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パッケージ内容

1. 製品本体
2. カメラマウント
3. 分配器ケース
4. リモコン

5. 分配器
6. 電源アダプター
7. USBケーブル
8. クイックスタートガイド、保証規定
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5 6 7 8 製品の使用前にマニュアルをお読みください。

電源に関する警告! 電源は室内専用です。 製品に同梱の電源
のみを使用してください。 破損した電源の修理または使用を
試みないでください。 電源を水に浸したり、酷使したりしな
いでください。 電源のケーブル、プラグ、筐体が破損してい
ないか定期的に点検してください。
電池に関する警告! 電池を適切に取り付けないと、漏れや
爆発、または人体損傷の危険性が生じます。 充電式バッテ
リーを正しく扱わないと、火災または化学火傷の危険性が生
じます。 装置を分解したり、導電性材料、湿気、液体また
は54°Cを超える熱に曝したりしないでください。 液漏れや
変色、変形、その他の異常がバッテリーに見られた場合は、
充電および使用しないでください。 バッテリーは放電状態や
未使用状態のまま長期間放置しないでください。 ショートさ
せないでください。 お使いのデバイスには、交換のできな
い内蔵型の充電式バッテリーが入っている場合があります。 
電池の寿命は使用状態によって異なります。 動作しなくなっ
た電池は、地域法に従って廃棄してください。 法律や規制に
よる規定がない場合、電子機器廃棄物としてデバイス処分し
てください。 お子様が電池を触らないようにしてください。
製品の安全な使用ガイドライン
• 電池の取り外しおよび交換時を除き、製品を開いたり改造

したりしないでください。
• 本製品を分解したり、修理を試みたりしないでください。
• 本製品は、通常の操作状態および当然予測可能な操作状態

において安全です。
• 製品が適切に動作しない場合、ロジクールサポートまでお

問い合わせください。
• 点検や修理の場合は、メーカーに製品を戻してください。
• 本製品はお子様用ではなく、14歳未満のお子様による使用

を意図されていません。
• 警告： 36ヵ月齢未満のお子様には適していません。 小さい

部品による 窒息の危険があります。
• 同梱の取扱説明書に従い、デバイスを適切に取り付けてく

ださい。 本製品の不適切な設置により、機器の損傷や怪我
をするおそれがあります。

ロジクールのコンプライアンス｡ 製品の安全性、EMC、RF
およびエネルギーの情報については、www.logicool.co.jp/
complianceにアクセスしてください。 製品のコンプライアン
スに関してメンテナンスは必要ありません。
ロジクール（Logicool）のハードウエア製品の限定保証
ロジクールは、購入日（または特定の管轄区域で義務づけられ
ている場合は配送日から)、製品パッケージ 、保証書および/ま
たはwww.logicool.co.jpに記載された期間、購入された製品
の仕様に基づき、お使いのロジクール ハードウェア製品に素
材および施工の欠陥がないことを元の購入者に保証します。
この情報は、弊社のウェブサイト、support.logicool.co.jpの
オンラインサポートセクションでお使いの製品を選択して閲
覧することもできます。適用法によって禁じられている場合
を除き、本保証は譲渡不可であり、元の購入者および製品が購
入された国に限定されます。本保証はお客様に特定の法的権
利を与えるものであり、お客様は、現地の法律によって異なる
場合のある、より長期の保証期間を含めたその他の権利を有す
る場合があります。

はじめに行って頂く事 
保証クレームがあると思う場合、まずsupport.logicool.co.jp
にアクセスしてください。ここでは、様々なサポートおよび「
よくある質問」のページで、役立つ技術的サポートを検索する
ことができます。
弊社のウェブサイトでソリューションが見つからなかった
場合、製品を購入した小売店に連絡してください。有効な保
証クレームは通常、購入後30日間は、購入した小売店を通し
て処理されます。この期間は、小売店によって異なる場合が
あります。
購入した小売店を通して保証クレームを処理できない場合、
弊社の「サポート保証に関するよくある質問」セクション
にアクセスし、弊社のサポート部門への連絡方法をお探しく
ださい。

重要なお知らせ、安全性、規制および製品保証
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1. リモコン ペアリング ボタン
2. USB
3. ステータスLED

4. セキュリティスロット
5. MIPI
6. 三脚締め付けねじ
7. 拡張スロット

各部説明

カメラ
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リモコン 

1. ビデオミュート
2. パン/ティルト
3. カメラホーム

4. カメラプリセット
5. ズームイン/アウト
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カメラを接続する
会議室で専用のパソコンを使用する場合
でも、チームメンバーが持参したノート 
パソコンを使用する場合でも、Rallyカメ
ラの接続方法は同じです。

