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Provide important legal information. 
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Important legal information can be accessed in writing on the 

mobile device or on www .samsung .com 

READ  THIS  INFORMATION  BEFORE  USING  YOUR  MOBILE  DEVICE  . 

Samsung Limited Warranty - This product is covered under the 

applicable Samsung Limited Warranty INCLUDING ITS DISPUTE 

RESOLUTION PROCEDURE and your right to opt out of arbitration 

within 30 calendar days of the first consumer purchase. You may 

opt out by either sending an email to optout@sea .samsung .com with 

the subject line “Arbitration Opt-Out” or by calling 1-800-SAMSUNG 

(726-7864). For more detailed procedures, please refer to the “Dispute 

Resolution Procedures and Arbitration and Opt-Out” section of the 

Limited Warranty. 

WARNING! This product contains chemicals known to the State of 

California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. 

For more information, please call 1-800-SAMSUNG (726-7864). 
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Intellectual Property 
All Intellectual Property, as defined below, owned by orwhich is 

otherwise the property of Samsung or its respective suppliers 

relating to the SAMSUNG mobile device, including but not limited 

to, accessories, parts, or software relating thereto (the “mobile 

device”), is proprietary to Samsung and protected under federal 

laws, state laws, and international treaty provisions. Intellectual 

Property includes, but is not limited to, inventions (patentable 

or unpatentable), patents, trade secrets, copyrights, software, 

computer programs, and related documentation and otherworks 

of authorship. You may not infringe or otherwise violate the rights 

secured by the Intellectual Property. Moreover, you agree that you 

will not (and will not attempt to) modify, prepare derivative works of, 

reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to 

create source code from the software. No title to or ownership in the 

Intellectual Property is transferred to you. All applicable rights of the 

Intellectual Property shall remain with SAMSUNG and its suppliers. 
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Disclaimer of Warranties; Exclusion of 
Liability 
EXCEPT AS SET FORTH IN THE EXPRESS WARRANTY CONTAINED 

ON THE WARRANTY PAGE ENCLOSED WITH THE PRODUCT, THE 

PURCHASER TAKES THE PRODUCT “AS IS”, AND SAMSUNG MAKES 

NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER 

WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED 

TO THE MERCHANTABILITY OF THE PRODUCT OR ITS FITNESS FOR 

ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE; THE DESIGN, CONDITION OR 

QUALITY OF THE PRODUCT; THE PERFORMANCE OF THE PRODUCT; 

THE WORKMANSHIP OF THE PRODUCT OR THE COMPONENTS 

CONTAINED THEREIN; OR COMPLIANCE OF THE PRODUCT WITH THE 

REQUIREMENTS OF ANY LAW, RULE, SPECIFICATION OR CONTRACT 

PERTAINING THERETO. NOTHING CONTAINED IN THE INSTRUCTION 

MANUAL SHALL BE CONSTRUED TO CREATE AN EXPRESS OR 

IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO 

THE PRODUCT. 
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IN ADDITION, SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 

OF ANY KIND RESULTING FROM THE PURCHASE OR USE OF THE 

PRODUCT OR ARISING FROM THE BREACH OF THE EXPRESS 

WARRANTY, INCLUDING INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES, OR LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS. 

 

Modification of Software 

SAMSUNG IS NOT LIABLE FOR PERFORMANCE ISSUES OR 

INCOMPATIBILITIES CAUSED BY YOUR EDITING OF REGISTRY 

SETTINGS, OR YOUR MODIFICATION OF OPERATING SYSTEM 

SOFTWARE. 

USING CUSTOM OPERATING SYSTEM SOFTWARE MAY CAUSE YOUR 

DEVICE AND APPLICATIONS TO WORK IMPROPERLY. YOUR CARRIER 

MAY NOT PERMIT USERS TO DOWNLOAD CERTAIN SOFTWARE, SUCH 

AS CUSTOM OS. 
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Samsung  Electronics  America  (SEA),  Inc . 

Address: 

85 Challenger Road 

Ridgefield Park, 

New Jersey 07660 

Phone: 

1-800-SAMSUNG  (726-7864) 

 
Internet Address: 

samsung .com 

©2016 Samsung Electronics America, Inc. Samsung is a registered 

trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Do you have questions 

about your Samsung Mobile Device? For 24 hour information and 

assistance, we offer a new FAQ/ARS System (Automated Response 

System) at www .samsung .com/us/support. 
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Read me first 
 

Provide important information regarding the support 

for and use of the product. 



About the Gear VR 
The Samsung Gear™ VR powered by Oculus™ (also referred to as 

Gear VR) is a headmounted, virtual reality device that provides an 

immersive experience for a wide range of users. 

When you connect a compatible mobile device to the Gear VR, you 

can enjoy multimedia content and play games by launching apps on 

the mobile device. You can use the Gear VR with these compatible 

mobile devices and use it to interact with other external devices, 

such as a game controller or a Bluetooth headset. 

Note: For additional detailed cautions, warnings, and 

recommendations, please visit the main www .samsung .com support 

page and refer to the Health & Safety Guide. 

Please read this guide before using the Samsung Gear VR (also 

referred to as Gear VR) to ensure safe and proper use. 

Use the Gear VR for its intended purpose only. Using the Gear VR for 

other purposes may result in injury. 
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• Descriptions in this guide are based on the mobile device’s default 
settings. 

• Images and screens are simulated. 

• The Gear VR must be connected with a compatible mobile device 
when in use. 

• To use a mobile device with the Gear VR, it is recommended to 
first upgrade the mobile device’s software to the latest version. 

• The Gear VR cannot be operated by itself. For a list of compatible 
devices, go to the device’s product page on www .samsung .com. 

Important: Some languages or content may not be available 

depending on the region or network. To view the open source license 

for the Gear VR, refer to opensource .com. 
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Support 
This guide provides you with the information you need to get started. 

