付属品
お使いになる前に、以下がすべてそろっていることをご確認ください。

□

アクションカメラ搭載ネックスピーカー＋イヤホン（本体）

□

USB ケーブル

□

取扱説明書（保証書付き）

□イヤホンパッド（交換用２個）
※microSD カードは別売です。

各部名称
①

取扱説明書
安全上のご注意
使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害
を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性
が想定される」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定され
る場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
禁止（してはいけないこと）を
示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に
濡らしたりしてはいけないことを示
す記号です。

分解してはいけないことを示す
記号です。

指示に基づく行為の強制（必ず実行
していただくこと）を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないこ
とを示す記号です。

電源アダプタをコンセントから抜い
ていただくことを示す記号です。

触れてはいけないことを示す記
号です。

②
①内蔵スピーカー（左 / 右）

③

④

②イヤホン（左 / 右）
③カメラレンズ
④電源 /Bluetooth/ カメラインジケーター
【LED 状態と動作について】
・電源投入時：青 LED 点滅（早い）
・Buletooth 接続完了時：青 LED 点滅（遅い）
・充電時：赤 LED 点滅
・カメラモード起動時：緑 LED 点灯
・カメラ録画時：緑 LED 点滅
【本体外側】

⑤

警告

⑦

⑥

煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合は、すぐに電源を切る。
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サービスセンターに修理を依頼してください。
水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い場所では使用しない。
火災・感電の原因になります。
本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販売店または弊社サービ
スセンターに点検を依頼する。 そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くで使用しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

⑧
⑤電源ボタン
※：はじめてお使いの場合：約３秒長押しで起動し、
”BluetoothMode”音声案内のあとにペアリング待機状態に
移行し , スマホ等からのペアリングが完了すると、

分解や改造をしない。
感電の原因になります。
調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所で使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。

”Connected”と接続完了音声が出ます。
⑥音量ボタン

交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中に本機を使用しない
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。

「ー」クリック時：選曲戻し / 長押し時：音量小

歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない
交通事故の原因となります。

「＋」クリック時：選曲送り / 長押し時：音量大
⑦カメラボタン

注意
ほこりや湿気の多い場所に設置しない。
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。
薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

電池についてのご注意
電池について以下のことに注意する。
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウム
が含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
● 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、
高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
● 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今まで
と異なる場合は使うのを止めてください。
● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
● 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
● 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
● 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
● 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

④電源 /Bluetooth/ カメラインジケーター
⑧内蔵マイク（※：リセットボタンではありません。）
【本体内側】

⑩

⑫

⑨

⑪

⑨出力切替（（左側：内蔵スピーカー / 右側：イヤホン）
⑩microSDHC カードスロット（※対応容量：4 ～ 16GB）
⑪リセットボタン
⑫microUSB 端子（※：バッテリー充電 /PC 接続時に使用します。）

はじめてお使いになる前に
最初に使うときは、必ず充電してください。
充電をしないと、本体の電源が入らないことがあります。

本機の操作について（電話通話）
【電話を着信 / 通話する場合】
ペアリング接続されたスマホ等の Bluetooth 機器で通話を

商品付属のUSBケーブルを使用して以下のものから、本機の
内蔵バッテリーに充電することができます、
・USB電源アダプター
※：本機には付属しておりませんので、市販品ご使用ください。
・パソコンのUSB端子
※：パソコン搭載のUSB端子の電圧量は仕様書をご確認ください。
機種や端子により、電流量が低いものがあ、そのような場合
充電時間がかかったり、適切に充電できない場合があります。

着信すると、着員音がなり、相手の電話番号を音声案内します。
通話 / 終話する場合には必ず、接続されているスマホ等の機器側で
操作する必要があります。
本機では以下の操作をすることができます。
□音量ボタン
「ー」クリック時：音量小

【バッテリー充電条件】
USB電源：５V/１A
充電時間のめやす：約4時間
稼働時間のめやす：約2時間

「＋」クリック時：音量大
（※：Bluetoothモード音楽再生時）

※：お使いいただくスマホの OS により操作方法が一部異なります。

iOS 画面
iOS(12.xx) をお使いの場合：
着信画面の「オーディオ」キーを
押下すると、サブ画面が表示され
ます。その画面でペアリング接続
された機器「V9」を選択しないと、
本機での通話状態にはなりません。

androidOS 画面
USB電源を接続すると赤LEDが点滅してお知らせします。

androidOS(9) をお使いの場合：
スマホの着信画面で通話キー押下で自動的に

Bluetoothペアリング接続について

本機を用いて数話することが可能です。

本体の電源ボタンを長押し（約３秒）すると本機が起動します。

【はじめてお使いの場合】
① 電源ボタン３秒長押しで起動し、
”BluetoothMode”音声案内のあとにペアリング待機状態に
なり、青 LED が点滅（早い）します。
②

