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クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェック カメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。
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/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース / ビデオと写真の再生 / GoProアプリへの接続 / カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き） / カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータ GOPROアプリ

LCD TOUCH BACPACTV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。
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が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース / ビデオと写真の再生 / GoProアプリへの接続 / カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き） / カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータ GOPROアプリ

LCD TOUCH BACPACTV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェック カメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。

2 3 4

/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース / ビデオと写真の再生 / GoProアプリへの接続 / カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き） / カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータ GOPROアプリ

LCD TOUCH BACPACTV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェック カメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。

2 3 4

/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース / ビデオと写真の再生 / GoProアプリへの接続 / カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き） / カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータ GOPROアプリ

LCD TOUCH BACPACTV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェック カメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。

2 3 4

/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 

130-04531-000 REVB

/ ヘルプとリソース / ビデオと写真の再生 / GoProアプリへの接続 / カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き） / カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータ GOPROアプリ

LCD TOUCH BACPACTV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェック カメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。

2 3 4

/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 

130-04531-000 REVB

/ ヘルプとリソース / ビデオと写真の再生 / GoProアプリへの接続 / カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き） / カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータ GOPROアプリ

LCD TOUCH BACPACTV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェックカメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。
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/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGSWI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース/ ビデオと写真の再生/ GoProアプリへの接続/ カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き）/ カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。 HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。 カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータGOPROアプリ

LCD TOUCH BACPAC TV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。 Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェックカメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。
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/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGSWI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース/ ビデオと写真の再生/ GoProアプリへの接続/ カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き）/ カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。 HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。 カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータGOPROアプリ

LCD TOUCH BACPAC TV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。 Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェックカメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。
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/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGSWI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース/ ビデオと写真の再生/ GoProアプリへの接続/ カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き）/ カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。 HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。 カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータGOPROアプリ

LCD TOUCH BACPAC TV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。 Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェックカメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。
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/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGSWI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース/ ビデオと写真の再生/ GoProアプリへの接続/ カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き）/ カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。 HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。 カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータGOPROアプリ

LCD TOUCH BACPAC TV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。 Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェックカメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。
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/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGSWI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース/ ビデオと写真の再生/ GoProアプリへの接続/ カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き）/ カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。 HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。 カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータGOPROアプリ

LCD TOUCH BACPAC TV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。 Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。



クイックスタートガイド

/ カメラモードの選択
カメラの電源をONにし、Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を繰り返し押し
て、カメラモードを循環させます。 

*Playback（再生）は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合
にのみ表示されます（別売りのオプションアクセサリ）。

/ ようこそ
HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガ
イドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使
い方を説明します。

GOPROの情報をチェックカメラのバックドアを取
り外し、バッテリーを挿
入します

付属のUSBケーブルを使
用して電池を充電します

/ はじめに

カメラをハウジングから取り外します。

1

カメラのサイドドアを取り
外し、MICROSDカードを挿
入します

（Class 10が必要、別売）。

234

/ ビデオ録画と写真撮影

Settings（設定）メニュー[  ]で
ビデオと写真の設定を変更で
きます。

ビデオ

ビデオ録画

写真

写真を1枚撮影

コマ撮り

指定の間隔で一連 
の写真を撮影

連続写真

連続写真を撮影 

設定

カメラ設定、解像度など
を調整 

Shutter/Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して、録画を開始/停止または
写真を撮影します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする

/ カメラの基本要素

電源をOFFにする

Power/Mode（電源/モード） 
ボタン[  ]を押します。

Power/Mode（電源/モード）ボタン[  ]を
2秒間押し続けます。

再生*

ビデオや写真をTVまた
はLCD Touch BacPac™
で見る

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

LCDステータス画面 

Wi-Fiステータスライト[青] 

カメラステータスライト[赤]

   Shutter/Select  
（シャッター/選択）ボタン[  ]

   Power/Mode  
（電源/モード）ボタン[  ]

カメラステータスライト[赤]

Wi-Fi On/Offボタン[  ]

/ カメラ設定*

*カメラ設定の全詳細については、ユーザマニュアルをご覧ください。

カメラ設定を調整するには: 
1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)モード[  ] 

が現れるまでナビゲートします。
2.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3.  Power/Mode (電源/モード)ボタン[  ]を押して、オプション項目を循環させます。 

