
XTC-290 ドライブレコーダー×アクションカメラ

XTC-290をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品は、microSDカードに動画を
常時録画します。microSDカードのご用意をお願いいたします。

故障かな？と思ったら、11ページの「こんなときは？」に該当する症状がないか
ご確認ください。それでも正常に動作しないときは、販売店にご相談ください。
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●ドライブレコーダー及びアクションカメラの2通りの使い方が可能。
各モードへは「各部の名称」項のモードキーにて切り替え可能です。

●超小型、超広角120度の高解像度カメラ。フルHD 1080pビデオ。
●アルミニウム合金の防水設計（IP65準拠）。 
●内蔵マイクで音声の録音も可能。
●8～ 128GBのMicroSDカードをサポート
●超小型軽量で持ち運びが容易。

XTC-290 の特徴

注意
 アクションカメラモードで録画後、ドライブレコーダーモードで録画をすると、
アクションカメラモードで録画したデータはすべて上書きされます。

 録画データは5分毎に分割されて記録されます。

2種類の録画モードを選択できます。

外部電源オン

ループ録画

自動的に録画開始

オン
MicroSDカードの容量上限になると

古いファイルから上書き

手動のボタン操作で録画開始
オフ

MicroSDカードの容量上限になると
録画停止

ドライブレコーダーモード アクションカメラモード

MicroSDカードをフォーマットする･･････････ 5ページ
すぐに使う ･･････････････････････････････････････ 5ページ
撮った動画・画像を見る･･････････････････････ 9ページ

  この度は、MIDLAND製品をご購入頂きまして、
  誠にありがとうございます。

●マイクロSDカードは1～2週間に一度、フォーマットが必要です。
●マイクロSDカードは、データの記録が繰り返されると、録画可能時間が減少したり、
　データの読み込みや書き込みに時間がかかったりします。
●安定してお使いいただくために、1～2週間に一度、カードのフォーマットを行うこと
をおすすめいたします。

ご注意
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安全にお使いいただくために
安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。
見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定
される内容。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、
および物的損害のみの発生が想定される内容。

●シンボルマークの意味
このマークは禁止の行為である
ことをあらわします。

このマークは指示を守ることを
あらわします。

警告
本製品を道路上で使用する場合は、各地方自治体の条例、各都道府県
の道路交通法に従ってください。
バイクや自転車などの運転中に操作しないでください。
必ず安全な場所に停車させ、周囲の安全を確認してから行ってください。
視界を遮ったり、運転の妨げになったりするような場所には取り付け
ないでください。
事故やケガの原因になります。
本製品を分解・改造しないでください。
感電や火災、やけどの原因になります。
本製品の内部に金属物、水などの液体、燃えやすい物質、薬品などを
入れないでください。
回路がショートして火災の原因になります。

バッテリーパックから漏れた液体が目や肌に付着した場合は、清潔な
水で洗い流してください。
洗い流したあとは眼科や皮膚科など医師の診断を受けてください。
また本製品内に漏れた液体が残っていることがあるので、お買い上げの販売
店にご相談ください。

注意
本製品から異臭や音がしたら、ただちに使用を中止してください。
そのまま使用し続けると、ショートして火災の原因になるおそれがあります。
高温多湿になる場所での充電、放置は避けてください。
発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。
水がかかる場所でも使用できますが、注意が必要です。
防水等級はIP65準拠ですが、完全防水ではありません。
本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
内容については各自治体にお問い合わせください。
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各部の名称
■ 本体

■ 付属品

別売品

レンズ リアカバー

スクリーンショットボタンパワーボタン

モードキー
ビデオ解像度
スイッチ

USBインターフェース
リセットキー充電インジケータ

MicroSD
カードスロット

［L1407］
ハンドル取付マウント

［L1408］
本体用ブラケット

［L1409］
両面テープマウント
（テープ2種類付）

（フラット用）（曲面用）
［L1410］

マジックテープマウント

［L1412］
防水ケース

［L1413］
USB充電ケーブル

［L1411］
常時録画用防水
USB充電ケーブル

落下防止用
ストラップ

青色LED
インジケータ

マイク

赤色LED
インジケータ
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ご使用の前に

1. PCにてMicroSDカードをフォーマットします。
2. 本体は電源OFFの状態で、MicroSDカードを本体に挿入します。
3. パワーボタンを約３秒押し、本体の電源をONにします。
4. スクリーンショットボタンを約10秒間長押しします。
※カメラが1回振動します。

