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②

③
④

②

①アクセスランプ
本製品がスマートフォンで検出されると、緑色で点灯します。

②	レンズ
180度撮影できるレンズが前後2か所にあり、周囲を360度撮影で
きます。

③	リセットボタン
フリーズした際やファームウェアアップデートの際に使用します。

④	USB	Type-c コネクター
スマートフォンまたは変換アダプターに接続します。

VR カメラ　OMNI shot mini
OCAM-VRU01BK

ユーザーズマニュアル

安全にお使いいただくために
■■絵表示の意味

 危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死
亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。

 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる
死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

 注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故
によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりするこ
とがあります。

「してはいけないこと」を示
します。

「しなければならないこと」
を示します。

「注意していただきたいこ
と」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考
にしていただきたいこと」を
記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必
ずお読みください。

 危険
本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。
変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでく
ださい。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。

 警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止
してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品の分解や改造、修理などをしないでください。
火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外とな
ります。
使用中にカメラやスマートフォンが熱いと感じなくても皮膚の同
じ場所に長時間触れたままの状態にしないでください。
低温やけどの原因になります。
本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。
本製品を水中で使用しないでください。

 注意
本製品を次のようなところには置かないでください。
•	日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
•	暖房器具の周辺など高温になるところ
•	多湿なところ、結露をおこすところ
•	平坦でないところ、振動が発生するところ
•	マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
•	ほこりの多いところ
レンズを太陽に向けないでください。集光などにより内部部品が
破損する原因となります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に
従って処分してください。

■■お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、
変質や変色を起こす恐れがあります。

レンズに汚れやほこりが付いた場合は、カメラ専用のレンズクリーナー
を使用してください。
レンズに砂などの硬いものが付いた場合は、エアーブローを使用してく
ださい。直接拭き取るとレンズに傷がつくことがあります。
スマートフォンに接続したままお手入れしないでください。

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべ
てが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりま
すが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店
またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

カメラ	
本体
1台

専用ポーチ
1個

クリーニング
クロス
1枚

リセット
ピン
1本

変換	
アダプター
1個

ユーザーズ
マニュアル
（本書）

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項
を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わった
あとは、大切に保管してください。

各部の名称とはたらき

撮影しよう
専用アプリ「OMNI shot mini」をインストールするStep1

本製品で撮影するには、専用アプリ「OMNI	shot	mini」をスマートフォンにインストールしてご使用ください。

データ通信サービスを利用してアプリをダウンロードする場合は、別途パケット通信料が必要になる場合があります。

アプリを弊社専用ページからダウンロードしてインストールします。

1	「OMNI	shot	mini」のダウンロードページにアクセスします。
ダウンロードページへのアクセスには、２つの方法があります。

❶以下のQR	コードを撮影してアクセス

または

❷URL	をブラウザに直接入力
https://www.elecom.co.jp/r/168

以下の手順は「Android■6、Android■7 の場合」と「Android■8 以降の場合」で異なります。

	お使いの端末、バージョンによっては表示されるメッセージが異なる場合があります。

Android 6、Android 7 の場合

2	ページ下部にある「許諾書に同意してダウンロードする」を長押
しし、「リンクをダウンロード」をタップします。



3	「OK」をタップしてダウンロードを開始します。

4	「開く」をタップします。

5	「インストール」をタップします。

•	「モバイル端末のセキュリティ上の設定で、提供元不明のアプ
リのインストールをブロックする」というメッセージが表示さ
れた場合は、「設定」をタップし、「提供元不明のアプリのイン
ストールを許可する」を有効にしてください。
有効にしてから、画面下部の「戻る」ボタンをタップしてインス
トール画面に戻ります。



•	インストール終了後、「提供元不明のアプリのインストールを許
可する」を無効にし直すことを推奨します。
「設定」アプリを起動し、「セキュリティ」⇒「提供元不明のアプリ」
から設定を無効にします。

