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ヘッドセットを装着する
A ヘッドセットを両手で開きながら、

ご使用になる前に、ユーザーズガイド（別冊）の「安全にお使いいただく
ために」を必ずご覧ください。ユーザーズガイドには、基本的な操作方法
や動画視聴に関する詳しい説明を記載しています。

シェードを取り付ける

頭にかける。

外光の透過が気になるときは、シェードを取り付
けます。

Webサイトのご案内

スタートガイド
動画を視聴するためのステップ

便利な使いかたやサポート情報をお知らせしています。

https://moverio.epson.com/
箱に入っているもの

1. 充電する
2. ヘッドセットを装着する
3. 電源を入れる

B イヤフォンマイクを接続する。
ヘッドセット

コントローラー

AC アダプター

USB ケーブル

Web サイトの動画を見る
パソコンからコピーした
動画を見る

シェード

レンズホルダー

シェードを斜めにして、上部の突起をヘッドセット中
央の差込口に合わせ、カチッと音がするまでヘッド
セットに押し込む。

C イヤフォンを装着する。

めがね用鼻パッド
キャリングケース

テンプルラバー

イヤフォンマイク
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充電する

3

電源を入れる
電源ボタンを LED インジ
ケーターが点灯するまで
押す。

水色に点滅：充電開始
水色に点灯：充電完了

コントローラーの使い方
十字キー（タッチセンサー）

アイコンや選択項目
を移動します。
長押しすると、スク
ロールできます。

MOVERIO
決定キー

C AC アダプターをコン

起動が始まると、ヘッドセットに起動画面
が表示されます。起動が完了すると、ホー
ム画面が表示されます。

セントへ差し込む。

A へッドセットとコントローラーを

つなぐ。
カチッと音がするまで差し込む。

トラックパッド

項目を選択 / 決定し
たり、アプリを起動し
たりします。

タップ
軽くたたきます。

電源を切る

B コントローラーと AC アダ

電源ボタンを 1 秒以上押す。表示された画面で［電源を切る］を選
択する。

プターを USB ケーブルで
つなぐ。

電源を入れたまま画面を消す（スリープモード）

※ 初期充電時間は約 5 時間です。

電源ボタンを短く押して、スリープモードにする。再度電源ボタンを短
く押すと、スリープモードが解除される。

ドラッグ
指で押さえながら移動
し、離します。

Web サイトの動画を見る

F パスワードを入力し、［接続］を選択する。

ネットワークを設定する
無線 LAN 環境でインターネットに接続するために、
Wi-Fi の設定をします。

お使いのパソコンが Windows のとき
ステータスバーに［
です。

］が表示されたら設定完了

］を選択する。

Windows Vista 以降の Windows に対応しています。
お使いのパソコンが OS X のとき
Android File Transfer（データ転送用ソフト）を Android
公式サイトからお使いのパソコンにインストールしま
す。

のパスワード、セキュリティー方式。

A ホーム画面で［

ブラウザを利用する

ギャラリーで再生できるファイル形式

インターネットに接続して、Web ページの動画を視聴
します。

• 動画 MP4 (MPEG4+AAC)、MPEG2 (H.264+AAC)、
VP8
• 静止画 JPEG、PNG、BMP、GIF

A アプリ一覧画面で［

］を選択する。

A コントローラーとパソコンを USB ケーブルでつなぐ。

］を選択する。

映像再生中の操作

A
B
A 一時停止

B 再生位置

ブラウザ画面が表示されます。

［

B URL 表示欄を選択して、検索キーワードまたは URL
を入力する。

トレージまたは microSD カードにコピーする。

設定画面が表示されます。

USB ケーブルを外して、データのコピーは完了です。

C［無線とネットワーク］で［Wi-Fi］を選択する。
文字入力方法
文字入力が可能な位置を選択すると、ソフトウェアキー
ボードが表示されます。キーボードを使って文字を入
力します。

］を左右にドラッグして、再生位置を変更します。

本機がポータブルデバイスとしてパソコンに認識さ
れます。

B ポータブルデバイスを開き、視聴するデータを内部ス

D［OFF］を選択して［ON］にする。

［
］を選択すると、アプリケーション選択画面
が表示されます。［動画プレーヤー］を選択すると、
再生が始まります。

再生中の画面を選択すると、一時停止ボタンが表示さ
］を選択して再生中の動画を一時停止
れます。［
します。

アプリ一覧画面が表示されます。

B アプリ一覧画面で［

C 視聴するデータを選択する。

本機へデータをコピーする

設定の前に確認すること

• 接続する無線 LAN アクセスポイントや公衆無線 LAN サー
ビスの SSID（ネットワーク名）。
• セキュリティーが設定されたネットワークに接続するため

パソコンからコピーした
動画を見る

市販の microSD カードを使うときは
コントローラーの microSD カードスロットに挿入して、
データをコピーします。

コピーしたデータをギャラリーで視聴する

A ホーム画面で［

］を選択する。

文字入力モードを変更する
キーボードの［文字］キーを押すごとに、キーボード
の種類が切り替わり、入力する文字の種類を変更でき
ます。

本機に対応しているメモリーカード

• microSD カード（最大 2GB）
• microSDHC カード（最大 32GB）
※ microSD カードは本製品に同梱されていません。
アプリ一覧画面が表示されます。

接続可能な SSID（ネットワーク名）が表示されます。

B アプリ一覧画面で［

］を選択する。

microSD カードの取り出し方
］を選択して、
［ストレー
A アプリ一覧画面で［
ジ］-［ SD カードのマウント解除 ］-［ OK ］の順
に選択して、取り外し可能な状態にします。

E 接続する SSID（ネットワーク名）を選択する。

B カバーを開け、microSD カー
ドを矢 印 の 方 向に 1 回 押し
ギャラリーのメイン画面が表示されます。

て取り出します。

Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の商標および登録商標です。
Windows、Windows Vista、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
OS X は、Apple Inc. の登録商標です。