5. 赤色LEDインジケータが速く点滅→フォーマットが開始されます。
※カメラが再度振動します。

6. 赤色LEDインジケータの点滅が停止→フォーマットの完了です。

■MicroSDカードをセットする

■ご使用の前にはMicroSDカードをフォーマットしてください。
特に、64/128GBのカードの場合はパソコンでのフォーマットの
後に、本体でも、以下のフォーマット操作をお願いします。
※本体でフォーマットをしない場合は、録画ができません。

1. リアカバーを開けます。
2. 挿入方向を確認して、MicroSDカードをセットします。
3. リアカバーを閉めます。

注意
 使用できるMicroSDカードのメモリー容量は8～128GBまでです。
1～4GBのMicroSDカードは対応しておりません。

 MicroSDカードは、CLASS 10のものを使用してください。
 MicroSDカードは1～2週間に一度、フォーマットが必要です。
MicroSDカードは、データの記録が繰り返されると、録画可能時間が減少したり、
データの読み込みや書き込みに時間がかかったりします。



※MicroSDカードは別途ご用意ください。

■バッテリーを充電する
1. リアカバーを開け、付属のUSBケーブルをつなぎます。
2. パソコンまたは外部電源に接続し、充電します。

3. 充電が完了すると充電インジケータが消灯します。
充電インジケータが点灯し、充電を開始します。

MicroSD
カードスロット

USBインターフェース

充電インジケータ
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ご使用の前に

注意




本体が地面または地上を向かないように注意して取り付けてください。
本体の落下を防ぐため、落下防止用ストラップを本体リアカバーに取り付けて
ください。

本体用ブラケットの平面部分が、本体上部の
平面部分とピッタリ合わさるように閉めます。

■本体に本体用ブラケットを装着します。
1. 本体用ブラケットを開け、図のように本体を
セットします。

2. 本体ブラケットのロック部分を固定します。

本体を装着する

パソコンの日時のご確認をします。※パソコンの日時が本体に同期します。
■時計設定をする

1. ミッドランドWEBサイトから時計設定アプリを、
ダウンロードしてください。
http://www.midlandradio.jp/product/actioncamera/xtc290.html　

2. 本体を同梱のUSBケーブルでパソコンに接続します。　
※本体の電源が入ることを確認してください。　

3. アプリを起動しアプリ内の「⇔」ボタンを
クリックします。
※「CAMERA」部分に日時が表示されましたら
　完了です。　

4. 本体の電源をOFFにしてケーブルを外します。

平面部分ロック部分



7

装着場所に応じて、各マウントに本体用ブラケットを装着します。

ハンドルに取り付ける場合

本体用ブラケットの平面部分が、本体上部の
平面部分とピッタリ合わさるように均等に
締め上げます。

1. ハンドルバーにハンドル取付マウントを装着し、
ネジを締め付けて固定します。

2. 本体ブラケットをハンドル取付マウントに
固定します。

ヘルメットやタンクに取り付ける場合

貼り付ける箇所の形状により、フラットタイプ・
曲面タイプを選んでください。

1. ヘルメットやタンク、カウルに両面テープマウントを
貼り付けます。

2. 本体ブラケットを両面テープ
マウントに固定します。

腕や巻き付け対象物に取り付ける場合

腕に取り付ける場合は、ハンドルを握った
自然な体制で本体が前を向くように取り
付けてください。

1. マジックテープマウントを取り付けたい場所に
巻き付けます。

2. 本体ブラケットをマジックテープマウントに
固定します。

注意
 本体の落下を防ぐため、落下防止用ストラップを本体リアカバーに取り付けて
ください。

ハンドル取付マウント

ハンドルバー

タンクなど

締め付ける

両面テープマウント

（フラット用） （曲面用）

マジックテープマウント

腕
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※ボタンを長押しされますと電源OFFとなります
　のでご注意ください。