Android 8 以降の場合

2	ページ下部にある「許諾書に同意してダウンロード」を長押し
し、「リンクをダウンロード」をタップします。



3	「OK」をタップしてダウンロードを開始します。

4	「開く」をタップします。

5	「インストール」をタップします。

•	「セキュリティ上の理由から、お使いのスマートフォンではこ
の提供元からの不明なアプリをインストールすることはできま
せん。」というメッセージが表示された場合は、「設定」をタップ
し、「この提供元のアプリを許可」を有効にしてください。
有効にしてから、画面下部の「戻る」ボタンをタップしてインス
トール画面に戻ります。



•	インストール終了後、「この提供元のアプリを許可」を無効にし
直すことを推奨します。
「設定」アプリを起動し、「アプリと通知」⇒「詳細設定」⇒「特別な
アプリアクセス」⇒「不明なアプリのインストール」⇒「Chrome」
から設定を無効にします。

カメラを接続し、アプリを起動するStep2
1	スマートフォンのUSBポートにカメラを接続します。

スマートフォンのUSBポート
がUSB	Type-c ポートの場合

スマートフォンのUSBポート
がUSB	microBポートの場合

USB Type-c
ポート

変換
アダプター

USB Type-c
ポート

USB microB
ポート

•	コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
•	奥まで確実に差し込んでください。ケースに干渉して奥まで
差し込めない場合は、ケースを取り外して使用してください。

2	カメラが正しく検出されると、
アクセスランプが点灯し、確認
画面が表示されます。［OK］を
タップします。
※	画面はAndroid	8.0 の場合の
例です。

•	一部端末では、［設定］から機器認証が必要になります。
•	［このUSB デバイスにデフォルトで使用する］チェック
ボックスをオンにしておくと、次回からこの画面がスキッ
プされます。

3	アプリの確認画面が表示されます。（初回起動時のみ）
①	順に 3画面表示されます。内容を確認して［許可］をタップします。
②		ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。内容を確認して［同
意する］をタップします。

③	［ダウンロード済み］をタップします。

4	撮影画面が表示されます。撮影モードを選択し、撮影します。

•	撮影画面以外が表示された場合は、［アルバム］をタップし、
をタップします。

•	カメラを接続した状態でアプリを起動する場合は、
（OMNI	shot	mini）アイコンをタップします。

：静止画モード
をタップし、静止画を撮影します。

：動画モード
をタップし、録画を開始します。
をタップすると、録画を停止します。

：固定ビュー	ライブストリーミング

：360°ビュー	ライブストリーミング
をタップ押すと、Facebookや

YouTubeと連携しライブ配信ができ
ます。

撮影モード
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■保証規定■
■保証内容
	 1.	弊社が定める保証期間（本製品ご購入日より6ヵ月）内に、適切な使用環境

で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
■無償保証範囲
	 2.	以下の場合には、保証対象外となります。
（1）	購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
（2）	ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけ

ない場合。
（3）	購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）	弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、

分解、修理により故障した場合。
（5）	弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破

損した場合。
（6）	通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動

等により故障した場合。
（7）	本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障

した場合。
（8）	地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの

外的要因により故障した場合。
（9）	その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
	 3.	修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお

持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
	 4.	弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となりま

す。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確
認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中
の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

	 5.	同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の
性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

	 6.	有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返
却いたしかねます。

■免責事項
	 7.	本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、

弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を
上限とさせていただきます。

	 8.	本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失
利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負
いかねます。

■有効範囲
	 9.	本製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。	 	

This	warranty	is	valid	only	in	Japan.
	10.	保証規定は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Contact	your	local	retailer	with	any	product	enquiries.	Customer	support	
at	ELECOM,	 Japan,	 is	available	 in	 the	 Japanese	 language	and	 for	
products	purchased	in	Japan.	Replacements	are	warranty-dependent,	but	
unavailable	outside	of	Japan.

