
PICTAR ヘルプガイド - PICTAR PRO Grip / 

PRO Charge Grip 

 

PICTAR PRO Grip / PRO Charge Grip 製品ガイ

ド 

 

ボタンとコントロールについて 

 

シャッターボタン 

シャッターボタンを深く押すと、写真を撮った

り、ビデオ録画を開始します。最適な感度に補正

して撮影が行われます。 

シャッターボタンを半押しすると、フォーカスと

露出を固定します。フレーミングを調整してから

全押しをして写真が撮れます。 

 
 

ズームレバー 



ズームレバーは、シャッターボタンの下にありま

す。ズームレバーを左右に倒すと、ズームインや

ズームアウトできます。 

 
 

露出補正ホイール 

露出補正ホイールで撮影前の写真の明るさを調整

できます。露出補正ホイールは 1/3 の開口ステッ

プで±4 ステップまで露出補正をします。マニュ

アルモードでは、露出補正ホイールは、ISO の調

整の操作となり、露出補正は、アプリ画面よりタ

ッチ操作で行えます。 

 

露出補正ホイールを押すと、複数のカメラレンズ

を搭載しているスマートフォンのレンズが切り替

わります。 

（※一部機種により動作しない場合があります。

） 



 
 

スマートホイール 

 
 

スマートホイールは、各種モードの切り替えが行

えます。 

スマートホイールを押すと、フロントカメラとメ

インカメラの切り替えができます。 



各種モードは、撮影モードによって異なります。 

プロ、ファミリー、トラベラー、SNS の各撮影モ

ード毎に内容が異なります。 

 

プロ 

⚫ オート 

撮影のすべてを自動調節できる初心者に使いや

すいインテリジェント自動モード。 

⚫ フィルタ 

38 種類のフィルタが使用できるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ セルフィー 

フロントカメラに切り替えて、自撮りに最適な

モード。 

⚫ ビデオ 

グリッド、水平、フォーカスロックの機能を調

整して、動画撮影ができるモード。 

（注：一部のビデオ機能は「Pro」モードでの

み使用できます。） 

⚫ マクロ 

フォーカスの微調整を行ってマクロの撮影がで

きるモード。 



⚫ スポーツ 

より速いシャッタースピードを自動的に設定し

て撮影ができるモード。 

⚫ マニュアル 

ISO、シャッタースピード、フォーカスを手動

で調整ができるモード。 

⚫ シャッタースピード優先 

シャッタースピードを変更して、動きのある被

写体を好みの感じに撮影ができるモード。 (※

機種により設定範囲は異なります。) 

⚫ ISO 優先 

ISO を変更して、感度を好みの感しに゙撮影がで

きるモード。 

(※機種により設定範囲は異なります。) 

 

ファミリー 

⚫ オート 

撮影のすべてを自動調節できる初心者に使いや

すいインテリジェント自動モード。 

⚫ ベビー 

子供のクローズアップ撮影や赤ちゃんの写真を

より柔らかく、明るく撮影できるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 



⚫ パーティー 

混合照明での撮影やコントラストを強調して鮮

やかな写真の撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ ブラック/ホワイト 

写真を詳細な鉛筆のような絵に変えて、創造的

な白黒のアウトライン撮影ができるモード。 

⚫ レトロ 

セピアトーンにして、セピア色の昔ながらの外

観で撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ ループ 

短い動画を撮影して、短いループビデオクリッ

プ用動画が撮影ができるモード。 

⚫ ブーメラン 

短い動画を撮影して、再生と逆再生をつなげる

短いループビデオクリップ用動画の撮影ができ

るモード。 

⚫ ビデオ 

グリッド、水平、フォーカスロックの機能を調

整して、動画撮影ができるモード。 

（注：一部のビデオ機能は「Pro」モードでの

み使用できます。） 

 



