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Before you start

Charging the battery
Before using the camera for the first time or when the battery has 

been unused for extended periods, please ensure the battery is 

fully charged.

Insert a memory card
Please ensure a compatible memory card is inserted into the device 

before use.

    Important:
After fully charging the device, please disconnect the cable. Avoid charging 

the device overnight to maximise battery life.

Unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or 

damage the device.

Connecting the charger improperly may cause damage to the device. Any 

misuse is not covered by the warranty.

Charge the camera using the USB cable included.

The camera will start to charge automatically when connected.

The Red LED will be on while the camera is charging.

The Red LED will turn off when the camera is fully charged.

•

•

•

•

Remove the port cover on the frame arm and insert the memory card into 
position. 

Please ensure the memory card clicks into place and the port cover is 
moved back into position before use.

•

•

   Memory Card Requirements: 

microSD™ Card – Class 10 or UHS-I. Supports up to 64GB

Memory Card

Micro USB Cable

お使いになるまえに、本体がフル充電されていることをご確認ください。

付属のUSBケーブルで、本体を充電してください。

本体にUSBケーブルを挿入し、PCまたは電源につなぎますと、自動的に充電が始まります。

充電中は、LED部分が「赤」に点滅します。

充電が完了すると、LED部分で点滅している「赤」が消えます・

充電完了後は、ケーブルを外してください。バッテリーの寿命低下につながります。

付属ケーブル以外のケーブルのご利用はお控えください。本体が熱くなったり、損傷を与えることがございます。

ケーブルは、しっかりと差し込み、正しく接続してください。

お使いになる前に、メモリーカード（※互換タイプ）を挿入してください。

お使いになる前に…

充電する

メモリーカードを挿入する

ポートカバーを開き、メモリーカードを挿入する。

軽くカチッと音がするまで、メモリーカードを差し込んでください。

メモリーカード（互換タイプ）
microSD™ カード - Class 10 または UHS-I 規格 （最大 64GM まで対応）

メモリーカード

Micro USB ケーブル



Press the Power button [    ] once.

The camera will now vibrate once for 3 seconds and the green LED will 
turn off.

The camera has now stopped recording video and turned off. Your 
video file will automatically be saved to the memory card.

•

•

•

Start recording

Recording video has never been so easy. The single button built 

into the frame arm controls the camera functions.

Stop recordingRecording a video

    Important:
Do not remove the memory card while the device is recording. Always wait 

for the device to turn off before removing the memory card.

Press the Power button [    ] once.

The green LED will turn on while the device sets up.

The camera will now vibrate 2 times and the green LED will start to flash.

The camera is now recording video.

•

•

•

•

Power button

Now you are ready to start capturing life in true POV 
(point-of-view)...

SunnyCam なら、ボタンひとつ押すだけで、簡単に動画を撮影することができます。

録画する

録画する

電源ボタンを押す。

LED（緑）が点灯します。

本体が2回振動（バイブレート）し、LED（緑色）が点滅します。

2回のバイブレーションを合図に、録画が始まります。

電源ボタン

録画をストップする場合、もう一度電源ボタンを押します。

本体が一回振動（3秒間）し、LED点灯（緑色）が消えます。

正常に録画が完了し、動画ファイルが挿入されているメモリーカードに自動保存されます。

録画中は、メモリーカードを抜かないでください。3秒間のバイブレーションを確認後、メモリーカードを抜いてください。

これで、“見たまま”の感動を、録画できますね！

録画をストップする



You can play back your content on any computer, laptop, TV with 

the included USB cable or your smartphone/tablet with a microSD

™ card.

Playback your videos

To connect your device.
Connect the camera with the USB cable included .

Press the Power button [    ] once.

The camera will now vibrate 2 times and both green and red LED’s will 
turn on.

The camera is now in storage mode. The removable drive can  be 
accessed.

    Important:
Your device must be able to play MP4 files (H.264 Codec) and be USB or 

microSD™ compatible.

Set time and date

You can set the time and date on the device and add a timestamp 

to the video.

Connect your device with the USB cable provided.

Visit www.sunnycam.com/sport-timestamp/

Select the time and date you wish to set. 