For more information and additional support, please visit the main 

www .samsung .com support page. 

• Get support for your Samsung Gear VR online. 

• Review your Gear VR’s troubleshooting FAQs, and solutions. 

Note: Mobile devices and software are constantly evolving—screen 

images you see here are for reference only. 

The Gear VR and its connected mobile device should only be used 

with firmware versions that were approved for use by the device 

manufacturer. 

Important: Some third-party Android “cleanup” programs may 

recognize the Oculus folder and files as content to remove and then 

prompt you to “clean” the related material. 

Taking this action will delete your Oculus data used by your Gear VR 

and you must reinstall your content/data. 

For additional information, please visit: 

www .samsung .com/us/gearsupport. 
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Wearing the Gear VR 
Warning: Although eyeglasses can be worn inside Gear VR, they 

should be removed if the user experiences discomfort. If the 

discomfort continues and these glasses are not removed, this could 

cause facial injuries. If you have poor eyesight, we recommended 

wearing contact lenses when using the Gear VR. 

Note: Keep the lenses clean and protect them from getting 

scratched. If the lenses get dirty or steam up, clean them with a lens 

cleaning cloth. 

Caution: The Gear VR can be affected by magnetic interference 

created by items, such as computers, TVs, or electric cables. Avoid 

using the Gear VR in areas affected by magnetic interference. 

Ensure that you have read the warnings below carefully before using 

the Gear VR to reduce the risk of personal injury, discomfort, or 

property damage. 
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These Health and Safety warnings are periodically updated for 

accuracy and completeness. Check both www .samsung .com and 

oculus .com/warnings for the latest updated content. 

• The Gear VR should not be used by children under the age of 13, 
as young children are in a critical period in visual development. 

Adults should monitor children (age 13 and older) who are using or 

have used the Gear VR for any of the symptoms described below, 

and should limit the time children spend using the Gear VR and 

ensure they take breaks during use. 

Prolonged use should be avoided, as this could negatively impact 

hand-eye coordination, balance, and multi-tasking ability. Adults 

should monitor children closely during and after use of the 

Gear VR for any decrease in these abilities. 

• Your Gear VR is not designed for use with any ineligible device, 

accessory and/or software. Use of an ineligible device, accessory 

and/or software may result in injury to you or others, and may 

cause performance issues or damage to your system and related 

services. 
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• A comfortable virtual reality experience requires an unimpaired 
sense of motion and balance. Do not use the Gear VR when you are 

tired, need sleep, are under the influence of alcohol or drugs, are 

hung-over, have digestive problems, are under emotional stress 

or anxiety, orwhen suffering from cold, flu, headaches, migraines, 

or earaches, as this can increase your susceptibility to adverse 

symptoms. 

• We recommend seeing a doctor before using the Gear VR if you are 
pregnant, elderly, have pre-existing binocularvision abnormalities 

or psychiatric disorders, or suffer from a heart condition or other 

serious medical condition. 

• The factory lens protectors are pre-installed on the Gear VR. 
Remove these lens protectors before you use the Gear VR so you 

can see clearly. 

• Ensure the lenses are not scratched and keep them clean for clear 
visibility. 
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• The foam cushioning may get dirty if your face is sweating while 
wearing the Gear VR. Doing so may deteriorate the quality of the 

foam cushioning. Ensure that you keep your face clean and dry 

when wearing the Gear VR. 

• When you remove the Gear VR from your head, the mobile device’s 
screen locks and the touch pad stops working. 

• Use Only In A Safe Environment. The Gear VR produces an 
immersive virtual reality experience that distracts you from 

and blocks your view of your actual surroundings. For the safest 

experience, remain seated or stationary when using the Gear VR. 

• Take special care to ensure that you are not near other people, 
objects, stairs, balconies, windows, furniture, or other items that 

you can bump into or knock down when using, or immediately 

after using, the Gear VR. Do not handle sharp or otherwise 

dangerous objects while using the Gear VR. 

• Never wear the Gear VR in situations that require attention, such 
as walking, bicycling, or driving. 
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• When you are not wearing the Gear VR, do not place objects on 
the Gear VR’s proximity sensor. Doing so may cause the proximity 

sensor to stay on and drain the battery. 

• Refer to your mobile device online support material for more 
information. 

• Always be aware of your surroundings before beginning use and 
while using the Gear VR. Use caution to avoid injury. 

• Use of the Gear VR may cause loss of balance. 

• Remove tripping hazards from the area before using the Gear VR. 

• Take at least a 10 to 15 minute break every 30 minutes, even if you 
don’t think you need it. Each person is different, so take more 

frequent and longer breaks if you feel discomfort. You should 

decide what works best for you. 

• The Gear VR may be equipped with a “pass-through” feature which 
permits you to temporarily see your surroundings for brief real 

world interaction. You should always remove the Gear VR for any 

situation that requires attention or coordination. 
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• Listening to sound at high volumes can cause irreparable damage 
to your hearing. Background noise, as well as continued exposure 

to high volume levels, can make sounds seem quieter than they 

actually are. Due to the immersive nature of the virtual reality 

experience, do not use the Gear VR with the sound at a high 

volume so that you can maintain awareness of your surroundings 

and reduce the risk of hearing damage. 
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Before Using the Gear VR 
Headset 
• Read and follow all set up and operating instructions provided 

with the Gear VR. Immediately discontinue use if anyone using 

the Gear VR experiences any of the following symptoms: seizures; 

loss of awareness; eye strain; eye or muscle twitching; involuntary 

movements; altered, blurred, or double vision or othervisual 

abnormalities; dizziness; disorientation; impaired balance; 

impaired hand-eye coordination; excessive sweating; increased 

salivation; nausea; lightheadedness; discomfort or pain in the 

head or eyes; drowsiness; fatigue; or any symptoms similar to 

motion sickness. 

