機能はオプションの「ウェアラブルリモコン」で利用可能で
す。

1.カメラの電源を入れた状態で、リモコンの「録画ボタン」を押
すと、緑色の機能ランプが一回点滅して録画を開始します。再
度リモコンの「録画ボタン」を押すと、緑色の機能ランプがも
う一回点滅し、カメラの録画を停止します。

2.カメラの電源を入れた状態で、リモコンの「撮影ボタン」を押
すと、緑色の機能ランプが一回点滅して撮影またはスナックシ
ョットします。

モデル W1

内蔵バッテリー容量 70 mAh

ボタン *2 録画ボタン、撮影ボタン

充電ラ

ンプ



インジケーターラン
プ

*2 機能インジケーターランプ（緑色）
充電インジケーターランプ（赤色）

有効使用距離
写真を撮る時は約 8 メートル/録画す
る時は約 5 メートルです。

パソコンとの接続

本機能により、カメラをモバイルディスクや Web カメラとして
使用できます。本功

USB メモリモード

1.カメラの電源ボタンを長押しして電源を入れ、待機状態に入り
ます。

2.同梱の Micro USB ケーブルでカメラとパソコンを接続します。
3.接続すると、｢USB 機能を選択してください。録画ボタンを押し

て USB メモリモードに入ります。撮影ボタンを押して WEB カ
メラモードに入ります。」という案内音声が鳴ります。録画ボ
タンを押すと、スピーカーから「USB メモリモードに入ります」
という案内音声が鳴り、パソコンの「マイコンピューター」に
リムーバブルディスクが表示されます。

ご注意:ボタンを押しても機能ランプが点滅しない場合は、
リモコンのバッテリー残量が不足していることを示
しています。Micro USB ケーブルで 5V/1A の充電器
に接続して充電してください。充電には約 0.5～1 時
間かかります。



WEB カメラモード

1.カメラの電源ボタンを長押しして電源を入れ、待機状態に入り
ます。

2.同梱の Micro USB ケーブルでカメラとパソコンを接続します。
3.接続すると、｢USB 機能を選択してください。録画ボタンを押し

て USB メモリモードに入ります。撮影ボタンを押して WEB カ
メラモードに入ります。」という案内音声が鳴ります。撮影ボ
タンを押すと、スピーカーから「WEB カメラモードに入ります」
という案内音声が鳴り、パソコンの「マイコンピューター」に
カメラソフトがレンズの画面を表示し、パソコンのビデオソフ
トでこのカメラを呼び出すことができます。

ご注意:パソコンに接続するときは、できるだけパソコンの
本体の背面にある USB ポートに差し込んでくださ
い。



APP の使い方

この APP 機能により、録画、撮影、機能パラメータの設定、オン
ライン再生などの遠隔操作を実現できます。

APP のダウンロード

Android の場合は、BAIDU
スマホアシスタントで「OD Cam」
を検索して APP をダウンロードし
ます。IOS の場合は、APP Store
で「OD Cam」を検索して APP を
ダウンロードします。または、QR コ
ードをスキャンして APP
をダウンロードします。

APP との接続

1.電源ボタンを長押しして電源を入れて待機状態に入ります。電源
ボタンを短く押して Wi-Fi をオンにすると、スピーカーから
「Wi-Fi オンになりました」という案内音声が鳴り、青色ランプ
がオンになって点滅します。

2.携帯電話の設定画面を開き、Wi-Fi リストにアクセスして、
「EP7_XXXX」を検出します。

3.Wi-Fi 名をクリックして、パスワード「12345678」を入力して
Wi-Fi に接続します。



4.携帯電話に戻り、「OD Cam」を開いて APP のホーム画面に入
ります カメラ

バッテリー残量

ご注意:
1.この Wi-Fi 機能は、距離が制限されているポイントツー

ポイントのワイヤレス接続です。最大有効距離は約 5M
ですので、有効通信距離以内で使用してください。

2.カメラのバッテリー残量が不足している場合に APP に
接続して使用すると、「バッテリー残量が不足していま
す。まもなく Wi-Fi がオフになります」という案内音声
が鳴ります。

