
DMM VR動画専用
Bluetoothリモコン付きVRグラス

VRG-M01RBK 
取扱説明書

セット内容
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
•レンズクリーニングクロス ･････････････････････1 枚
•Bluetooth® リモコン ･･････････････････････････1 台
•単 4型乾電池（リモコン用）･････････････････････1 本
　（本体にセットされています）
•取扱説明書（本書）･････････････････････････････1 枚

各部の名称

電池保護シートを取り外すStep

1

電源をONにするStep

2

iOS端末とペアリングするStep

3

①ペアリングボタン
②電源スイッチ
③動画再生・一時停止ボタン
④音量アップボタン
⑤音量ダウンボタン
⑥10秒戻すボタン
⑦10秒スキップボタン
⑧LEDランプ

⑨電池カバー

・電源をONにすると一定時間点
灯します。
・電池残量が少なくなるとすばや
く点滅します。
・ペアリングモード時にゆっくり
点滅します。

⑩電池収納部

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

目幅調整ダイヤル

フロントカバー

Bluetoothリモコンの準備 VRグラスの使用方法

電池はあらかじめに本体にセットされています。
ご使用前に電池保護シートを取り外してください。

電池保護シート

電池カバーを取り外します。

電池を取り出します。

電池保護シートを取り出します。

電池収納部の記載に合わせて電池を入れます。

 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

電池カバーを元通りに取り付けます。
 

電源スイッチをON側にスライドします。
LEDランプが一定時間赤色
に点灯します。
※電池残量が少ないとき
は、一定時間赤色に点滅
します。

電源スイッチ

端末を起動します。

ペアリングボタンを約3秒間押します。
操作可能な状態になるまでお待ちください。

ぺアリングモードになりLEDランプが赤色に点滅します。

ペアリングボタン

LEDランプ
点滅

iOSの設定画面でBluetooth機器を検索し、「ELECOM BT 
Remote」が表示されたら選択します。

「接続済み」が表示さ
れるとペアリングの
操作は完了です。

一度ペアリング登録をすると、その登録
を削除するまでペアリング登録の操作
は不要です。

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。

1 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。
※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。

2

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

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、裏面の使用上のご注意をお読みください。

3 4

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。

DMM VR動画プレイヤーアプリを操作できます。

Bluetoothリモコンの使用方法

■Bluetoothリモコン

■VRグラス本体

左右独立して調整で
きます

フェイスパッド

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

非球面光学レンズ

※イラストはイメージです。

① ② ③

④ ⑤

10秒戻す

音量ダウン

10秒スキップ

音量アップ
1回クリックで動画が10秒
戻ります

1回クリックで動画が
10秒進みます動画再生・一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します

1010 6060

00:02:5000:00:50

MOTION

DMM VR動画プレイヤーアプリ説明用イメージ画像
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こまったときは ユーザーサポートについて

保証規定

保証書について

・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。

・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有
する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を
受けています。

・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。

VRグラスの使用上のご注意
●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・Bluetoothリモコン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。

・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。

・Bluetoothリモコンがうまく接続できないとき
⇒ペアリングが正しく完了しないときは、ELECOM BT Remoteを削除し、リ
モコンの電源をOFFにしてから、もう一度最初からペアリング操作を行って
ください。

・正常に動作しないとき
■Bluetoothリモコンを操作しても動作しない、動作が不安定
⇒Bluetoothリモコンの電源、接続機器の Bluetooth® 機能がONになって
いることを確認してください。
⇒Bluetoothリモコンと端末が正しくペアリングされているか、ペアリングが
切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

⇒端末とBluetoothリモコンの距離が離れすぎているか、端末が電波を受信
できない方向を向いている可能性があります。
パソコンの位置を調整するなどしてください。
Bluetoothリモコンの動作範囲は、端末から半径 10m以内です。使用環境
によっては、約 10mの範囲内でもBluetoothリモコンが正常に動作しな
い場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、Bluetoothリ
モコンを端末に近づけてください。
⇒机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、
Bluetoothリモコンの動作が安定するところまで端末をBluetoothリモコ
ンに近づけてください。
⇒Bluetoothリモコンを複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用
すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネ
ルを変更してください。
⇒電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。早めに新しい電池に交
換してください。
・Bluetoothリモコンに付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流
通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
・電池の残量が少なくなると、LEDランプが赤色で点滅します。
※Bluetoothリモコンを使用しないときは、電源スイッチをOFFの位置にし
て電源を切っておくと、電池を節約できます。

