
クイックスタートガイド
兼保証書

XC-1WHTBLK

⚠ 注意

本製品をご利用いただくにあたって

●フラットプレートを接着する際は、市販のクリーニングクロスなどで接着場所の
汚れ・ほこり・水分・油分などをきれいに拭き取ってください。また、フラットプレー
トと接着物がしっかりと接着されていることを確認してからカメラを取り付けてく
ださい。落下・故障・破損・事故・けがの原因になります。●フラットプレートをご使
用の際は、ご使用場所やご使用回数によって粘着力が落ちる可能性がありますの
で、ご注意ください。●貼り付ける先の素材によっては塗装が剥がれる・傷がつく
などの影響がでる可能性があります。●付属のフラットプレートや別売の各種マウ
ントを使用して撮影する際は、マウントとカメラがしっかりと固定されていることを
確認してください。落下・故障・破損・事故・けがの原因になります。●付属のフ
ラットプレートや別売の各種マウントご使用時の事故・けが、カメラの遺失・損傷
は、補償対象外となりますので、ご注意ください。●付属ケーブルの接続、取り外
しはコネクタを持って丁寧に行ってください。●充電時以外は、付属ケーブル・AC
アダプタを抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。●付属
ケーブルが傷んだり、USB端子の差し込みがゆるい時は使用しないでください。
発火や感電の原因になります。●皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、
皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・
湿疹などを生じる場合があります。●カメラ・フラットプレートには磁石を使用して
いるため、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものに近づけないでください。ま
た、画鋲・ピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをする
ことがあります。ご使用の際、本製品に異物が付着していないか必ず確かめてくだ
さい。●録画・撮影・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利
者に無断で使用できません。鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも
撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本製品のお手入れ
をする場合には、柔らかい生地などで軽く拭き取ってください。

その際に除光液・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤は使用しないでく
ださい。●フラットプレート白の粘着ゴムは水洗いし、自然乾燥することで粘着力が
回復します。その際に除光液・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤は使
用しないでください。●カメラのレンズ部が汚れている場合には、付属のカメラレン
ズ用クリーニングクロスで軽く拭いてください。乾いた布で強くこすると傷の原因に
なります。●カメラの防水機能はIP67レベルです。完全防水ではありませんのでご
注意ください。●廃棄する場合は、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄して
ください。●本製品を使用目的及び用途以外では使用しないでください。

●天災やいたずらなどによる事故、故障、破損などにつきましては、当社はその一切  
　の責任を負いかねます。
●本書に記載の警告、注意に従わない場合、誤ったご使用・分解・改造された際の
　事故、故障、破損などにつきましては、当社ではその一切の責任を負いかねます。
●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消
　失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に
　関して、当社は一切責任を負いません。
　※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
　　販売元：株式会社ライテック　製造元 : OPKIX INC.
●本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますの
　でご了承ください。
●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承くだ
　さい。
●保証書をよくお読みになり、大切に保管してください。
●本製品は無償修理保証の対象外です。

1920 x 1080 @30fps
67（防水、防塵）
4GB　連続撮影15分
約70分間の動画保存
専用アプリにて実施
アルミニム
サファイアガラス
約 12g
約 14 x 15 x 36 mm
22mm（35mm換算）
F2.2(±5%)
約 98g
約 72 x 95 x 30 mm
USB-Cコネクタ
満充電 約1時間30分
満充電 約1時間
5V1A
リチウムイオン電池　75mAh
リチウムイオン電池　950mAh
短絡保護、過充電保護 

製品仕様
解像度
IPレート
カメラメモリ
Egg容量
EIS(電子式手ぶれ補正)
ハウジング
レンズガラス
カメラ重量
カメラサイズ
焦点距離
絞り
Egg重量
Eggサイズ
充電方式
Egg充電
カメラ充電
定格入力
カメラバッテリー容量
Eggバッテリー容量
保護機能

・カメラ x 2・Egg x 1

・充電用USB-Cケーブル x 1

同梱物

・フラットプレート黒
 （粘着テープ） x 2

・フラットプレート白
 （粘着ゴム） x 2

※ACアダプタは同梱されていません。
　5V/1A以上（推奨）の出力の物をご用意ください。

・日本語版
  クイックスタートガイド
  兼保証書(本書) x 1

・英語版
  クイックスタートガイド
  x 1

・カメラレンズ用
 クリーニングクロス x 1

・ステッカー x 1

電源ボタンを押すと、インディケーターが
バッテリー残量を5段階で表示します。

充電中はバッテリー残量を表示しながら点滅します。

インディケーターLED
青色点滅
緑色点灯
青色点滅

内容
ペアリング
バッテリー残量
データ転送

外側LEDが赤色の場合は、何か問題が発生しています。
その際は一度カメラを取り出し、再度挿入して下さい。

内側LED 外側LED

内容
カメラ充電中
カメラ充電完了
データ転送中
異常

内側LED
黄色点灯
緑色点灯
黄色点灯

外側LED
緑色点灯
緑色点灯
緑色点滅
赤色点滅

内側/外側 LEDライト

付属ケーブルを使用して充電してください。

初回はカメラをEggに入れた状態で充電してください。
充電時間は空の状態から満充電まで約2時間30分です。

(カメラから先に充電されます。)

Egg単体の充電時間は空の状態から満充電まで約1時間30分です。
カメラの充電時間は空の状態から満充電まで約1時間です。

電源ボタンを2秒間長押しし、起動してください。
(充電中でも起動できます。)