ユーザーサポートについて
【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465　FAX：0570-050-012
[ 受付時間 ]
10:00～ 19:00　年中無休

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせくださ
い。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わ
せ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは
致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外から
の商品交換は対応致しかねます。
A customer who purchases outside Japan should contact the local 
retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., 
LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about 
purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, 
no foreign language other than Japanese is available. Replace-
ments will be made under stipulation of the Elecom warranty, but 
are not available from outside of Japan. 

購入証明書について
レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となり
ます。
本マニュアルと一緒に大切に保管してください。

VRカメラ　OMNI	shot	mini
OCAM-VRU01BK
ユーザーズマニュアル
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•	本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
•	本書の内容の一部または全部を無断で複製 /転載することを禁止さ
せていただきます。
•	本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合
インフォメーションセンターまでご連絡願います。
•	本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する
場合があります。
•	本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきまし
ては、責任を負いかねますのでご了承ください。
•	本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっ
ては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
•	Android、Android ロゴ、Google、YouTube、YouTubeロゴは、
Google	LLCの商標または登録商標です。
•	Facebookは、Facebook,inc. の登録商標です。
•	その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商
標または登録商標です。
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専用アプリ「OMNI shot mini」でできること
専用アプリ「OMNI	shot	mini」を使用することで、次のことができます。

■■閲覧する
•	アルバム
撮影画像や動画を閲覧できます。

■■撮影する
•	静止画 /動画撮影
アプリのプレビュー画面を見ながら、アプリの撮影ボタンで撮影しま
す。
プレビュー時にスマートフォンに表示される画質は、実際に撮影して
保存される画質よりも低下することがあります。

■■投稿する
撮影した動画や静止画を SNSに投稿できます。
•	YouTube や Facebook に投稿
YouTubeや Facebookと連携し、撮影中の動画をそのままYouTube	
や Facebookに生放送するライブ放送ができます。
360°映像やVRでの閲覧も可能です。

■■設定を変更する
撮影時の設定や本製品の動作設定などを変更できます。
•	15 分間の録画時間制限
•	ステッチング調整
•	オプティカルフローイメージステッチング
•	シャッター音
•	ブラインド
•	保存先

アプリの設定を変更できます。
•	キャッシュをクリア
•	Facebook アカウントにリンク
•	アプリ表示を反転

■■その他
•	シリアル番号表示
•	ファームウェアバージョン表示
•	ソフトウェアバージョン表示

専用アプリ「OMNI■shot■mini」の使い方については、弊社Webサイ
トに公開している「OMNI■shot■miniアプリマニュアル」をご覧くだ
さい。

トラブルシューティング
•	カメラが検出されない
➡	一部端末では、［設定］からUSB機器の認証が必要になります。
•	動画撮影が 15分で終了する
➡	設定画面の［撮影設定］で［15分間の録画時間制限］が有効に
なっている場合は、無効にしてください。

•	ステッチ異常が発生する
➡	十分な光のある場所に移動し、ステッチ補正を行ってください。
設定画面の［撮影設定］で［ステッチング調整］をタップし、［確
認］をタップします。

製品仕様
カメラ本体
製品型番 OCAM-VRU01BK
画素数 408万画素×2（1/3型	CMOSセンサー×2）
画角 180度× 2　360度
動画画質 最大撮影解像度：2560× 1280

最大フレームレート：30fps
静止画画質 最大撮影解像度：3008× 1504ピクセル
重量 約28g　
外形寸法 W40.5	mm×H46.5	mm×D40.0	mm　
動作温度 /湿度 5℃～ 40℃ /～ 90%RH（ただし結露なきこと）
保存温度 /湿度 -10℃～ 60℃ /～ 90%RH（ただし結露なきこと）
専用アプリ「OMNI	shot	mini」
対応OS Android	6 ～ 10
対応機種 USBホスト機能に対応したAndroid スマートフォ

ンまたはタブレット