Wi-Fi 情報
名称:EP7_XXXX
初期パスワード:12345678

設定

撮影モード

録画モード

現在の解像度

レンズプレビュ
ー画面

カメラファイル

ダウンロード
したファイル



APP で録画

1.APP のホーム画面で ボタンをクリックして録画モードに
入ります。

2. をクリックすると、APP から「Dong」という案内音声が
鳴り、画面の左上に「REC」アイコンが表示されて点滅し、カ
メラから「録画開始」という案内音声が鳴り、緑色ランプが間
隔点滅して録画を開始します。

3. をもう一度クリックすると、APP から「Dong」という案
内音声が鳴り、カメラから「録画停止」という案内音声を出し、
緑色ランプが常時点灯し、録画が停止します。

APP で撮影

1.APP のホーム画面で をクリックして撮影モードに入りま
す。

2. をクリックして APP から「カチャッ」という案内音声が
鳴り、撮影が完了します。

APP の設定

本設定機能により、カメラの解像度、録音、表示日付などのパラ
メータをカスタマイズすることができます。
APP のホーム画面で ボタンをクリックして設定画面に入
ります。



マイデバイス

この機能により、APP で録画した動画や写真をオンラインで再生
し、携帯電話にダウンロードすることができます。

名称 機能
Wi-Fi 名 Wi-Fi 名のカスタマイズ

Wi-Fi パスワ
ード

Wi-Fi パスワードのカスタマイズ

動画解析度 動画解像度のカスタマイズ
録音 録音のオン/オフ

日付表示 タイムスタンプのオン/オフ
写真解析度 写真解像度のカスタマイズ

フォーマット リモートでメモリカードをフォーマット
FW Version カメラの現在の Wi-Fi 名とバージョン番号
APP Version APP の現在のバージョン番号

オプション
ボックス

戻る
写真

ダウンロード削除

動画

ドキュメント
のサムネイル
表示



A.オンライン再生

1.｢マイデバイス｣のメイン画面で「動画」または「写真」を選択
して、サムネイルプレビュー画面に入ります。

2.任意のドキュメントのサムネイルをクリックすると、動画や写
真をオンラインで再生できます。

B.オンラインダウンロード

1.｢マイデバイス｣のメイン画面で「動画」または「写真」を選択
して、サムネイルプレビュー画面に入ります。

2.一つまたは複数のファイルを選択し、「ダウンロード」ボタン
をクリックして携帯電話にダウンロードできます。

3.ダウンロードした動画や写真は、「マイダウンロード」画面か
ら確認できます。

C.オンラインで削除

1.｢マイデバイス｣のメイン画面で「動画」または「写真」を選択
して、サムネイルプレビュー画面に入ります。

2.一つまたは複数のオプションボタンを選択し、「削除」ボタン
をクリックすると、選択した動画または写真を削除します。

マイダウンロード

この機能により、ダウンロードした動画や写真を編集することが
できます。



A.動画編集

1.「マイダウンロード」のメイン画面で「動画」を選択して、サ
ムネイルプレビュー画面に入ります。

2.任意のオプションボックスを選択して「編集」ボタンをクリッ
クすると、動画編集画面に入ります。

3.左右のカットバーを任意に動かします。「保存」ボタンをクリ
ックして保存し、各ソーシャルプラットフォームに共有できま
す。

ご注意:
1.ローカルにダウンロードされた動画のみに動画編集を使

用できます。
2.編集するときに、保存される動画の長さは 8 秒以上にし

てください。
3.一回に一つの動画ファイルだけを編集できます。



B.写真編集

1.「マイダウンロード」のメイン画面で「写真」を選択して、サ
ムネールプレビュー画面に入ります。

2.任意のオプションボックスを選択して、「編集」ボタンをクリ
ックして写真編集画面に移動します。

3.任意選択:フォント、スタジオ、個性的な透かしなどの特殊効果
を追加します。

4.「完了」ボタンをクリックすると、ローカルのアルバムに保存
し、ソーシャルプラットフォームで共有できます。

ご注意: IOS システムの携帯電話は APP で直接共有できま
す。Android システムの携帯電話はカメラの Wi-Fi
接続を切断して、他の利用可能なネットワークに
再接続して共有する必要があります。



