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DMM VR動画スターターセット
取扱説明書

セット内容

ご用意いただくもの
DMM VR 動画をご覧になる前に本製品以外に下記をご用意ください。
•スマートフォン
•DMM VR 動画プレイヤーアプリ
（インストールは無料です。「DMM動画プレイヤー」とお間違いのないようにお願
いします。）

本製品のパッケージには次のものが入っています。
•VRグラス本体 ････････････････････････････････1 台
•DMM動画ポイント引き換えチケット ･･･････････1 枚
•レンズクリーニングクロス ･････････････････････1 枚
•取扱説明書（本書）･････････････････････････････1 枚

本製品のご使用の流れ

DMM動画ポイントをチャージするStep

1 DMM VR動画を購入・再生するStep

2

Step1
DMM動画ポイントをチャージする

付属の「DMM動画ポイントコード引き換えチケット」を使って、
DMM動画ポイントを取得します。

Step2
DMM VR 動画を購入・再生する

DMM.comからVR動画を購入し、DMM VR 動画プレイヤーアプリで
再生します。

Step3
VRグラスでVR動画を楽しむ

スマートフォンをVRグラス本体にセットして、VR動画を視聴します。

DMM VR 動画

裏面　＞＞

②

③

操作は日本国内からのみ対応しています。海外からはアクセスでき
ません。

①

シリアル番号の入力期限は、本製
品の購入後 6ヶ月以内です。

④

⑥

⑤

⑦

ペーストしてもコピーされない場
合は、もう一度弊社DMM動画ポ
イントコード引き換えページにシリ
アル番号を入力してDMM動画ポ
イントコードを表示し、手動で入力
してください。

シリアル番号の入力期限と、発行されるDMM動画ポイントの有効
期限は異なります。
DMM動画ポイントコードの発行時に表示される有効期限をご確認
の上、必ず期限内にご使用ください。

裏面　こまったときは　＞＞

①

②

本製品付属のDMM動画ポイントを使用する場合、「Step1 
DMM動画ポイントをチャージする」の手順であらかじめポイン
トをチャージしてください。

③

DMM VR 動画

「この種類のファイルはお
使いの端末に悪影響を 与
える可能性があります。
DMMVRPlayer.apkを保
存しますか？」の 画面が出
た場合には、［OK］をタップしてください。

■Android の場合

④

アプリからの動画購入はできません。

⑤

⑥
裏面　Step3　VRグラスでVR動画を楽しむ　＞＞

■iOS の場合

リンク先のWebページの内容は改良等のため予告なく変更される場合が
あります。

DMM動画ポイントコード引き換え
ページにアクセスします。
DMM動画ポイントコード引き換えチケッ
トの内側に記載のQRコードを読み取っ
て、弊社DMM動画ポイントコード引き換
えページにアクセスしてください。

引き換えページのシリアル番号欄に、
シリアル番号を入力します。
引き換えチケットに記載のQRコードから
アクセスした場合、自動的にシリアル番号
が入力された状態でジャンプされます。
チケットに印刷されたシリアル番号と同じ
文字列が入力されているか確認してくだ
さい。

DMMアカウントを確認します。
DMM動画ポイントコードのご使用には有
効なDMMアカウントが必要です。
既にお持ちのDMMアカウントがない場
合、新規登録（無料）をしてください。

③

QRコードの読み取りができない場合やパソコンから取得する場合は、
こちらのURLにアクセスしてください。
https://appsrv.elecom.co.jp/vr/regist.html

［発行］をタップします。
DMM動画ポイントコードが発行されます。

[DMM動画ポイントコード入力ペー
ジ]をタップし、DMMポイントコード
ページにアクセスします。

URLを手動で入力する場合、こちらを入力
してください。
https://point.dmm.com/pointcode/input?

［DMM動画ポイントコードをクリップ
ボードにコピー］をタップします。

④

⑤

⑥

ポイントコードをペーストし、[次へ]を
タップするとDMM動画ポイントの
チャージが完了します。

★DMM動画ポイントが正しく発行できないとき

DMM VR動画特設サイトにアクセ
スします。
右のQRコードを読み取って、DMM 
VR 動画特設サイトにアクセスしてくだ
さい。

お好きなVR動画を選択、購入します。
DMM.comからVR動画を選んだら、［今すぐ購入］をタップしてくださ
い。
購入にはDMM.comへのユーザー登録が必要です。 
DMMポイントを使用する場合、[お支払方法の選択 ]で、[DMMポイ
ントでお支払い ]を選択してください。

対応スマートフォン
iOS : iOS9以上（iPhone 5s以降）
Android™：4.4 以上

DMM VR動画プレイヤーアプリ
をインストールします。

❶右のQRコードから、DMMのダウ
ンロードサイトにアクセスします。

❷DMM VR 動画プレイヤーアプリ
がダウンロードされます。

❸［開く］をタップして、画面にしたが
いDMM VR 動画プレイヤーアプ
リをインストールしてください。

ログインして動画を同期します。
DMM VR 動画プレイヤーアプリを起動し、動画を購入したDMMアカ
ウントでログインしてください。
購入した動画がアプリに同期されます。