• The connected mobile device should be fully loaded with any new 
software updates prior to its initial use with the Gear VR. 

• The Gear VR should be adjusted for each individual user, and 
calibrated before starting a virtual reality experience. Failure to 

follow this instruction may increase the risk of discomfort. 
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• People who are prone to motion sickness in the real world also 
have a heightened risk of experiencing discomfort while using 

the Gear VR. Such individuals should take extra care to read and 

follow these warnings carefully. 

• We recommend consulting with a doctor before using the Gear VR 
if you are pregnant, elderly, have psychiatric disorders, suffer from 

a heart condition, have pre-existing binocularvision abnormalities 

or suffer from a heart condition or other serious medical condition. 

• Do not use the Gear VR if you have symptoms of squint, 
amblyopia, or anisometropia. Using the Gear VR may aggravate 

these symptoms. 

• Do not use the Gear VR when the attached mobile device is hot 
as this may cause burns. To prevent any injuries, take frequent 

breaks when using the Gear VR. 

• Make sure the Gear VR is level and secured comfortably on your 
head, and that you see a single, clear image. If you wear the 

Gear VR tilted to one side, you may feel discomfort. 
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• Just as with the symptoms people can experience after they 
disembark a cruise ship, symptoms of virtual reality exposure can 

persist and become more apparent hours after use. 

• Do not drive, operate machinery, or engage in othervisually or 
physically demanding activities that have potentially serious 

consequences (i.e., activities in which experiencing any symptoms 

could lead to death, personal injury, or damage to property), or 

other activities that require unimpaired balance and hand-eye 

coordination (such as playing sports or riding a bicycle, etc.) until 

you have fully recovered from any symptoms. 

• Do not use the Gear VR until all symptoms have completely 
subsided for several hours. Make sure you have properly 

configured the Gear VR before resuming use. 

• Be mindful of the type of content that you were using prior to 
the onset of any symptoms because you may be more prone to 

symptoms based upon the content being used. 
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• These post-use symptoms can include the symptoms above, as 
well as excessive drowsiness and decreased ability to multi-task. 

These symptoms may put you at an increased risk of injury when 

engaging in normal activities in the real world. 

• Using the Gear VR can make your muscles, joints or skin hurt. If 
any part of your body becomes tired or sore while using the 

Gear VR, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, 

burning or stiffness, stop and rest for several hours before using 

the Gear VR again. If you continue to have any of the above 

symptoms or other discomfort during or after play, stop using the 

Gear VR and see a doctor. 

• Use care when using earphones that contain magnets and can 
emit radio waves. These can affect the operation of nearby 

electronics, including cardiac pacemakers hearing aids and 

defibrillators. If you have a pacemaker or other implanted medical 

device, do not use the Gear VR without first consulting your doctor 

or the manufacturer of your medical device. Maintain a safe 

distance between the Gear VR and your medical devices, and stop 

using the Gear VR if you observe a persistent interference with 

your medical device. 
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Additional Notifications 
• The connected mobile device may become hotter than normal 

when used with the Gear VR, especially if you use the devices to 

play games for an extended period. When the Gear VR detects a 

high temperature, the quality of the application may be degraded 

or VR applications may be terminated in order to prevent 

overheating. This is normal and does not affect the mobile 

device’s lifespan or performance. 

• When using apps that require a higher amount of power or using 
these apps for an extended period, the mobile device may feel 

hot to the touch. When the Gear VR detects high temperature, a 

message appears on the screen warning you to stop wearing the 

Gear VR and to wait until it cools down. Stop using the Gear VR 

until the mobile device has cooled down, then resume use. This 

is normal and should not affect the mobile device’s lifespan or 

performance. 
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• The mobile device’s battery runtime may become shorter than 
normal when it is used with the Gear VR since VR applications 

use more of the device’s resources and may contribute to battery 

drain. 

• You may experience slow loading speed or diminished playback 
quality in some circumstances, such as after extended use (to 

prevent the device from overheating) or if your carrier or Wi-Fi 

network is slow or out of range. 

• The availability of VR-enabled content and applications and 
language support may vary by region. 

Note: Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved 

accessories may cause performance problems and malfunctions that 

are not covered by the warranty. Factory lens protectors are pre- 

installed on the Gear VR. Remove the lens protectors before you use 

the Gear VR so you can see clearly. 

When you are not wearing the Gear VR, do not place objects on the 

internal proximity sensor. Doing so may cause the proximity sensor 

to remain on and drain the connected mobile device’s battery. 
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• If you use a third-party controller, consult the manufacturer for 
health and safety warnings for the controller. Always use included 

wrist straps with controllers to secure the controller to your wrist 

when in use. 

• Do not modify or open any of the components provided. 

• Do not use the product if any cable is damaged or any wires are 
exposed. 

• If a power adapter is provided, do not expose it to liquid or 
moisture. 

Note: The Gear VR does not come with a power adapter and receives 

its power from the connected mobile device. 

• Unplug the mobile device power adapter before cleaning, and 
clean only with a dry cloth. 

• Keep the power adapter away from open flames and other heat 

sources. 

• Do not use your device if any part is broken or damaged. 
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• Do not attempt to repair any part of your device yourself. Repairs 
should only be made by an authorized servicer. 

• To avoid transferring contagious conditions (like pink eye), do 
not share the Gear VR with persons with contagious conditions, 

infections or diseases, particularly of the eyes, skin or scalp. The 

Gear VR should be cleaned between each use with skin-friendly 

antibacterial wipes (particularly the lenses) and dried with a 

microfiber cloth. 

• Do not leave the Gear VR in direct sunlight. Exposure to direct 
sunlight can damage the Gear VR. 

• Do not shine a laser or external light source through the lenses as 
it may damage the screen. 