トラベラー 

⚫ オート 

撮影のすべてを自動調節できる初心者に使いや

すいインテリジェント自動モード。 

⚫ ビーチ 

ビーチまたは水辺での最適なトーンの写真を撮

影ができるモード。 

⚫ スノー 

雪のような高輝度エリアで、より自然な白い雪

のトーンを表現するために写真を露出オーバー

気味にして撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ 日焼け 

肌のトーンをキャプチャして、被写体に日焼け

した肌を与えるポートレートの撮影ができるモ

ード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ フード 

彩度を高め、より豊かな食べ物のクローズアッ

プショットの撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ ブラック/ホワイト 

写真を詳細な鉛筆のような絵に変えて、創造的

な白黒のアウトライン撮影ができるモード。 



⚫ レトロ 

セピアトーンにして、セピア色の昔ながらの外

観で撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ ループ 

短い動画を撮影して、短いループビデオクリッ

プ用動画が撮影ができるモード。 

⚫ ブーメラン 

短い動画を撮影して、再生と逆再生をつなげる

短いループビデオクリップ用動画の撮影ができ

るモード。 

⚫ ランドスケープ 

水準器とグリッドを表示して、風景を撮りやす

い画面で撮影ができるモード。 

⚫ ビデオ 

グリッド、水平、フォーカスロックの機能を調

整して、動画撮影ができるモード。 

（注：一部のビデオ機能は「Pro」モードでの

み使用できます。） 

 

SNS 

⚫ オート 

撮影のすべてを自動調節できる初心者に使いや

すいインテリジェント自動モード。 



⚫ フード 

彩度を高め、より豊かな食べ物のクローズアッ

プショットの撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ ブラック/ホワイト 

写真を詳細な鉛筆のような絵に変えて、創造的

な白黒のアウトライン撮影ができるモード。 

⚫ レトロ 

セピアトーンにして、セピア色の昔ながらの外

観で撮影ができるモード。 

（※スライダーで強度を調整できます。） 

⚫ ループ 

短い動画を撮影して、短いループビデオクリッ

プ用動画が撮影ができるモード。 

⚫ ブーメラン 

短い動画を撮影して、再生と逆再生をつなげる

短いループビデオクリップ用動画の撮影ができ

るモード。 

⚫ ビデオ 

グリッド、水平、フォーカスロックの機能を調

整して、動画撮影ができるモード。 

（注：一部のビデオ機能は「Pro」モードでの

み使用できます。） 

 



 

バーチャルホイール 

専用アプリの画面の右側には、明るさ、彩度など

のコントロールができるバーチャルホイールがあ

ります。モードの切り替えは、スマートホイール

で行います。 

バーチャルホイールは、各モードで異なる設定が

行えます。専用アプリの画面右側のアイコンをク

リックすると、バーチャルホイールが表示されま

す。 

 

 
 

ビューファインダー 

オプションのビューファインダーは、ビューファ

インダーを使って撮影をしたい場合に使用しま

す。ビューファインダーをコールドシューマウン

トの下の小さな穴に押し込むことで、ビューファ



インダーの絞りに合わせて画面イメージが縮小し

ます。 

専用アプリ画面の下部に矢印付きのアイコンが表

示しますので、ビューファインダーの位置の微調

整を行なってください。ビューファインダーが使

える位置に画面イメージを移動して快適に使用で

きます。 

ビューファインダーは、PICTAR から取り外すこ

とで、専用アプリ画面も自動的に通常の全画面モ

ードに戻ります。 

 

人間工学に基づいたグリップ 

一眼レフカメラのようなグリップ形状は、一般的

なカメラを構えるのと同様に、自然で安全にスマ

ートフォンでのカメラ撮影ができるように設計さ

れています。グリップ形状と滑り止め素材のおか

げで、スマートフォンを片手で安全に構えられま

す。 

 



 

ハンドストラップとネックストラップ 

ハンドストラップやネックストラップは、

PICTAR やスマートフォンが手から落ちないよう

にするためのもので、ネックストラップは

PICTAR を持ち運ぶのに最適です。 

どちらも使いやすさを考えた独自デザインのスト

ラップとなっています。 

 

PICTAR PRO キャリングポーチ 

PICTAR を使用しないときにはキャリングポーチ

に収納して安全に持ち運べます。 

 

三脚ねじ穴 

本体底面には一般的なカメラに装備されている

1/4 インチ三脚ねじ穴があります。PICTAR Splat

やその他の一般的なカメラ用三脚などの取り付け

ができます。 



 
 

コールドシューマウント 

本体上部には一般的なカメラに搭載されているサ

イズのコールドシューマウントがあり、PICTAR 

Smart Light や LED ライトやマイクなど、フルサ

イズのカメラアクセサリーの取り付けができま

す。 

コールドシューマウントは、300g までのカメラア

クセサリを装着できます。ただし、コールドシュ

ーマウントのため、ホットシューマウント用のフ

ラッシュ等には適していません。 

PICTAR は、スマートフォンの各種ポートやボタ

ン覆っている部分があるため、スマートフォンを

接続する前には、各種ポートの接続を外して置く

ことを推奨いたします。 



PICTAR は、PICTAR Smart Lenses と連係して、

スマートフォンのカメラ機能をさらに拡張できま

す。 

 
 