Select if you want the timestamp to be shown on the video (Shown below).

Download the ‘time.txt’ file.

Copy the file into the root file of the connected device and eject the drive.

•

•

•

•

•

•

    Please note:

Please make sure you don’t have any old ‘time.txt’ files located in your 

download folder or the file name might automatically get changed by your 

system e.g.’time(1).txt’ or ‘time copy.txt’. If this happens, please rename the 

file back to ‘time.txt’ before ejecting the removable drive.

2016/08/22 13:30:01

Timestamp onTimestamp off

•

•

•

•

動画を再生する

録画した動画は、microSD カード対応機器で再生し、お楽しみいただけます。
スマートフォン対応のmicroSD カードリーダー（市販）であれば、スマホでも再生できます。

MP4ファイル（H.264コーデック）に対応し、USB または micro SD カード互換であることご確認ください。

付属USBケーブルを、デバイスに接続する。

SunnyCam 本体の電源ボタンを1回押す。

本体が、2回振動（バイブレート）し、LED（緑色と赤色の両方）が点灯します。

これで、本体が外付けデバイスモードに切り替わりました。

デバイスを接続する

※検証の結果、本記述と多少異なる内容があったため、別途作成させていただいております「SUNNYCAM_タイムスタンプ設定方法.pdf」をご参照ください。

タイムスタンプを設定する



Extended battery life

You can extend the device battery life with a USB portable power 

pack device (Micro USB cable required).

Please visit www.sunnycam.uk for compatible devices

Connect your device to the USB power pack. The red LED will now turn 
on (charging mode).

Press the power button [    ] once

The device will now vibrate 2 times, the green LED will start to flash and 
the red LED will remain on.

The device is now recording video in extended battery mode.

•

•

•

•

    Important:
Remember to make sure you have enough space on your memory card when 

recording longer videos.

While the device is switched off, press the Reset button through the 

hole with a small pin.

Restore to factory settings

USB Power Pack

   Important:
Use the factory reset button if you are experiencing problems with your 

device. 

Please always reformat your memory card if you are experiencing problems 

with the device.

If you continue to experience problems, please try a different memory card 

with the device. Please check the memory card requirements.

工場出荷状態に戻す

本体の電源が切れていることを確認し、ピンなど先が細いもので、Reset ボタンを押してください。

本体に問題が生じた場合のみ、本設定を行ってください。

本体に問題が生じた場合、メモリーカードもリフォーマットしてください。

録画が正常に行われない場合、メモリーカードが互換していない可能性がありますので、他のメモリーカードをお試しください。



Change LensesAlerts

To remove the lens; pull down the lens closest to the nose section 

of the glasses. Slide the lens down the groove until it releases. 

To place the lenses into the frame, repeat the above process in 

reverse by sliding each lens corner into place along the frame 

groove.

Turn on: 
Recording video:
Turn off:
Memory full:
Low battery:
Charging:
Fully charged:
USB Storage mode:
External battery mode:

Vibrates twice. Green LED on. 

Green LED Flashing.

Long vibrate alert. LED off.

Long vibrate alert. Auto shut down.

Long vibrate alert. Auto shut down.

Red LED on.

Red LED off.

Vibrates twice. Green & Red LED on.

Vibrates twice. Green LED flashing & Red LED on.

Built-in vibrate alert

Charging LED

Recording LED

アラート一覧

レンズを交換する

LED（充電）

内蔵バイブレーション（アラート用）

LED（録画）

2回振動・LED（緑）点灯

LED（緑）点滅

1回振動（3秒間）・自動ストップ

LED（赤）点灯

1回振動（3秒間）・LED点滅OFF

電源ON時

録画時

電源OFF時

メモリー残量なし

充電残量なし

充電時

充電完了時

レンズの鼻に一番近い部分をゆっくり引っ張ると、取り外せます。

付属レンズ（クリア）に交換したい場合、上記と同じ要領で、レンズの鼻に一番近い部分から取り付けてください。

1回振動（3秒間）・自動ストップ

LED（赤）点灯

外付けデバイスモード

2回振動・LED（緑・赤）点灯
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