製品仕様

録画 最高 4K/60fps

画素 最高 2000 万画素（補間）
保存形式 動画：MP4/H.264 写真：JPEG

動画解像度

4K:3840*2160(60fps)
3840*2160(30fps)

2.7K:2704*1524(30fps)
FHD:1920*1080(60fps)

1920*1080(30Fps）
HD: 1280*720(120fps)

1280*720(60fps)
デフォルト：3840*2160(30fps)

写真解像度

20M(5200*3900) /14M(4320*3240)
10M(3648*2736)/8M(3264*2448)
5M(2592*1944)/ 3M(2048*1536)
2M(1920*1080)/1M(1280*960)
デフォルト：14M(4320*3240)

センサー 1300 万高感光度 CMOS
最短撮影距離 30cm

Wi-Fi 内蔵
マイク 内蔵

リモコン 内蔵
USB Micro USB 2.0

バッテリー
1000mAh リチウムポリマー高電圧バ
ッテリー

拡張メモリカード Micro SD カード（最大 256GB）
対応するパソコン Windows 7/8/10/Mac OSX10.5 以降

https://cjjc.weblio.jp/content/%E7%94%BB%E7%B4%A0


OS
本体サイズ 長さ 95mm、幅 24mm、高さ 27mm

重量（ヘッドマウン
トを含む）

約 80g

トラブルシューティング

現象 可能な原因 対策

Wi-Fi に接続
できない

Micro SD カードが
フォーマットされ
ていない、または

Micro SD カードが
破損している。

1.Micro SD カードを
交換する。

2.Micro SD カードを
フォーマットする。

APP の問題

1.再起動する。
2.新しいバージョンで

あることを確認して
ください。古いバー
ジョンの場合は最新
バージョンにアップ
グレードしてくださ
い。

Wi-Fi がオン
にできない

Micro SD カードが
フォーマットされ
ていない、または

Micro SD カードが
破損している。

1.Micro SD カードを
交換する。

2.Micro SD カードを
フォーマットする。

電源が入らな バッテリ残量が不 充電



い 足している

録画を有効に
しても案内音

声がない

Micro SD カードが
破損している

Micro SD カードを交
換する。

電源オフでき
ない

Micro SD カードが
破損している

1.Micro SD カードス
ロットのカバーを開
け、「RESET」を押
して機器をリセット
する。

2.Micro SD カードを
交換する。

メモリカード
をフォーマッ

ト

APP で操作してく
ださい

APP の設定画面を開い
て、メモリカードをフ
ォーマットするプロン
プトバーを見つけ、ク
リックして確定する。

APP が起動
できない

携帯電話のソフト
ウェアのバージョ

ンが古すぎる

対応できるソフトウェ
アは以下の通
り:Android5.0 以降
、IOS8 以降。

新発売モデルや海
外の特殊モデルの

携帯電話など

メーカに問い合わせし
て、お持ちの携帯電話
のモデルと関連情報を
提供してください。ま
た、メーカは定期的に
APP ソフトウェアを更
新する。



録画するとき
の音が小さす
ぎる、または

音がない

録音機能がオンに
なっていない

APP を開き、設定で録
音をオンにする。

録画対象から離れ
すぎている

本機の録音有効距離は
5M で、その範囲で録
音を使用してくださ
い。

夜間の撮影が
ぼやけている

ライト暗すぎる

1.他の補助照明光源を
使用してください。

2.APP でカメラの露出
値を設定する。
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