バッテリーインジケータライト 

PICTAR のダイヤルやボタンを操作すると、バッ

テリーインジケータライトが点灯し、バッテリー

が良好な状態で場合はゆっくりと点滅します。45

秒間何も操作しない場合は点滅が停止します。 

バッテリーインジケータライトが急速に点滅して

いるときは、バッテリー残量が少ない状態となり

ます。 



 
  



使用方法 

 

PICTAR PRO Grip / PRO Charge Grip の使い方 

 

1. PICTAR アプリのダウンロード方法 

 
 

PICTAR アプリは、PICTAR 製品を最大限に活用

できる専用アプリです。PICTAR アプリから、撮

影の調整を行ったり、PICTAR 本体を操作した

り、スマートフォンの標準カメラでは使用できな

い機能を操作できます。 

 

専用アプリは、iPhone および Samsung、Sony、

Huawei、Google Pixel などの主要なスマートフォ



ンで使用ができます。くわしくは、アプリ配信サ

イトの使用環境をお読みください。 

スマートフォンのアプリストアより、PICTAR ア

プリを検索します。検索された PICTAR アプリを

ダウンロードして、画面上の指示に従ってくださ

い。 

 

PICTAR は、多くのスマートフォンで動作するた

め、異なる機種のスマートフォンでも家族や友人

とで PICTAR を共有して使えます。PICTAR を使

用したいスマートフォンへ専用アプリをダウンロ

ードするだけで、PICTAR が使用できます。 

 

2. バッテリーの充電方法 

PICTAR Pro Grip / Pro Charge Grip には、バッテ

リーを搭載しています。 

付属の microUSB ケーブルを使用して充電が可能

です。 

microUSB ケーブルの microUSB 側を microUSB

充電ポートに接続し、もう一方を USB ポートのあ

る電源に差し込んでください。 

（※モバイルバッテリーでは充電ができない場合

があります。） 

 



PICTAR Pro Grip / Pro Charge Grip の上部にある

小さな LED は、充電中に点滅し、満充電されると

点灯します。 

PICTAR Pro Charge Grip は、ワイヤレス充電ので

きるスマートフォンの充電ができます。スマート

ホイールと露出補正ホイールの 2 つのコントロー

ルボタンを同時に押すことでワイヤレス充電のオ

ンオフが可能です。充電状態の確認は、スマート

フォンの充電アイコンで確認してください。 

 

ワイヤレス充電を停止するには、スマートホイー

ルと露出補正ホイールの 2 つのコントロールボタ

ンを同時に押すことで停止します。なお、

PICTAR 本体にはスマートフォンへの充電状態を

表示する機能はありません。 

 

3. スマートフォンの装着 

スマートフォンの画面が見える面を持ち、左側へ

横向き状態とします。PICTAR 本体下部を下方向

に引き下げて設置スペースにはめ込みます。 

 

PICTAR のスマートフォン設置スペース上部の所

定の位置に、しっかりと収まるまで PICTAR 本体

のスプリング式の底部を引き下げて装着します。



その後、スマートフォンの上部（横向きにした状

態での上部）を PICTAR に装着します。最後に、

スマートフォンを右側に滑らせて、PICTAR 本体

にしっかりと装着してください。 

 

ヒント: 

極薄型のスマートフォンケースやバンパー等であ

れば、ケースに取り付けたままで PICTAR に装着

ができます。 

 

4. PICTAR アプリの起動 

スマートフォンのアプリを起動すれば、そのまま

使用できます。PICTAR 本体の各ホイールやボタ

ンを操作することで、PICTAR 本体上部の青色

LED が点灯するかお確かめください。点灯しない

場合は、PICTAR 本体の充電を行ってください。 

 

5. ストラップの使い方 

PICTAR 本体の充電用 microUSB ポートの面の下

部にストラップホールがあります。こちらに付属

のハンドストラップやネックストラップを取りつ

けられます。 

 

6. スマートフォンの取り外し 



スマートフォンを下方向に押し、本体下部を引き

伸ばしてください。その後、スマートフォン上部

から斜め手前方向に取り出し、最後にスマートフ

ォン下部を PICTAR から取り外してください。 

PICTAR からスマートフォンを取り外すときは、

横方向にスマートフォンを引き出さないでくださ

い。PICTAR やスマートフォンを破損する可能性

があります。 


