
同梱品を確かめる
•	本機（1）
　	ウォータープルーフケースに入っています。下図の方法でケースを開けてください。
•	マイクロUSBケーブル（1）
•	リチャージャブルバッテリーパック
（NP-BX1）（1）
•	ウォータープルーフケース（1）
•	装着バックル（1）
•	平面用接着マウント（1）
•	曲面用接着マウント（1）
•	スタートガイド（本書）（1）
•	リファレンスガイド（1）

主な各部の名前
	REC	HOLDスイッチ
	REC（動画/静止画）ボタン/	
ENTER（メニュー決定）ボタン

	 （Nマーク）
	PREV（メニュー戻し）ボタン
	NEXT（メニュー送り）ボタン
	表示パネル
	スピーカー
	REC/LIVEランプ
	IRリモコン受光部
	レンズ
	マイク
	端子カバー（HDMI	OUT端子、	
マルチ/マイクロUSB端子）

	REC/アクセス/CHG（充電）ランプ
	ロックレバー
	バッテリー/メモリーカードカバー

準備する

充電する

1	ロックレバーを下げてカバーを開ける。

2	バッテリーを本機に入れる。

マークを図の向きに

3	カバーを閉じる。
ロックレバー部に黄色いマークが見えなくなることを確認してください。

4	本機の電源が切れていることを確認する。
電源を切るには、NEXTまたはPREVボタンを数回押して［PwOFF］を表示させ、
ENTERボタンを押します。

5	端子カバーを開けて（）、本機と起動しているパソコンをマ
イクロUSB ケーブル（付属）で接続する（）。

充電時は	
橙色に点灯

マイクロUSBケーブル

端子カバー

メモリーカードを入れる

メモリースティック		
マイクロ™（Mark2）

microSD	カード/
microSDHC	カード/
microSDXC	カード

端子面 印刷面

•	メモリーカードは正しい向きで挿入してください。
•	メモリーカードを取り出すには、メモリーカードを軽く1回押します。
※	XAVC	S形式での動画撮影時は、SDXCメモリーカード（Class10）をお使いくださ
い。また、100	Mbpsでの動画記録時は、SDXC	UHS-IメモリーカードU3をお使い
ください。

ご注意
•	すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
•	誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモリーカードスロット、画像データが破損す
ることがあります。
•	お使いになる前にメモリーカードをフォーマットしてください。
•	お使いになる際には、端子カバー、バッテリー/メモリーカードカバーがきちんと閉められてい
ること、異物などの挟み込みがないことを確認してください。閉められていない状態や異物な
どを挟み込んだ状態で使うと、浸水の原因となります。

時計を設定する
NEXTまたはPREVボタンを押し、［SETUP］		［CONFG］		［DATE］の順に選択
してから、日時・エリアを設定します。

撮影する

1	NEXTまたはPREVボタンを押し、本機の電源を入れる。

2	NEXTまたはPREVボタンを押し、お好みの撮影モードを選
ぶ。

3	RECボタンを押して撮影を開始する。
撮影をやめるには、もう一度RECボタンを押してください。
※	電源が切れているときにRECボタンを押すと、前回の撮影モードで撮影が
始まります。

ご注意
•	長時間、連続して撮影し続けると本機の温度が上昇し、撮影が自動的に止まることがあります。
•	本機で撮影した画像以外は再生保証できません。
•	本機で撮影した［XAVC	S	120p/100p］、［XAVC	S	240p/200p］動画を非対応機器で再生す
るとフリーズする（固まって動かない）ことがあります。その場合には、再生機器のバッテリーを
抜き差ししてください。

設定する
撮影モードの変更や、各種設定の変更ができます。設定は［SETUP］から変更します。

1	NEXTまたはPREVボタンを押して［SETUP］を表示させ、
ENTERボタンを押す。

2	NEXTまたはPREVボタンを押して設定する項目を表示させ、
ENTERボタンを押す。

4-566-638-01(1)

デジタル4Kビデオカメラレコーダー
スタートガイド

FDR-X1000V

本機やソフトウェアの使い方は、こちらをご覧ください。
http://www.sony.net/actioncam/support/
動画編集には、本機専用のPCソフトウェア「Action	Cam	Movie	Creator」を	
ご利用ください。下記Webサイトからダウンロードできます。
http://www.sony.net/acmc/
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以下ミシン目内のシールは、スマートフォンとの接続設定で使用します。ミシン目か
ら切り離し、本機やお好みの場所に貼るなどして大切に保管してください。



Android（NFC対応）の場合
本機のWi-FiをONにし、本機の （Nマーク）部分にスマートフォンの （Nマーク）ま
たは （FeliCaプラットフォームマーク）部分をタッチする。
PlayMemories	Mobileが起動すれば、Wi-Fi接続まで自動で進みます。
•	一部のおサイフケータイ対応のスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォ
ンの取扱説明書でご確認ください。

iPhoneの場合
 本機の電源を入れ、Wi-FiをONにする。
 撮影モード(［LOOP］/［MOVIE］/［PHOTO］/［INTVL］)を選ぶ。
 スマートフォンの［設定］を起動する。
 スマートフォンで［Wi-Fi］を選ぶ。
 スマートフォンで本書に貼付されているシールのSSIDを選ぶ。
 スマートフォンで本書に貼付されているシールのパスワードを入力する（初回の
み）。

