
Immerse Yourself 
楽しさ360度!

パッケージの内容

ソフトウェア

LyfieEyeTM (ライフィーアイ) 
上下左右 360度写真や動画を撮
影し共有できるので、スマートフ
ォンに必携といえるでしょう。

LyfieViewTM                       
LyfieEyeTM (ライフィーアイ) 専用のア
プリです。
LyfieViewTMでは、Lyfie の写真や動
画を家族や友人と共有できます。

LyfieLinkTM 

LyfieEyeTMの撮影範囲が7 イン
チ (約 17センチ) 延長されます。

LyfieU2CTM  
USB 2.0 から Type-C への変
換アダプター。

1 LyfieViewTM アプリのインストール

(                 )から LyfieView をダウンロードします。
スマートフォンに LyfieView をインストールし、アプ
リを使用するためのアクセスを有効にします。
LyfieView が連絡先情報にアクセスできるよう、[許可
]をタップします。
LyfieView がオーディオの録音ができるよう、[許可]
をタップします。
                                         LyfieView が写真、メディア、フ
                                         ァイルにアクセスできるよう、
                                         [許可]をタップします。

USB 2.0 Plug USB Type-C Plug

LyfieU2CTM

2 LyfieEyeTM  (ライフィーアイ) の使用

LyfieEye(ライフィーアイ) を直接スマートフォ
ンに接続します。
* 画質をできるだけ良いものにするため、レンズ保護 
   シールを外して使用してください。

3 LyfieLinkTM の使用

同 の LyfieLink を使用すると、 LyfieEye 
の視野が広がります。
* 画質をできるだけ良いものにするため、レンズ保 
   護シールを外して使用してください。

LyfieU2CTM

USB 2.0 Plug

USB Type-C Plug

4 LyfieViewTM  の起動

LyfieView の使用を開始するには、
Facebook アカウントでサインインするか
、[スキップ]をタップします。

「リアルタイム」の
プレビュー

       アイコンをタップし
ます。撮影を始める準備
ができました。LyfieView 
はスマートフォンの方向
に応じて、縦横どちらの
モードでも撮影できます。

5 露出モードの切り換え

   アイコンをタップして、希望の露出モー
ドを選択します。

      平均
ニュートラル モード

      前
前面強調モード (自撮り)

      後ろ
背面強調モード (景色)

上下左右360度写真の撮影

[写真]モードにします。
     をタップして撮影します。その後、
Facebook 等で共有できます。

LyfieView では、縦横両方の撮影に対応しています。 LyfieView では、縦横両方の撮影に対応しています。

*自撮りの際は、スマートフォンの画面ではなく、 LyfieEye を見て撮影してく  
  ださい

Facebook 에 공유하기

この写真を如何に描くか

このスクリーンを二度と現さない

キャンセル    シェア

*再生時に指でピンチすると、ズームイン/ズーム  
 アウトできます。

6

7 上下左右360度動画の撮影
[動画]モードにします。
     をタップして録画開始
     をタップして録画停止
*自撮りの際は、スマートフォンの画面ではなく、 LyfieEye を見て撮影してくだ   
  さい 

9 上下左右360度動画の切り取り

動画の再生中に、      アイコンをクリックす
ると、動画の長さを編集できます。

8 写真や動画を見る

      アイコンをタップすると、上下左右360度
写真/動画を選んで表示/再生できます。

11 Lyfie 写真/動画の共有

     アイコンをクリックすると、Facebook, 
Youtube その他のメッセージサービス
で共有できます。

10 再生モードの選択 12 13 設定 14 お問合せ情報

アカウントの設定や関連付けした 
YouTube や Facebook のアカウントの管
理を行えます。

ご不明な点やご質問がある場合は、以下にご連絡
ください

       メール: support@Lyfie.com

詳細な情報は Webサイトからもご覧いただけます

       http://www.Lyfie.com/LyfieEye/usermanual

ユーザーガイド

       アイコンをタップすると、ジャイロ モー
ドで再生されます。
       アイコンをタップすると、VR モードで再
生されます。
       アイコンをタップすると、360度 (水平)  
モードと上下左右360度モードを切り換え
られます。  

アプリのアップグレードや改良を日々行っています。
このユーザーガイドは、利用者が参照できるように
用意されていますが、 eCapture Co. Ltd. 独自の判
断により、変更されることがあります。

予告なく変更されることがあります。P/N: B70970006-1

eCapture Co., Limited Taiwan Branch(Hong Kong) 
10F., No.22, Ln. 35, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492, Taiwan (R.O.C.)

LyfieView が写真や動画の撮影を行うの
を許可しますか?

1 拒否 許可
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Lyfie 写真集

シェア 編集 削除 シェア 編集 削除
シェア 編集 削除

공유

シェア

편집 삭제

Facebook
360° 写真及び映像をサポートする

設定

設定

～に関する

Lyfieロゴのウオタ・マーク

撮ってからすぐにFacebookへシェアする

景色ファインダー
スタンダード360°

YouTube ライブ
サインイン

Facebook
サインイン

YouTube
360° 映像をサポートする

～を通しシェアする

映像編集

LyfieView が連絡先情報にアクセ
スするのを許可しますか?

2 / 4 拒否 許可

LyfieView がオーディオ録音を行う
のを許可しますか?

3 / 4 拒否 許可

LyfieView がデバイス内の写真、メ
ディア、ファイルにアクセスするの
を許可しますか?

4 of 4 拒否 許可

(ライフィーアイ) 
全天球 360O

(ライフィーアイ)