• Store components in their storage case when not in use to 
minimize unintentional damage or environmental exposure. 
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Caution: Use only charging devices and batteries approved by 

Samsung. Samsung accessories are designed for your device to 

maximize battery life. Using other accessories may invalidate your 

warranty and may cause damage. Take care not to stand up or move 

around while the Gear VR is “plugged in”, as this may cause injury to 

the user or damage the device. 
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Getting Started 
 
 

Learn about your device hardware, assembly 

procedures, and how to get started using your new 

device. 



機器機能 
 
 

バックキー   ストラップ 

                  ループ 

 
 
 
 

 

 

 
 

タッチパッド 
 

 

ボリューム

キー 

焦点調節ダイヤル
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フロント

カバー 

ホーム

キー 



 

 
接近センサー クッション 
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デバイス 

ホルダー
(USB Type-C) 

上部ストラップ 

ループ

メイン    

ストラップ  

ループ 

 
 

 
デバイス      

ホルダー             

 （左）                         
 

 

多目的ジャック               

(USB Type-C)             
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デバイス 

ホルダー 

（右） 



コントロールキー 
バックキー: 

• 前面に戻ります。  

• 長押しするとユニバーサルメニューにアクセスします。 
ステータスを表示して設定を行うことができます。 

ホームキー: ホームスクリーンに戻ります。 

ボリュームキー: 音量が調節できます。 

 
 

焦点調節ダイヤル 携帯機器と Gear VR のレンズの間の距離

を調節し、ピントを合わせます。  

タッチパッド: 

• スワイプして画面中を移動できます。前後にスワイプする
と、次または前の項目に移動できます。  

• タップして選択できます. 
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機器の設定 

ストラップの取り付け 

1. ストラップの両端をメインストラップループに通し、マジッ

クテープで固定します。（P34,図①②） 

2. ヘッドストラップのフックを挿入し、カチッっと音がするまで

引き上げます。（P35、図③④） 
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3 
 

4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ヘッドストラップをループに通してマジックテープで長さを

調節をします。 
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メモ:  ヘッドストラップには長いマジックテープがついており、

Gear VRのフレーム前面の固定にお使いください。 

警告:  眼鏡と Gear VRの同時使用はしないでください。。 

顔のけがの原因となります。コンタクトレンズを着用するこ

とをお勧めします。 遠視の場合や、左右の視力に大きな違い

がある場合は、使用前に矯正レンズを着用してください。 
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ストラップの取り外し 
► トップストラップを取り外してから、メインストラ

ップを取り外します。 
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携帯機器の取り付け 
カバーの取り外し、デバイスホルダーの交換、携帯機器の取り付

け 

 

カバーの取り外し 

► 右側のデバイスホルダーを外側に引いて、保護用のフロン

トカバーを取り外します。 

メモ: レンズが汚れた場合は、レンズクリーニング布を使用

してください。 Gear VR を装着していないときは、内部の近

接センサーの上に物を置かないでください。 近接センサがオ

ンのままになり、携帯のバッテリーが消費される可能性があ

ります。 
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デバイスホルダーの交換 
USB Type-C デバイスホルダーが付属になっています。 

• 携帯の多目的ジャックが USB Type-C の場合は、付属のコネク
ターで携帯に接続してください。 

• 携帯の多目的ジャックが Micro USBの場合は、Micro USB 用のデ
バイスホルダーに交換してから携帯に接続してください。 
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デバイス   

ホルダーロッ

ク 

スイッチ 

 
 

ロック ロック解除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro USB  USB Type-C 

 

1. ロックスイッチのロックを解除し、デバイスホルダーを Gear 

VR から引き抜き抜いて取り外します。(P41図①、②) 
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                       コネクター 

ベース 

 
 
 
 
 
 
 

 
警告: デバイスホルダーを取り外す時、コネクターベースを壊さな

いように注意してください。 
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2. 交換するデバイスホルダーのロックを解除してから、コ

ネクターの溝に合わせてホルダースロットに差し込みま

す。（P42図③） 

3. ロックスイッチを にあわせロックします。(P42④）  
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デバイスホルダー 

3 

4 



警告:   

ロックスイッチをロックしたままデバイスホルダーを設置しない

でください。 ロックスイッチのラッチが損傷することがありま

す。 また、接着後は必ずデバイスホルダーをロックしてくださ

い。携帯機器がGear VR から分離して損傷する可能性がありま

す。 

 

携帯機器の接続 

1. 右側のデバイスホルダーを右に引きます。（P44図①） 

2. 左のロックスイッチがロックされていることを確認しま

す。（P44図②） 

3. デバイスホルダーを、Aまたは B の位置にゆっくりと押し

込みます。（P44図③） 

4. デバイスの音量がオンで、サイレントに設定されていない

ことを確認します。 

5. 携帯機器の画面を内側にして、傾けながら携帯機器の

USBポートに慎重に挿入します。（P46図①） 
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デバイス 

ホルダー (左) 

 
 
 

3 
 

2 

 

 
  B 

 A            
B 

A 
 
図では A サイズの 
  携帯の場合 

•  A: は大きいサイズの携帯機器用 
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メモ：コネクターを携帯の USBポートに完全に挿入してく

ださい。Gear VRに正しく接続されていると音が鳴ります。 

警告: コネクターを携帯機器に無理やり挿入しないでくださ

い。 

 

6.  Gear VRの中央に、携帯機器を優しく押して固定します。 

（P46図②） 

7. 右側のデバイスホルダーが元の位置に戻り、携帯機器を支

えます（P46図③）。Gear VRに正しく接続されていると

音が鳴ります。 

 

警告:  携帯機器をしっかり固定しないと、離脱して破損する

ことがあります。 Gear VR のコネクターの取り付けや取り外

しの際は、ねじったりしないでください。  
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3 

 

8. 携帯機器の角度を確認します。 
 

警告:  携帯機器が片側に傾いていると、携帯の画面がレンズ

に適切に反映されず、不快感を招くことがあります。 
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正しい設置状態 