スマホ等の設定モードから Bluetooth 機能を有効にすると、

本機の操作について（動画撮影）

本機の名称「V9」がリスト一覧に表示されます。

iOS 画面

androidOS 画面

【動画を撮影する場合】
①

microSDHC カードスロットに
市販のカードを挿入します。
※対応容量：4 ～ 16GB
※：カードスロットへの挿入や
取り出しについては、スロット
奥のクリック感があるところまで、押し込んでください。

②

カード挿入後に「カメラボタン」を長押し（約 3 秒）すると
カードを本機が認識して、カメラ起動の緑 LED が点灯します。

「V９」選択してペアリングが完了すると、本機から

③

そのままで、しばらくすると動画撮影モードに自動に移行して

”Connected”と完了音声が出て、青 LED が点滅（遅い）

緑 LED が点滅します。

状態の確認ができます。

・動画撮影を停止する場合には「カメラボタン」をクリック

本機の操作について（音楽再生）
【音楽を視聴する場合】

すればカメラ待機モードに戻り緑 LED は点灯状態になります。
・カメラモードの起動を終了する場合には、「カメラボタン」を
長押し（約 3 秒）します。

ペアリング接続されたスマホ等の Bluetooth 機器で音楽を
再生すると以下の操作をすることができます。
□音量ボタン

※：カメラレンズ部は撮影す
る状態にあわせて 3 段階

「ー」クリック時：選曲戻し / 長押し時：音量小

に角度をつけることができ

「＋」クリック時：選曲送り / 長押し時：音量

ます。

パソコンとの接続について

製品仕様について

本機のUSB端子はACアダプターでの充電の他に、パソコンとの接続を
おこない、以下のことができます。
□ PCモード：
挿入されたSDカードを外部接族ディバイスとしてパソコンから
共有して閲覧することができます。

□ カメラモード：
パソコンOSに標準のUSBカメラディバイスモードで、本機のカメラ
モジュールを使用することができます。

SDカードファイル構造について
動画撮影用のカメラ使用時に挿入されたSDカードの構造について
説明します。
※：本機にSDカードを挿入する前に必ずフォーマット（NTSF形式）を
おこなってください。
※：本機ではフォーマットやファイルの削除などの機能を操作する
ことはできません。
※：フォーメットしたSDカードを挿入して、カメラモードを起動し。
撮影可能状態になると、自動的に下記のファイル構想を自動的に
生成して書き込みします。
【SDカード構造】
内部時計設定用テキストファイル
動画撮影データ格納フォルダ
□

内部時計設定用テキストファイル：
パソコンOSに標準で搭載されている、テキスト編集アプリ
ケーションを起動して、内容を閲覧/編集することができます。

※：本機に内蔵されている時計の初期値は、お客様納品時の現在時刻
と異なるために、動画撮影する際には必ず、カメラ本ファイルを
SDカードに書き込みをしてから、現在時刻の編集をおこない、
再度読み込みをしてご使用ください。
※：時刻の設定は初回使用時と内蔵バッテリー消耗時に時刻設定が
クリアされた場合のみ必要です。
□

動画撮影データ格納フォルダ：
動画データは「MOVIxxxx.avi」という名称のAVI形式のデータが
順次生成されます。

SDカード容量
4ＧＢ
8GB
16GB

生成ファイル数
10ファイル前後
17ファイル前後
35ファイル前後

最大録画時間
100分
170分
350分

※：生成される１つのファイルあたりの最大録画時間は10分です。
上記の表は、同一圧縮率の画像の連続撮影時の検証値です。
実際に撮影されるものにより圧縮率は大きく異なります。
※：画像解像度：1280x720p/ 30fps
検証値での10分あたりのファイル容量は250～750MBです。

〒192-0903 東京都八王子市万町１０－１
TEL：042-683-3645 （サポートセンター）