⚠ 警告
●ご使用の前に各接続部をご確認ください。ほこりなどの付着がある場合は、
ショート・火災の原因になります。●Eggおよび付属ケーブルを、水などの液体(飲
料水・汗・海水・ペットの尿など)で濡らさないでください。火災・やけど・けが・感電
などの原因となります。●分解・修理・改造をしないでください。火災・感電・けがの
原因になります。●落下させる・踏みつける・投げつけるなど強い力や衝撃・振動を
与えないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。●使用中に、
異臭・発熱・変色・変形・発煙・突然の電源OFF(シャットダウン)など通常時とは異
なる場合は、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・感電など
の原因になります。●高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば・暖房器
具のそば・こたつや布団の中・直射日光の当たる場所・炎天下の車内など）で使
用・保管・放置しないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。
●極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでく
ださい。火災・やけど・けが・感電の原因になります。●乳幼児の手の届く場所に置
かないでください。誤飲・けが・感電などの原因となります。●付属ケーブルやAC
アダプタは確実に差し込まれていることを確認してください。差し込みが不完全な
場合、発火や感電の原因になります。

●ご使用の前に、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。

安全上のご注意
■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

＊本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。
従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。「販売店」欄はお買い上
げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書（レシート・納品書など）
をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書
及び保証規定は無効となります。

商品名 ： 
保証期間　　お買い上げ日より１年
お買い上げ日※　　　　年　　月　　日

お客様　　お名前
　　　　　ご住所　
　　　　　お電話番号　
販売店　　店名
　　　　　住所　　　
　　　　　電話番号
　　　　　担当

保証書 (１年 )
型番 : XC-1WHTBLK

見
本



ペアリングが完了すると、
Eggとカメラのバッテリー残量の
確認画面が表示されます。

49%

97% 95%

カメラ本体のボタンを1回クリックで録画を開始します。
レンズ周辺のHaloライトが点灯し、ビープ音が1回なります。

撮影を止める場合もカメラ本体のボタンを1回クリックします。
レンズ周辺のHaloライトが消灯し、ビープ音が2回なります。

HaloライトApp StoreもしくはGoogle Play Storeから
“OPKIX STUDIO” アプリをダウンロード後、

インストールしてください。

アプリの手順に従って
サインインもしくはアカウント作成を行ってください。

カメラをEggに戻すと、自動的にデータ転送を開始します。
外側LEDの緑色点滅が点灯に変わるとデータ転送終了です。

Eggのバッテリー残量が25％(インディケータ2つ点灯)以上
の状態で転送してください。バッテリー残量が足りない場合、

データ転送が途中で中断する可能性があります。

Eggへ転送後、カメラのデータは自動的に削除されます。

������

Eggのデータを、OPKIX STUDIO アプリによって
ご使用のデバイスへ転送します。

この際、アプリの「ダウンロード後に削除」にチェックを入れると、
Eggのデータを削除します。

データ転送(Eggからご使用のデバイス)

Eggのバッテリー残量が25％(インディケータ2つ点灯)以上
の状態で転送してください。バッテリー残量が足りない場合、

データ転送が途中で中断する可能性があります。

DESIGNED IN CALIFORNIA 
MADE IN THE UNITED STATES OF AMERICA

OPKIX INC., 1008 BRIOSO DR,  COSTA MESA, CA 92627 USA
©2018 OPKIX INC.,  ALL RIGHTS RESERVED

日本販売代理店
 
〒111-0053  東京都台東区浅草橋2-13-9

お問い合わせ 
opkix@lightec-inc.jp

最新情報はこちらをご確認ください。
https://opkix.jp

DISCOVER MORE WAYS TO CAPTURE USING YOUR OPKIXONE CAMERA VISIT www.opkix.com

カメラの取り付け

・フラットプレート黒（粘着テープ） x 2

・各種マウント（別売品） 

・フラットプレート白（粘着ゴム） x 2

付属のフラットプレートや別売の各種マウントを使用して
カメラを取り付けることで、ハンズフリーやデュアルアングルなど、 

様々な撮影方法をお楽しみいただけます。

1 : 女性向けアイウェア  Play
2 : 男性向けアイウェア  Rec
3 : セルフィースティック

4 : ネックレス
5 : リング

https://opkix.jp よりお買い求めいただけます。

一度接着すると、繰り返しての使用はできません。

ゴム面を水洗いし、自然乾燥させることで粘着力が
回復し、繰り返し使用できます。

カメラは防水・防塵対応です。（IP67）

Eggは防水仕様ではありません。
カメラをEggに戻す場合は、水や汚れを拭き取ってください。
濡れた状態のカメラをEggに格納すると故障の原因となります。

防水・防塵

Eggをご使用のデバイスに
近づけて、アプリの 
”接続” をタップします。

LEDランプが青点滅したら
Eggの電源ボタンを
3回クリックします。

~ 3ft

~ 1 m

接続

１． 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめくださ
　   い。万一記載のない場合や、内容が書き換えられた場合は、有償交換となります。
　   なお、「販売店」の情報は、購入日及び購入店が確認できる証明書（レシート・ 納
　   品書など）の貼り付けにより、代用が可能です。
２． 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が
　   故障した場合には、無償交換をさせていただきます。
３． 保証期間内でも、以下の場合には有償交換となります。（または、交換ができな
　   い場合があります。）
　   ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。②不当な修理や改
　   造による故障や損傷の場合。③使用上、取り扱い上の過失または事故による故
　   障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。④地震、風水
　   害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷。⑤個
　   人売買やオークションなどで購入した場合。⑥本書の提示がない場合。
４． 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
５． 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担い
　   たしません。
６． 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故について　   
　   は、責任を負いかねます。
７． 出張による交換対応はお受けできません。
８． 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
９． 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

無償交換規定

日本販売代理店

〒111-0053  東京都台東区浅草橋2-13-9
お問い合わせ 
opkix@lightec-inc.jp