 

位置合わせ
タブ 

デバイスホルダー (右) 

 

Note:  デバイスの音量がサイレントに設定されていないこ

とを確認してください。 コネクターを携帯機器に挿入したと

きに音が鳴らない場合、Gear VR は接続を認識していませ

ん。 音が聞こえるまで、モバイルデバイスを再接続してくだ

さい。 
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警告:  Gear VR を直射日光の当たる場所に放置しないでく

ださい。 Gear VR および接続された携帯機器が損傷する可

能性があります。 

メモ:  あらかじめ Gear VR にレンズ保護シールがついてい

ます。 使用前に、レンズ保護シールを取り外してくださ

い。 
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Gear VR ソフトウェアのインストール 

Gear VRを使用するにはインストールの必要があります。 携

帯機器を初めて Gear VRに接続すると、セットアップが自動的

に開始されます。 

メモ：セットアッププロセスを実行する前に、利用可能な携帯

ネットワークサービス、または Wi-Fiに接続してください。 

1. 初めてデバイスを使用するには、www .oculus .com にアク

セスして,アカウントを作成してください。 

2. 携帯機器のロックを解除し、音量を上げます。 

3. 慎重に携帯機器を Gear VR に設置します。 

重要:  携帯機器が正しく接続されていない場合、セットアッププロ

セスを続行するよう求められません。 

4. 音声による指示があったら、Gear VR から携帯機器

を取り外します。 

5. Welcome！の 画面の START ボタンを押し、画面に従います。 
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6. 健康および安全に関する警告を読み、使用許諾契約書

（EULA）に同意してから、 NEXT [次へ]そして INSTALL [イ

ンストール]を押します。 

注：この初期のプロセス中、追加のソフトウェアをインストール

するか、携帯のファームウェアのアップデートを求めるメッセー

ジが表示されることがあります。 

7. Sign In「サインイン」を押し、以前に登録した電子メールと

パスワードを入力します。 

8. 画面の指示に従ってアカウントを設定します。 

9. ソフトウェアがインストールされると、携帯の画面に Oculus

アプリが表示されます。 

10. 携帯機器を Gear VRに再接続し、頭にセットしま

す。 

メモ：Gear VR の使用中に画面が傾いたり斜めに見える

場合は、いったん頭から Gear VR を取り外し、平らな場

所に 5〜7 秒置いてから再使用してください。 
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セットアッププロセスの完了 
1. 携帯機器が Gear VR にしっかりと取り付けられていることを確認

します。 

2. 表示される安全衛生に関する警告をお読み、頭でスクリーン

のポインター（十字線）を Oculusのロゴ領域に配置してくだ

さい。 

3. 画面の指示に従って、以下の操作を学びます。 

• カーソルを目的の位置に合わせます。 

• タッチパッドを使用して選択を行います。 

• タッチパッドを使用して前後にスワイプします。 

• 上下にスワイプします。 

• 前の選択に戻るには、   Back を押します。  

• ユニバーサルメニューにアクセスするには、 

   Back を長押しします。  

• 再び  Back を押すと終了します。  

• メニューにはホーム、パススルー、カメラ、リオ
リエント、音量、明るさ、が含まれます。 
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• Gear VR 内の近接センサが顔の位置を検知します。 Gear VR を
装着している時、画面がロック解除され、タッチパッドを使用
することができます。 

• 3D視聴の経験は、あなたの視力によって異なる場合が
あります。 

• Gear VR を使用する前に、携帯機器のロックを解除してください。 

• Gear VRの使用中に画面が傾いたり傾いた場合は、Gear VR

を頭から取り除し、レンズを外に向け、焦点調節ダイヤルを

上にして、5〜7秒間平らな場所に置いてください。 
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Gear VR の着用 
1. 顔にクッション部分をしっかりと付けて、Gear VRを着用し

ます。 

警告: Do Gear VR を装着して歩い

たり、運転したりしないでくださ

い。また、使用中は、自分や他の

人が怪我をしないように、常に周

囲に注意してください。 

2. Gear VRをストラップで頭に

固定し、顔が快適になるよ

うに装着します。 

3. 上部ヘッドストラップとメイン

ストラップの長さを調整しま

す。 

メモ:  クッションが汚れて劣化することがありますので、清

潔に保ちましょう。画面が左右に動く場合は、デバイスホル

ダーが正しい位置にあるか確認してください。 
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ヘッドセットの接続 
Gear VRの使用中、ヘッドセットまたはブルートゥース用ヘッドセ

ットを携帯に接続できます。 

メモ:  ヘッドフォンまたはイヤフォンなどのオーディオジャック

の中には、Gear VRに接続している時に、携帯に正しく接続できな

いものがあります。 無理に接続しないでください。 

► ヘッドセット使用時は、携帯機器を Gear VRに接続する前

に、ヘッドセットを携帯に接続してください。 ヘッドセット

とブルートゥースヘッドセットは別売です。 
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携帯機器の取り外し 
使用していないときは、Gear VR から携帯機器を取り外しま

す。 

1. デバイスホルダー（右）を外します。（P55 図①） 

2. 接続されている携帯機器を傾けて外側に注意深くスライド

させて取り外し（P55図②）、フロントカバーを取り付け

ます。 

 

Getting Started  55 



充電器の使用 

• 底部にある多目的ジャックに充電器を接続できます。 

メモ:   サムソン認定の USBケーブルと電源アダプタのみを

使用してください。 
 

マイクロ USB 

充電ケーブル 

 
マイクロ USB コネクタ 

（USB タイプ C 用） 
 

• 充電器に接続した時、接続されている携帯機器が充電さ
れ、Gear VRは充電されません。 

• 多目的ジャックに充電器を接続しているときに Gear 
VRを使用すると、充電器から電源が供給され、携帯
のバッテリーは使用されません。高出力（1.5A以
上）が必要な場合、Gear VRは充電器と携帯機器のバッ
テリーの両方から電力を消費します。 
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• Gear VR の使用中に充電器から切り離した場合： 

画面上の画像が一時的に静止することがあります。 

この間、画面が再調整され、Gear VR が頭の動きを認
識しないことがあります。 

• 電気の無駄を避けるため、使用しないときは充電器のプ
ラグを抜いてください。 充電器には電源スイッチがない

ため、充電器のプラグを抜く必要があります. 