VR動画を再生します。
視聴したい作品をタップして詳細画面を開き、すぐに視聴可能な「スト
リーミング再生」、もしくは高画質・中画質・低画質の中から画質を選
べる「ダウンロード再生」を選んでください。
ダウンロードした作品はオフラインでも視聴が可能です。ダウンロード
が完了後、［再生］をタップすると動画が始まります。

スマートフォンをVRグラスに装着し、VR動画を視聴します。

⑦

⑦

右のQRコードから、AppStoreにア
クセスしてDMM VR 動画プレイヤー
アプリをインストールしてください。

×

QRコード

http://www.dmm.com/digital/vr/

①

②



VRグラスでVR動画を楽しむStep
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こまったときは

ユーザーサポートについて

・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はGoogle LLCの商標です。
・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・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。

使用上のご注意
●映像の見え方には個人差があります。左右の視力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は3Dコンテンツを見ても立体的に見えなかったり、映像が
ぼやける場合があります。
●本製品の対象年齢は15才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。
●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態（手や腕の疲労、目の乾燥など）では使用しないでください。
●長時間連続してスマートフォンの画面を見続けると視力低下の恐れがあります。定期的に十分な休憩をとってください。
●使用中に強い光などの刺激による一時的な筋肉のけいれんや、吐き気、めまい、視界のぼやけ、乗り物酔いに似た症状などの不快な症状が出ることがありま
す。このような場合は無理せずに使用を中止し、十分な休憩をとってください。
●肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。
●休憩をしても不快な症状や身体の異常が治まらない場合、意識の喪失などの重篤な症状が出た場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
●本製品にスマートフォンを装着していない状態では、太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。
●本製品は必ず座った状態で、手で支えながらご使用ください。
●ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいものや危険なものを置いたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。
●車の運転、料理、その他危険な作業の最中や、駅のホーム、道路の近く、階段のそばなどの危険な場所では装着しないでください。
●本製品を使用中に激しく動いたり、過度に傾けると、本製品からスマートフォンが落ちる場合があります。
●スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。
●スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによっては、本製品に取り付けることができない場合があります。その場合はカバーまたはケースを取り外
してからご使用ください。
●スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに貼り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合があります。
●乳幼児の手が届かないところに保管してください。
●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
●本製品でご使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、内部データの破損等に関しては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

・VRグラスがうまく使用できない。
⇒使用方法や操作方法などで困った時は下記URLまたはQRコードで弊社ホー
ムページの製品Q&Aにアクセスしてください。

・DMM動画ポイントコードが発行できない。
⇒入力ミスやQRコードの読み取り不良などによりシリアル番号に間違いが
ないか確認し、もう一度お試しください。
⇒手動でシリアル番号を入力している場合、スマートフォンなどでQRコード
から発行の操作をお試しください。

・発行されたDMM動画ポイントコードをアカウントにチャージでき
ない
⇒入力ミスやコピー＆ペーストの操作ミスなどによりポイントコードに間違
いがないか確認し、もう一度お試しください。
⇒ご家族の方など、シリアル番号をご存知の方が既にご使用されていないか
ご確認ください。
⇒2重にクリックしてしまったなどで既にチャージが完了している場合があり
ます。DMMアカウント情報のページにアクセスし、[ポイント利用情報 ]
からポイント獲得履歴をご確認ください。

・問題が解決しないとき
⇒問題が解決しないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連
絡ください。

・DMM動画ポイントコード引き換えページにアクセスできない。
⇒アクセスの集中やサーバーメンテナンス等により、一時的にアクセスできない
場合があります。しばらく時間を置いてもう一度お試しください。
⇒製品の廃番などにより、ポイントコードの発行サービスを終了させていただく
場合があります。　エレコムのホームページでサービス終了の告知がないか
ご確認ください。

・発行されたDMM動画ポイントコードを忘れた。
⇒DMM動画ポイントコード引き換えページにアクセスし、もう一度同じシリア
ル番号を入れると同じポイントコードを再表示できます。

へッドバンド

ピント調整ダイヤル

スマートフォン固定部

フロントパネル

目幅調整ダイヤル

フロントカバー

VR対応コンテンツをダウンロードし、
アプリを起動してください。

液晶画面の中央が本製品の中央線に合うようにスマートフォンをセットしてください。
スマートフォンをスマートフォン固定部に合わせて配置し、フロントカバーを閉めてください。
※スマートフォンが熱暴走する場合、フロントパネルを取り外してください。
※ヘッドホンをご使用の際は、フロントカバーを閉める前に装着してください。
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2

3か所のアジャスターでヘッドバンドの長さを調節し、頭に装着してください。
※安全にご使用いただくため、右ページの使用上のご注意をお読みください。

動画がくっきり映るように目幅調整ダイヤルと、ピント調整ダイヤルを動か
し、目幅とピントを調整してください。

3

上下方向も中央になる様に置いて、フロントカバー
を閉じます。

左右が中央になる様に置いて、フロントカバーを閉
じます。

大型のスマートフォンの場合 小型のスマートフォンの場合

■各部の名称

■使用方法

左右独立して調整で
きます

※イラストはイメージです。

アジャスター

アジャスター

アジャスター

フェイスパッド

フェイスパッド

非球面光学レンズ


