
クイックガイド

開始するには、Varjoソ
フトウェアをダウンロー
ドし、ウェブサイトの指
示に従ってください。

XR–1

Quick guide

To get started, 
download the Varjo 
software, and follow 
the instructions on the 
website.

XR–1

varjo.com/start



ヘッドセットを締めるには、調整ホイール (1) を回し、
ヘッドストラップ (2) を調整します。損傷を避けるため
に、ヘッドセットを装着する前に緩めます。まずヘッド
ストラップを開き、その後、調節ホイールを緩めます。
ヘッドセット装着時にメガネを着用することができま
す。

ヘッドセットの取り付け

MRカメラケーブルを取り付けるには、XR-1のケーブル
ガイドに接続します。ケーブルを引っ張ったりねじった
りしないでください。ケーブルガイドを取り外したり、
ケーブルホルダーを開いたりしないでください。

MRカメラケーブルの取り付け

To tighten the headset, turn the adjustment wheel (1), 
then adjust the head strap (2). To avoid damage, loosen 
the headset before you put it on: Open the head strap 
first, and then loosen the adjustment wheel. You can 
wear eyeglasses with the headset.

Fitting the headset
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To attach the MR camera cable, connect it to the cable 
guide on XR-1. Do not pull on or twist the cable. Do not 
try to remove the cable guide or open the cable holder.

Attaching the MR camera cable
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取り付けたフェイスマスクが大きすぎると感じる
場合は、標準マスクに変更します。

フェイスマスクの変更

ヘッドセットの使用

ヘッドフォンコネクタ

アプリケーションボタン: アプリケーションとのイ
ンタラクション

システムボタン: システム設定へのアクセス1
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If the attached face mask feels too large, change 
it to the standard mask.

Changing the face mask

Using the headset
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Headphone connector

Application button: interact with your applications

System button: access the system settings1
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同梱
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ヘッドセット

小さなフェイスマスク

リンクボックス

クリーニングクロス

電源ユニット

1 x USB-C
1 x USB-A
2 x DP-DP
2 x DP-miniDP

電源ケーブル3点

ケーブル

VR-1/VR-2/XR-1電源ユニットのみ
の場合は、他の電源ユニットでは使
用しないでください。

In the box
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Headset

Small face mask

Link Box

Cleaning cloth

Power supply unit

1 x USB-C
1 x USB-A
2 x DP-DP
2 x DP-miniDP

3 power cables

?

Cables

For the VR-1/VR-2/XR-1 power supply 
unit only, do not use with any other 
power supply units.
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