• 充電器は電気プラグの近くに置き、常に手が届くようにして
ください。 

• Gear VRの使用を終えたら、フロントカバーを元に戻しま

す。 
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Gear VR を知る 

 
画面やアイコン、ナビゲート方法など、デ

バイスの主要機能について学びます。



基本的なナビゲーションと選択 

タッチパッドの使用 

Gear VRの右側にあるタッチパッドは、表示された要素の選択と

ナビゲーションの両方に使用されます。 

 

選択する (タップする) 

1. 頭を動かして、ポインタを目的

の項目の上に置きます。 

2. タッチパッドを指で軽く叩いて、

アイテムを選択するか、ビデオ内

で使用可能な機能を表示します。 

メモ: タッチパッドは Gear VR を

装着している間のみ機能します。 
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画面を移動する（スワイプする） 

• タッチパッドを前方にスワイプして次の項目に移動します。 

• タッチパッドを後方にスワイプして前の項目が表示されます。 
 

前方または後方にスワイプす

る次または前の項目に移動す

る。 

リストを右左にスクロール。 

着信を拒否する。 

 

 
上方または下方にスワイプする 

ウェブページやリスト上を上下にスク

ロールする。 

画像表示中は、画面上のサイズを拡大

または縮小します。 

 
メモ: 一部のアプリでは、上方または下方のスワイプが出来ない場

合があります。 
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ポインターまたは画面の移動 
Gear VR は頭の動きを認識し、その情報を画面環境内の場所として

変換します。 一部の画面ではポインタが表示されないことがあり

ます。 

• 頭を動かすと、画面表示や遠近感も変わります。 

ポインター ポインター 

 

• ポインターと画面表示は検出された頭の位置によって変
わります。 
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選択する 
頭を動かしタップして、項目やアプリを選択できます。 

1. 頭を動かして、表示されたポインターを目的の選択肢

に置きます。 

2. タッチパッドをタップします。（本体右側） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

メモ:  ポインターは視野の中央にあり、頭の動きに従いま

す。 アプリによっては、時々ポインターを表示しないことが

あります。 
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ナビゲーション‐ホームスクリーン 

Gear VRアプリケーションが再起動されるたびに、続行する前に安全

健康規約を読み、条件に同意するように求められます。 

 

  最近利用したアプリ       オススメアプリ 

 

 

 お友達  

とリクエ

スト 

 

 
 

別のページにアクセス 

 

Oculusのホーム画面は、アプリ、ファイル、機能、および他の

ものをにアクセスするためのスタート地点です。 
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Samsung 
Gear VR 

ストアー 

 
チュート

リアル 

（指導） 



このホーム画面から、次のいずれかの画面に移動できます。 

• STORE  : VRアプリへアクセスできます。スワイプす 
     ると利用可能なダウンロードが表示されます。 

• HOME  : メインのホーム画面にアクセスできます。 

• LIBRARY  : 現在インストールされているすべての VRコ
ンテンツおよびアプリにアクセスできます。 選択可能な
項目を選択し、タッチパッドでタップして、アプリを有効
にします。 

 

この画面で次のオプションも利用できます。 

• Samsung Gear VR: VR関連アプリへアクセスできます。 

• Tutorial: スクリーン上で使い方の指導を提供します。 

• Recent: 最近使用したアプリのリストを表示します。 

• Available Apps: 使用可能なお勧めアプリを表示し
ます。        

• Friends/Requests: 現在のお友達と保留中のリクエストを
捜索するエリアです。 
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ナビゲーション - アプリの画面 
リーセントまたはライブラリーからアプリを選択すると、関連する追

加のオプションを選択できます。 

 

ダウンロードされているアプリの起動 

1.  HOME 画面から  Library を選択します。 

2. タッチパッドを使用して、使用可能なアプリを観覧でき

ます。 追加のオプションには、My Apps、  Updates、 

Not installed があり画面の上部にある Comfort、  

Recent、  A-Z  などから選択してください。 

3. アプリオプションベージにアクセスするには、 Options

にポインターをあわせ、タッチパッドをタップしてくだ

さい。 

4. 使用可能なアプリにポインタを置き、タッチパッドを

タッチして、選択したアプリの使用を開始します。 
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その他のアプリケーション機能へのアクセス 

1. ライブラリーで、左右にスクロールして、インストール

済のアプリを観覧します。 

2. ポインターを Options にあわせ、 Details を選択し、

アプリの画面が表示され詳細情報を確認できま

す。  
 

アプリの 

ロゴ  
 

詳細 
 

 

他の 機能 

 
ユーザー

ランキン

グ 

快適度 
 

スター

ト

 

 
他ページにアクセス 
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Media 

 

 
 

Apps I Simulation, Utilities 
Overview 

 Comfortable 

 
Developer No additional devices 

Internet rrequired 

Permissions  



3. この Apps 画面には、次のような便利な情報とその他の

関連オプションが表示されます。 

• Overview: アプリに関する情報を表示します 

• Details: モード、支持入力、年齢要件、および言語など、アプ

リについてより詳し詳細を表示します。、 

• Developer: 開発者情報を表示します。 

• Media: 関連するアプリのイメージを表示します。 

• Permissions: 設定可能なアプリへのアクセス許可を提供しま

す。 

• User Ranking: そのアプリの現在のユーザーランキングを

表示します。 

• Comfort: そのアプリの現在のユーザー快適度を
表示します。 

• Additional requirements: 特定要件について表示します。 

• Start: アプリケーションを起動します。 
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ユニバーサルメニューの使用 
ユニバーサルメニューを使用して Gear VRの設定を行い、画面を