2種類の録画モードを選択できます。

※カード種類により、録画時間が変わることがございます。

録画する

●録画時間の目安
メモリーサイズ 録画モード1080P 録画モード720P

約90分
約180分
約360分
約720分
約1440分

約70分
約140分
約280分

8GB

約560分

16GB

約1120分

32GB
64GB
128GB

モーターが3回振動し、本体に電源が入ります。

1. リアカバー内のモードキーを選択します。
2. 撮影解像度に合わせて、ビデオ解像度
スイッチを選択します。

3. パワーボタンを長押しします。

モーターが3回振動し、撮影を開始します。
赤色LEDインジケータが点滅します。

4. もう一度パワーボタンを「短押し」します。

録画を止める
1. パワーボタンを押します。
本体が1回振動し、撮影を停止します。
赤色LEDインジケータが消灯します。

注意
 アクションカメラモードで録画後、ドライブレコーダーモードで録画をすると、
アクションカメラモードで録画したデータはすべて上書きされます。

 録画データは5分毎に分割されて記録されます。

外部電源オン

ループ録画

自動的に録画開始

オン
MicroSDカードの容量上限になると

古いファイルから上書き

手動のボタン操作で録画開始
オフ

MicroSDカードの容量上限になると
録画停止

ドライブレコーダーモード アクションカメラモード

パワーボタン

ビデオ解像度
スイッチ

モードキー
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対応OS：Windows 7、Windows 8.1、Windows 10
※Windows Media Player 10以降のバージョンでの使用を推奨します。

対応OS：Mac OSX 10.3 .6以降
※QuickTime 6.5以降のバージョンでの使用を推奨します。

1. 同梱されているUSBケーブルを使用して、パソコンと本体を接続します。
2. パワーボタンを押し、本体の電源をONにします。
本体がリムーバブルストレイジデバイスとして認識されます。

3. スタートメニューから"コンピューター"を選択し、"リムーバブル記憶領域が
あるデバイス"の中からCARDVをダブルクリックします。※Windows7の場合

4. DCIMフォルダーを開きます。
5. 100_NOMLフォルダーの中にあるビデオファイルをダブルクリックします。
再生が始まります。

1. 同梱されているUSBケーブルを使用してパソコンと本体を接続します。
2. レコードスイッチを上に上げ、本体の電源をONにします。
本体が外部ハードデバイスとして認識されます。

3. ディスクトップ上のCARDVアイコンをダブルクリックして、
DCIMフォルダーを開きます。

4. 100_NOMLフォルダーの中にあるビデオファイルをダブルクリックします。
再生が始まります。

録画した映像を再生する
録画した映像を、パソコンで再生します。
※記録されるビデオファイルのフォーマットは、MOVです。

Windowsで再生する場合

Macで再生する場合

※ビデオ再生ソフトによっては再生ができない場合があります。
Windows Media Player を推奨しています
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※記録される画像ファイルのフォーマットは、JPEGです。

スクリーンショットで画像を撮る
録画中、または電源ONの状態でスクリーン
ショットボタンを押すと、静止画を撮影する
ことができます。

撮影した画像を見る
撮影した画像を、パソコンで再生します。

1. 同梱のUSBケーブルを使用して、パソコンと本体を接続します。
2. パワーボタンを押し、本体の電源をONにします。
本体がリムーバブルストレイジデバイスとして認識されます。

3. スタートメニューから"コンピューター"を選択し、"リムーバブル記憶領域が
あるデバイス"の中からCARDVをダブルクリックします。※Windows7の場合

5. IMAGフォルダーを開きます。
6. 100_IMAGフォルダーの中にある画像ファイルをダブルクリックします。 
再生が始まります。

1. 同梱されているUSBケーブルを使用してパソコンと本体を接続します。
2. レコードスイッチを上に上げ、本体の電源をONにします。
本体が外部ハードデバイスとして認識されます。

3. ディスクトップ上のCARDVアイコンをダブルクリックして、
IMAGフォルダーを開きます。

4. 100_IMAGフォルダーの中にある画像ファイルをダブルクリックします。
再生が始まります。

Windowsで再生する場合

Macで再生する場合

スクリーンショットボタン
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仕様
記録画素数 
フレームレート
レンズ

画角（水平）
ビデオフォーマット
防塵・防水性能
ループ録画
遅延録画

MicroSDカード
電源

バッテリー 
対応システム

※1～ 4GBのMicroSDカードには対応しておりません。

Full HD 1080 P/HD 720 P
1080P：27.5fps　　720P： 55fps

200万画素　SONY IMX 323 レンズ sensor
120°
mov

IP65相当
可能（ON/OFF可）

5秒
容量：8～ 128GBまで※　　Class：Class10

5V DC
リチウムポリマー電池内蔵（680ｍAh）

Windows 7/Windows 8.1/Windows 10、MAC OS x 10.3.6以上

本体の動作が不安定や動作しなくなった場合にリセットします。
1.  爪楊枝等でリセットボタンを押します。
2.  パワーボタンを約３秒押し、本体の電源をONにします。