Bluetoothリモコンを安全にお使いいただくために

ワイヤレス（無線）についての注意事項

 

 

 

•スマートフォンのリモコン以外の用途には使用しないでください。
•Bluetoothリモコンの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機
器では使用しないでください。
•Bluetoothリモコンおよび電池を廃棄するときは、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。

Bluetoothリモコンは2.4GHz帯全域を使用する無線設備であり、
移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式にはFH-SS方式を
採用し、与干渉距離は10mです。
2.4GHz帯は、医療機器やBluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n規格の無線LAN機
器などでも使用されています。
・Bluetoothリモコンを使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていな
いか確認してください。
・万一、Bluetoothリモコンと「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合
は、使用場所を変更するか、またはBluetoothリモコンの使用を停止してくださ
い。
※「他の無線局」とは、Bluetoothリモコンと同じ2.4GHz帯を使用する産業・科学・
医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要
する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無
線局を示します。

・ペアリング中はLEDランプが赤色で点滅します。
・端末のBluetooth®機能については、それぞれの取扱説明書をお読
みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

保証期間 6ヶ月
ご購入が証明できる書類（レシート・納品等）と本取扱説明書を一緒に保管してくだ
さい。

「ELECOM BT Remote」の右端の　 をタップし、「このデバイスを解除」
をタップします。

対応機種 iPad、iPhone、iPod Touch
対応OS iOS 12 以降
接続方式 Bluetooth® 無線方式
適合規格 Bluetooth® 4.0 Class2
プロファイル HOGP（HID over GATT Profile）
電波周波数 2.4GHz 帯
電波方式 FHSS 方式
電波到達距離 約10m※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
ボタン数 5 ボタン
外形寸法 約 W30.9 × D15.0 × H110.0 mm
重量 約20 g（電池含まず）
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）
対応電池 単4形アルカリ乾電池、単 4形マンガン乾電池、単 4形ニッケル水素 2次電池の 

いずれか 1本
動作時間 アルカリ乾電池使用時の目安

連続動作時間：約 450時間

Bluetoothリモコンの基本仕様

①

③

②

④

■ペアリング解除するときは

■保証内容
 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）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。

  ※保証期間を超過している場合、有償となります。
■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。

※購入証明書は、 購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
（2）購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
（3）中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入で

の中古品を含む）
（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、一般オフィス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. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

■絵表示の意味
警告

注意

警告

注意

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。
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。

この絵表示はしてはいけない｢禁止｣の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく｢強制｣の内容です。

Bluetoothリモコン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、Bluetoothリモコンから電池を取り出してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
Bluetoothリモコンが発熱している、煙がでている、異臭がしているなど
の異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷し
ないように発熱していないことを十分確認したあとで、Bluetoothリモコ
ンから電池を取り出してください。そのあとで、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。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
Bluetoothリモコンを落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、Bluetoothリモコンが破損した場合は、すぐに使用を中止し、
Bluetoothリモコンの電源をOFFにして、Bluetoothリモコンから電池を
取り出してください。そのあとで、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。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
Bluetoothリモコンの分解や改造、修理などをご自分でしないでください。
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。
Bluetoothリモコン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。

Bluetoothリモコン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
Bluetoothリモコンは防水構造ではありません。水などの液体がかからな
いところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

・重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに
外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、
動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
・病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでくだ
さい。Bluetoothリモコンの電波で電子機器や医療機器（例えばペースメー
カー）などに影響を及ぼす恐れがあります。
・航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式リモコンを
航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に
Bluetoothリモコンの電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないよ
うお願いいたします。
※Bluetoothリモコンの故障等により事故や社会的な損害などが生じて
も、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。 「自分のデバイス」から

「ELECOM BT Remote」が削
除され、ペアリングが解除され
ます。