記録することができます。 また、現在の時間、バッテリ残量な

どを表示することもできます。 

メモ: 一部のアプリでは、これらの機能が著作権を保護するために

利用できない場合があります。 

 

ユニバーサルメニューへのアクセス 

1. 使用中のアプリ画面で    Back を長押しします。 

2. ポインターを利用可能なオプションに合わせて、タッチパッ

ドをタップします。 

•  Oculus Home: ホーム画面に戻ります。 

• Profile: あなたのアカウントプロファイルを 

      表示します。 

• Friends: お友達とお友達の要求を表示します。 

   お友達が使っているアプリが見れます。 
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• Notifications: 着信やメッセージなどの通知を表示し

ます。 

•   Settings:設定オプションを表示します。 

-  Volume: ボリューム調整。無音になると  が

表示されます。 

-   Brightness: 画面の明るさを調整します。 

-  Reorient: あなたが向いている方向に 

  基づいて、画面を再調整します。 

-   Passthrough Camera: 携帯のカメラを有

効にして、外部（現実）の環境を見る
ことが出来ます。 

-  Notifications: 着信や通知を音で知らせます。 
通知をオフにすると  が表示されます。 
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-  Bluetooth: ブルートゥースを有効または 

         無効にします。 

-  Wifi: Wi-Fi を接続または無接続にします。 

-  Utilities: ユーティリティーオプションを 

             表示します。 

-  Screenshot: 画面を撮影します。 

-  Capture Video: 画面のビデオを撮ります。 

Oculus のホーム画面に行く 

► 使用中の Gear VRやアプリの画面から,   Back  を長押し

し、ポインターを  Oculus Home に合わせると、使用中

のアプリからメインのホームスクリーンにいきます。 

- または - 

  Home  そして Yes を押しても、ホームスクリーンに戻りま

す。 
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パススルーカメラの使用 

携帯のカメラを作動させ、スクリーンに投影して、Gear VRを装着

しているときに周囲を見ることができます。 

メモ: 携帯カメラを使用するときは、フロントカバーを取り付けな

いでください。 

 

パススルーカメラを使用するには、 

1. 使用中の画面で  Back を長押ししてください。 

2. メニューで  Settings そして   Passthrough Camera をタ

ップし有効にします。 

 Passthrough Camera: On と表示されます。 

 

パススルーカメラを無効にするには、 

1. パススルーの画面で、  Passthrough Camera にポインター

をあわせます。 

2. タッチパッドをタップすると、機能が無効になり、携帯

のカメラがオフになります。 
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Gear VR の視界変更 

画面の視野角が変化し、視線の中心に表示されなくなる場合が

あります。視線に合わせて前方の方向を再認識し、視野方向を

リセットします、 

1. 新しい前方視野として設定したい方向に頭を向けま

す。 

2. 使用中の画面で、  Back を長押しします。 

3. メニューで  Settings  >   Reorient をタップして視野を

リセットします。 

 

通知をオフにする 

通知をオフにすると、音声通知は受信されず、着信コー

ルは無視されます。 

1. 使用中の VR画面で  Back を長押しします。 

2. メニューで  Settings >  Notifications とタップします。 

            画面に  と表示されます。 
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通知を元に戻すには： 

1. VR 画面で  Back を長押しします。 

2. メニューにアクセス、  Settings >     Notifications 

タッチパッドをタップします。画面に  と表示されます。  

メモ: 元に戻すと、着信などの新しい通知を音で知らせます。 

 

明るさ調整 

1. VR画面で  Back を長押しします。 

2.   Settings >  Brightness とタップし、スライダーを

表示します。 

3. タッチパッドを上下にスワイプして、明るさを調整

します。 
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着信 
Gear VRを使用中に電話を受けると、アイコンが画面に表示

されます。 

► タッチパッドを前後にスワイプして電話を拒否することがで

きます。 

► Gear VR を使用中は通話に応答できません。 通話するには、

Gear VRから携帯機器を取り外してください。 

警告:  Gear VRと一緒に使用すると、長時間の使用により、携帯機

器が通常よりも熱くなることがあります。電話をかける前に冷却さ

れるまで待ってください。 

携帯機器の過熱を防ぐため、オーディオヘッドセットを接続する

か、スピーカーを使用して着信に応答することをお勧めします。 
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メモ: Gear VRは、通知機能が有効の時、着信コールのポップ

アップメッセージをブロックします。 

  Notifications 通知機能がオフになっている場合は、新しい通

知と着信コールは無視されます。 

. 

 

電話に応答する 

► 通話に応答するには、携帯機器を Gear VRから取り外してか

ら、通話に応答します。 

メモ: 電話に応答すると、実行中のアプリが終了します。携帯に

ポップアップが表示されない場合は、Gear VRのブランク画面の

上部にある Xをタップして、使用中のアプリを閉じる必要があり

ます。 

 

通話を拒否する 

► 通話を拒否するには、タッチパッドで前後にスワイプします。 
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通知の表示 
.Gear VRの使用中は、イベント、メッセージ、アラーム

などの一般的な通知を画面にポップアップ通知として確

認することができます。 

ユニバーサルメニューでポップアップメッセージをオン

にすることができます。 

通知の詳細を表示するには、Gear VRから取り外した後、携帯

で確認してください。 

メモ: Gear VRが Do Not Disturb（サイレント）に設定され

ている時、ポップアップメッセージをブロックします。 

 
 
 
 
 

76 



アプリ 

 
アプリの使用方法とダウンロード方法について学

びます。



アプリ 

新しいアプリのダウンロード 
アプリは、次の 2つの場所のいずれかからダウンロードできます。 

• Samsung Gear VR: HOME（ホーム画面）にあります。. 