4.  Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、目的のオプションを選択します。  

MAIN CAMERA MODES

CAMERA SETTINGS

PROTUNE SETTINGS

CAPTURE SETTINGSWI-FI

SET UP

ビデオの初期設定: 1080P SUPERVIEW 30FPS、自動微光ON

/ ビデオと写真の初期設定

カメラは1080p SuperView 30fpsに設定されています。 
SuperViewが世界で最もリアルなワイドアングルビデオを実
現。撮影がこれまで以上に簡単になります。 

初期設定では自動微光モードはONになっており、カメラは照
明条件に応じて自動的にフレームレートを調整し、微光パフォ
ーマンスを高めます。

写真の初期設定: 12MP、超広角FOV

カメラは超広角視野(FOV)の12MP解像度になってお
り、美しい高解像度の写真が撮影できます。 

Settings (設定)メニュー[  ]で写真の設定を変更で
きます。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設
定のセクションにある詳細情報をご覧ください。 
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/ ヘルプとリソース/ ビデオと写真の再生/ GoProアプリへの接続/ カメラとWi-Fi Remoteのペアリング

A. カメラで：

1. カメラとWi-Fi Remoteの電源が
OFFであることを確認してくだ 
さい。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押
し、続けてShutter/Select（シャ 
ッター/選択）ボタン[  ]を押
してWi-Fiメニュー[  ]に切り
替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してWi-Fi RCまで循
環させ、Shutter/Select（シャッタ
ー/選択）ボタン[  ]を押して
選択します。

5. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してNEW（新規）ま
で循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタ
ン[  ]を押して選択しま
す。[  ]が表示されます。

1. Apple App Store、Google  
Play、またはWindows Phone 
Marketplaceで、GoProアプリをス
マートフォンまたはタブレッ 
ト端末にダウンロードします。

2. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押して、カメラの電源
をONにします。 

*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。
**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェア
を更新する場合は変更できます。

/ カメラのマウント（続き）/ カメラのマウント

平面のマウント*

サーフボードマウント

HERO3+ Black Edition/Surfにのみ含まれます。

サイドマウント

垂直面のマウント

曲面のマウント*

注：接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウン
トをはがします。

B. WI-FI REMOTE：

1. Shutter/Select（シャッター/選
択）ボタン[  ]を押し続けたま
ま、Power/Mode（電源/モード）ボタ 
ン[  ]を押して離します。

2. [  ]が表示されたら、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を離します。

3. カメラとWi-Fi Remoteがペアリン 
グされると、[  ]が表示されます。

4. Wi-Fi Remoteで「別のカメラを接 
続しますか？」と尋ねられます。こ
の時点で追加のカメラを接続す
る場合は、Shutter/Select（シャッ
ター/選択）ボタン[  ]を押して
YES（はい）を選択します。追加のカ
メラを接続しない場合は、Power/
Mode（電源/モード）ボタン[  ] 
を押してNO（いいえ）が表示される
まで循環させ、Shutter/Select 

（シャッター/選択）ボタン[  ] 
を押して選択します。

Wi-Fi Remoteを初めて使用する前に、カメラとのペアリングを行う必要があります。 GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作で
きます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテ
ンツの再生と共有などがあります。*

3. Wi-Fi On/Offボタン[  ]を2回押し、
続けてShutter/Select（シャッター/
選択）ボタン[  ]を押してWi-Fiメ
ニュー[  ]に切り替えます。

4. Power/Mode（電源/モード）ボタ
ン[  ]を押してGoPro App（GoPro
アプリ）まで循環させ、Shutter/
Select（シャッター/選択）ボタン
[  ]を押して選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット
端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」
で始まるネットワークに接続しま
す。パスワード「goprohero」を入力
します。** 

6. スマートフォンまたはタブレット 
端末でGoProアプリを開きます。

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。 HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。 カスタマサポート
GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマ 
サポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧く
ださい。
 

GOPROチュートリアルビデオ
操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒント
とコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。 
 
カメラソフトウェアの更新
HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェ
アを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウン
ロードについては、gopro.com/update 
にアクセスしてください。

*HERO3+ Black Edition/Surfには含まれません。

コンピュータGOPROアプリ

LCD TOUCH BACPAC TV
取り外し可能なLCDタッチ画面（別売）。 Micro HDMIケーブル、コンポジットケー

ブル、またはコンボケーブル（別売）を
使用して接続します。

スマートフォンまたはタブレット端
末で、選択したコンテンツを再生お
よび共有します。

付属のUSBケーブルを使用して接
続します。