1. 分配器のUSBピグテールをカメラの
USBポートに接続します。 

2. 分配器の電源アダプターをコンセント
に接続します。

3. 分配器のUSBケーブルをパソコンに
接続します。

4. カメラの接続中、ステータスLEDが
点滅します。 完了すると、カメラの
ヘッドが回転します。

5. 問題が解決しない場合、 
www.logicool.co.jp/support/
rallycameraを参照するか、または
テクニカルサポートまでお電話くだ
さい。
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カメラを取り付ける
Rallyカメラの取り付けには多数のオプ
ションがあります。 テレビ電話の場合、
可能な限りカメラを目の高さに設置す
ることをお勧めします。 通常、テレビのす
ぐ下が最適な設置位置です。
1. TVの近くにあるテーブルまたは棚の上

に設置します。 
2. 壁への取り付け：

a. ウォールマウントを壁に取り付け
ます。 壁の種類に合った、適切な
ネジを使用してください。

x2

b. 分配器を分配器ケースに挿入し、
示されているようにケーブルを配線
します。

c. USBピグテールをマウント下部にあ
る穴を通して、カメラに接続します。

d. 分配器ケースをマウントに掛け
ます。

e. 三脚ネジでカメラをマウントに固定
します。

3. TVへの取り付け： オプションのTV取
り付けブラケットは、各販売代理店に
お問い合わせください。
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テレビ電話をかける
テレビ電話/キャプチャセッションを開始
するには、選択したアプリケーションを起
動し、Rallyカメラを選択します。 ビデオ
のストリーミング中は、ステータスLEDが
点灯します。

4Kビデオに関する注意： Rallyカメラに
同梱されているUSB 2.0ケーブルは、フル
HDビデオ（最高1080p）をサポートしてい
ます。 4Kビデオが必要な場合、USB 3.0
ケーブル（別売り）を使用してください。

パンとティルト
パン/ティルト動作の増分には1回押し、
継続的なパン/ティルトには押し続け
ます。

注意： カメラのヘッドを手で回転させ
ると、デバイスが破損する可能性があり
ます。

カメラプリセット
最高2つのプリセット位置を設定するこ
とができます。 希望の位置にしたら、ボタ
ンを3秒間押し続けてプリセットを保存し
ます。 ボタンを1回押すことで、希望の位
置にいつでも戻ることができます。

ホーム
ホームは、カメラの起動時にカメラが移
動する位置です。 ボタンを10秒間押し続
けて、新しいホーム位置を保存します。

カメラ設定アプリケーション
このプログラムを使って、カメラの
パン、ティルト、ズーム、フォーカス、
および画質（輝度やコントラストなど）
をコントロールします。 ソフトウェ
アは、www.logicool.co.jp/support/
rallycameraからダウンロード可能です。

RIGHTSIGHT
部屋にいる人々を自動的にフレームに入
れるためのこの機能は、カメラをパソ
コン (Windowsのみ）に初めて接続した
後、ダウンロードされます。 Macでこの
機能を有効にする、あるいはダウンロー
ドがWindowsでブロックされる場合、
カメラ設定アプリケーションをインスト
ールしてください。 RightSightは、テレ
ビ電話/キャプチャセッションの開始時に
実行され、[ホーム]ボタンを押すことでオ
ンデマンドで実行することができます。 
RightSight機能を無効にするには、カメラ
設定アプリケーションを使用します。
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リモコンのペアリング
カメラとリモコンは出荷時に既にペアリングされています。 ただし、リモコンとカメ
ラをペアリングする必要がある場合（リモコンを紛失して交換した場合など）、以下を
行います。

1. LEDが青で点滅するまで、カメラ背面のボタンを押し続けます。
2. リモコンの[ビデオミュート]ボタンを10秒間押し続けて、ペアリングモードにします。
3. リモコンとカメラがペアリングされると、LEDの点滅が停止します。
4. ペアリングが失敗した場合、LEDは引き続き点滅します。 手順2から繰り返します。

詳細情報
以下のような、Rally PTZ Cameraに関する詳細情報が利用可能です。 

 –よくある質問
 –ファームウェア アップグレード
 –ソフトウェアのダウンロード
 –サポートコミュニティ
 –保証情報
 –交換部品
 –詳細は次のサイトをご覧ください： 
www.logicool.co.jp/support/rallycamera
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製品サポート
ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデート
ファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用くださ
い。http://www.logicool.co.jp

カスタマーサポート
株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。support/logicool.co.jp
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