• Recommended Apps（推薦アプリ）:  HOME （ホーム画面）の

中央に表示されます。 

Samsung Gear VR Store でのダウンロード 

1.  HOME 画面で、ポインターを Samsung Gear VR に置き、タ

ッチパッドをタップします。 

2. Featured, Top Selling VR, Apps や Browse All など、画面の

左からアプリのタイプを選びます。 

• これらのセレクションは画面の上にある: 

Featured, A-Z, Popularity, Release Date や Comfort などのフ

ィルタを使って整理できます。 

3. 使用可能なページをスワイプして、アプリを選択しま

す。 
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4. インストールボタンにポインターを置き、タッチ

パッドをタップして選択します。 

5. アプリのダウンロードが完了したら、Start を選択します。  

 

携帯機器からダウンロードする 

1. ホーム画面で    Apps >   Oculus とタップします。 

2.   Menu をタップし、 Library または Store を選びます。 

3. 利用可能なアプリをスクロールして、 Install 押します。 

4. インストールが成功したら、携帯機器を Gear VRに設置

します。 

5.  HOME 画面で,  Library にポインターをあわせて、タッチ

パッドをタップします。 

6. アプリをえらんで、画面の指示に従ってください。 
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既存アプリのアンインストール 

（削除） 

OCULUS アプリから不要なアプリをアンインストールしま

す。（携帯のアプリページでアンインストール）。 

 

携帯でのアプリのアンインストール 

1. 携帯のホーム画面で、  Apps >   Oculus をタップしま

す。 

2.     Menu をタップし、 Library を選択します。  

3. スクロールして削除したいアプリを選び、  Options  > 

Uninstall を選びます。 

4. アンインストールが完了したら、携帯機器を Gear VR に

設置します。 
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アプリのアップデート（更新） 
デフォルトのアプリとインストールされているアプリを更新できま

す。 

1. ライブラリーで、Updatesにポインターを置きます。 

2. 更新したいアプリにポインターを置き、画面表示に従います。 
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VR ギャラリー 
携帯を使って、作成した画像と動画を観覧します。 

1.  HOME 画面で、  Library にポインターをあわせて、タ

ッチパッドをタップします。 

2. タッチパッドをスワイプして、 VR Gallery アプリを表示

します。 

画面の表示 

イメージフォルダを選択し、イメージを選択します。 

• 前の画像: タッチパッドを後向きにスワイプ 

• 次の画面: タッチパッドを前向きにスワイプ 

• 右左回転: 選択した画像を回転させる 

• スライドショーを見る:  Play slideshow をタップする。 

• 画面を正面に合わせる:   Back を二回押す。 
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ビデオを再生する 

► ビデオフォルダを選択し、視聴するビデオを

選択します。 

 

再生コントロールにアクセスするには： 

1. 動画の再生中に、一番下の領域にポインターを置き、

タッチパッドをタップします。 

2. コントロールが表示されたら、選択範囲にポインター

を合わせ、タッチパッドを使用して機能を有効にしま

す。 

• / : 一時停止 再生 

• / : 前のビデオ 次のビデオ 

• 2D: ２次元でビデオを見る 

• 3D: ３次元でビデオを見る  

• 360:  360 度でビデオを見る 
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Oculus ビデオ 
あなた自身のヴァーチャルムービーをお楽しみください。 

1. HOME 画面で   Library にポインターをあわせ、タッチパ

ッドをタップします。 

2. Oculus Video アプリをタッチパッドで検索し、 タップし

ます。 

3. ページの左側からスクリーンカテゴリを選択します。

ビデオは選択に基づいて分類されています。 

• Social Media:  Facebook Videos, Twitch, and Vimeo など
のソーシャルメディアからビデオを観覧したりダ
ウンロードします。 

• Movies: 利用可能な映画を購入したりレンタルします。 

• Shorts: 標準の画面用に最適化されたOculusの無料ビデオ
を観覧またはダウンロードします。 

• My Purchases: 購入済みのコンテンツにアクセスできま
す。 

• My Videos: 標準画面で携帯に保存されているビデオを
表示します。 
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4. ビデオを選択してから、利用可能な環境設定をします。 

• 2D、3D、および 360度のビデオを選択できま
す。 

 

再生コントロールにアクセスする 

3. 動画の再生中に、一番下の領域にポインターを置き、

タッチパッドをタップします。 

4. コントロールが表示されたら、選択範囲にポインター

を合わせ、タッチパッドを使用して機能を有効にしま

す。 

• / : 一時停止 再生 

 

メモ: タッチパッドをスワイプして巻き戻しや早送りができま

す。 

 

• : 利用可能な動画リストに戻ります。 
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Oculus 360 フォト 
このアプリは、360度のパノラマ映像を提供します。 

1.  HOME 画面で   Library にポインターをあわせ、タッチパ

ッドをタップします。 

2.  タッチパッドで Oculus 360 Photos アプリを表示し、タ

ップします。 

3. ページの左側からカテゴリを選択します。 画像は選

択に基づいて選別されています。 頭を回転して画像

のパノラマを見れます。 

• Social Media: Facebookなどのソーシャルメディアサイト

から、ビデオを表示またはダウンロードします。 

• Other: 追加のカテゴリー、Weekly Destinations, My 

Favorites, Explore the World,3D Art, and Nature などからビ

デオを表示またはダウンロードします。 
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画像を見ながら、タッチパッドをタップして次の機能を

使用できます。 

• 前の画像: タッチパッドを後向きにスワイプ 

• 次の画面: タッチパッドを前向きにスワイプ 

• Menu: 画面をタップして、追加のオプションにアクセスします。 

 

•  現在の画像をお気に入りの画像に設定します。 

•  スライドショーの再生/一時停止を切り替えます。 

• 追加のフォルダと画像にアクセスします。 
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