 スマートフォンに本機のSSIDが表示されていることを確認する。
 ホームに戻り、PlayMemories	Mobileを起動する。

  

シールをなくした場合は
シールをなくしてしまった場合は、以下の手順でIDとパスワードが確認できます。
 充電済みのバッテリーを本機に入れる。
 本機とパソコンをマイクロUSBケーブル（付属）で接続する。
 NEXTまたはPREVボタンを押して、本機の電源を入れる。
 パソコンの画面で、［コンピュータ］［PMHOME］［INFO］［WIFI_INF.
TXT］の順に表示させ、IDとパスワードを確認する。

iOSの場合
App	Storeから、PlayMemories	Mobileを検索してインストールしてください。

•	NFCワンタッチはiOSではご使用できません。

ご注意
•	既にインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。
•	本書で説明しているWi-Fi機能は、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証する
ものではありません。
•	アプリケーションの操作方法や、画面表示は将来のバージョンアップにより、予告なく変更する
ことがあります。
•	PlayMemories	Mobileの詳細は、こちらをご覧ください。	
（http://www.sony.net/pmm/)

接続する
Androidの場合
 本機の電源を入れ、Wi-FiをONにする。
 撮影モード(［LOOP］/［MOVIE］/［PHOTO］/［INTVL］)を選ぶ。
 スマートフォンでPlayMemories	Mobileを起動する。
 スマートフォンで本書に貼付されているシールのSSIDを選ぶ。
 スマートフォンで本書に貼付されているシールのパスワードを入力する（初回の
み）。

 

別売のライブビューリモコンと接続する

1	ライブビューリモコンの電源を入れる。
操作について詳しくは、ライブビューリモコンのヘルプガイドをご覧ください。

2	本機のNEXTまたはPREVボタンを押し、［SETUP］  
［CONFG］  ［Wi-Fi］  ［ON］を選ぶ。

3	ライブビューリモコンで、本機のSSID（本書に添付）を選ぶ。

4	本機に［ACPT?］が表示されたら、本機のENTERボタンを押
す。

スマートフォンと接続する
別売のライブビューリモコン以外にスマートフォンでも本機を操作できます。

スマートフォンにアプリをインストールする

Android OSの場合
Google	playから、PlayMemories	Mobile™を検索してインストールしてくださ
い。

•	NFCワンタッチご使用の場合はAndroid	4.0以上が必要です。

ヘルプガイドで使いかたを調べる
「ヘルプガイド」はオンラインで見る取扱説明書です。
本機の詳しい使いかたやスマートフォンで設定/操作できること、使用上のご注意
を知りたいときにご覧ください。
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/ja/

メニュー一覧
モード一覧 SETUPで設定できる項目 CONFGで設定できる項目
画面表示 モード 画面表示 項目 画面表示 項目

LOOP ループ録画 VMODE 画質設定モード Wi-Fi Wi-Fi接続

MOVIE 動画モード V.FMT 動画フォーマット GPS GPSログ

PHOTO 静止画モード STEDY 手ブレ補正 PLANE 飛行機モード

INTVL インターバル静止画記録モード AUDIO 音声記録 MOUNT マウント*

LIVE ライブストリーミングモード WIND 風音低減 TC/UB タイムコード/ユーザービット

SETUP 設定モード
COLOR カラーモード IR-RC IRリモコン

L.OPT ループ録画時間 HDMI HDMI設定

PLAY 再生モード DRIVE 静止画モード切替 BGM BGM*

PwOFF 電源切 FPS 静止画撮影間隔 USBPw USB給電

SELF セルフタイマー A.OFF オートパワーOFF

ANGL 静止画画角 BEEP 操作音
ご注意
•	ボタンの操作方法
	‒ NEXTボタン：メニュー送り
	‒ PREVボタン：メニュー戻し
	‒ ENTERボタン：メニュー決定

•	設定項目から［SETUP］または［CONFG］画面に戻るには、
［BACK］を選び、ENTERボタンを押します。
•	NEXTボタンとPREVボタンを同時に押すと、Wi-Fi設定メ
ニューに入ります。
•	本機の操作状況によってメニューが変わる場合があります。

LAPSE インターバル静止画記録 DATE 日時・エリア設定

FLIP 上下反転 DST サマータイム設定

SCENE シーン LANG 言語設定

WB ホワイトバランス V.SYS NTSC/PAL切替

AESFT AEシフト VER. バージョン表示

CONFG 環境設定
FORMT フォーマット

RESET 設定値リセット

*	ハイライトムービーメーカー用の設定項目です。詳しくは、
ヘルプガイドをご覧ください。