リセットする



アクセサリー
名称 型番

本体用ブラケット L1408

ハンドル取付マウント L1407

両面テープマウント
（テープ2種類付） L1409

マジックテープマウント L1410

常時録画用防水
USB充電ケーブル L1411

USB充電ケーブル L1413

防水ケース（別売品） L1412

12

（フラット用）（曲面用）
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こんなときは？
こんな時は？ ここを確かめてください

本体がONにならない バッテリーが十分充電されているか確認してください。
撮影ができない 青色LEDが点灯している状態でパワーボタンを押して、赤色LEDが

点滅するのを確認してください。
MicroSDカードのメモリーが十分残っていることを確認してください。

MicroSDカードが
読めない

MicroSDカードが正しくセットされていることを確認してください。

ビデオファイルが再生
できない

ビデオ再生ソフトによっては再生ができない場合があります。
Windows Media Player を推奨しています

MicroSDカードがフォーマットされていない可能性があります。
フォーマットしてください。

ビデオファイルの再生
が遅いまたは、なめら
かに再生できない

本体とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されていることを確認し
てください。
ビデオファイルを再生する前にパソコンにビデオファイルを転送して
ください。
Windows Media Player等のビデオ再生ソフトを最新版にしてくだ
さい。

パソコンへの
ビデオファイルの
転送が遅い

USB2.0のポートに接続されていることを確認してください。もし、
USB1.0として認識されてしまった場合、USBケーブルを一度抜き、
再度接続してください。
使用していないUSBデバイスを外してください

パソコンが本体を
認識しない

本体の電源が入っていることを確認してください。
MicroSDカードが正しくセットされていることを確認してください。
MicroSDカード内のビデオファイルが破損している可能性があります。
再フォーマットを試してください。

過度の風切音 マイクの穴にテープを貼ってみてください。
別売の防水ケースの装着をお試しください。

本体の動作が不安定又
は、動作しない

本体をリセットしてください。
別売の防水ケースの装着をお試しください。



14

総代理店：株式会社LINKS
〒604-8025　京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル７F
TEL：075-708-2362　　E-mail：info@linksofjapan.jp
http://linksofjapan.jp/

製 造 元：Midland Radio Corporation
http://www.midlandradio.com/

保証について
■免責事項
●本製品を道路上での使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。
本製品使用時の法的責任はすべて使用者にあり、本製品のメーカー、輸入会社、および販売会社は一切
の法的な責任は負いません。
●保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、本製品の故障または使用によって生じたお客さまの
保存データの消失、破損等について保証するものではありません。
●ご使用におけるマウントからの落下、脱落等による損害、及び弊社商品のご使用、または不具合、故障
　に於いて発生する、車両等の事故や障害、時間や利益の損失、不利益の補填に関しては、一切責任を負
　いかねます。
●本製品で撮影した映像や画像は、個人で楽しむ以外は、権利者に無断で使用できません。権利者に無断
で使用・無断で複製、放送、レンタル・本人の同意なしに他人の肖像を撮影・SNSなど不特定多数に公
開・公衆に著しく迷惑をかける不良行為などにより生じたトラブルについて、一切責任を負いかねます。
●本製品がすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
●故障や使用によって生じた損害、及び記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、当社
は一切その責任を負いません。
●撮影映像は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
●取扱説明書に従って正しく取り付けてください。道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、
運転や視界の妨げにならない場所に取り付けてください。
●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。信号機の識別、記録に
関する内容について、当社は一切の責任を負いかねます。
以下のような場合は保証の対象外となります。
※分解、改造したバッテリーを使用した場合。（バッテリーを分解、改造すると、破裂したり液漏れしたり
することがあります。）
※バッテリーの劣化。（バッテリーは消耗品のため）
※火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧
その他の外部要因による故障または損傷した場合。

■製品保証
製品保証期間は、購入日から1年（本体以外のアクセサリー類は購入日から30日）です。ただし、ご利用
される方の責による不具合、故障の場合には製品保証の対象外となる場合があります。
本取扱説明書2ページの「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。
必ず、ご購入後30日以内に商品のご確認をお願いいたします。商品ご購入後30日以内で弊社初期不良と
判定する場合は、弊社指定の配送業者にて着払いで送付してください。
30日を過ぎますと、不良・検品に関しては修理扱いとなります。その場合の送料はご負担ください。
交換および修理後の返送料は、弊社にて負担いたします。

■保証書
品名 XTC-290

お買い上げ日 　　　　　年　　　月　　　日

販売店
住所
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