
このたびは4Kビデオカメラをご購入いただき、ありがとうございます。
本製品は動画撮影と写真撮影のどちらにもご利用いただけるビデオカメラです。
また、SDカード（128GBまで対応/別売）が必要となります。
※この取扱説明書で使用されているイラストや画像はイメージです。実際とは異
なる場合があります。
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安全上の注意

表示について

警告

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明
しています。
■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
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安全上の注意 (つづき )

バッテリーに関する注意事項

バッテリーの誤使用は液漏れの原因となり、環境を汚染するおそれがあります。
また、爆発の原因となることや、火災やけがにつながることもあります。
そうした事態を予防するため、以下の注意事項を厳守してください。

･バッテリーを分解したりショートさせたりしないでください。
･バッテリーを高温環境に置いたり火気に近づけたりしないでください。
･タイプの異なるバッテリーを同時に使用しないでください。
･非充電式電池を充電しないでください。
･バッテリーをカメラに入れる際は、バッテリーを入れる方向を間違わないようにご注意ください。

･指定されたタイプ以外のバッテリーは使用しないでください。
･電池残量が少なくなったバッテリーは、パソコンにつないで充電するか、もしくは充電用ACアダ
プターを使用して充電してください。
･長期間カメラを使用する予定がない場合は、カメラからバッテリーを取り外しておいてください。
･繰り返し使用し、使用時間が短くなったバッテリーは地域の規則に従って処分してください。
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安全上の注意 (つづき )

動作保証環境について

温度：0°～40°C
相対湿度：20%～80%（結露しないこと）
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●バッテリー（NP-180）

●リモコン

●レンズカバー

●キャリングケース

●miniUSBケーブル

●HDMIケーブル

●取扱説明書(保証書付き)

●充電用ACアダプター

●SDカードリーダー

同梱品

●カメラ本体
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マイク
赤外線
LED

IR

【正面】 【背面】

【天面】

【側面】

【底面】

レンズ

モード
ボタン

モニター
カバー

バッテリーランプ
起動ランプ

録画ボタン

バッテリー

ブラケットレール ズームボタン

シャッターボタンスピーカー

三脚用ネジ穴 
バッテリー
ロックボタン

SD カードカバー

電源 / 赤外線ライトボタン
決定 (OK) ボタン 

選択 (UP) ボタン

選択 (DOWN) ボタン
メニューボタン

miniUSB 挿入口
φ3.5mm
pin ジャック 
音声出力

mini-HDMI コネクタ挿入口 

各部の名称
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モードボタンを押すたびに【動画撮影】→【写真】→【再生】と変更できます。
　  ︓動画撮影 / 　︓写真 / 　︓再生

DOWN

UP

OK

MENU

POWER/IR

名称 機能 場所

側面

背面

側面

側面

側面

側面

背面

天面

背面

MODE

ボタン

電源

モード

OK

UP

DOWN

ズーム

シャッター

停止

メニュー

長押し : 電源 ON/OFF
電源 ON 後短押し︓赤外線ライト ON/OFF

各モードでコントロールメニューを呼び出すには、このボタンを押します。

ズーム︓被写体を拡大・縮小して撮影します。
メニューモード︓メニューを選択します。
再生モード︓音量を調整します。

OK ボタンで各操作を決定します。

各モードを選択します。(UP)

各モードを選択します。(DOWN)

動画撮影モード︓録画中に一時停止、再生の切り換えをする
写真モ－ド︓シャッターを切る
再生モ－ド︓再生中　一時停止 / 再生の切換えをする

動画撮影モード︓録画停止
再生モード︓再生停止

各部の名称

【正面】 【背面】

【天面】

IR

【側面】【底面】
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バッテリーの装着

本製品の使用にはリチウムバッテリーが必要です。
①カメラ本体底面の“BATT”と書かれた部分を▼矢印方向にスライドさせると、バッテリーカバーが開きます。
②バッテリーの向きに注意しながら、金具の方を下にして挿入してください。（ロック用のツメを押すようにして入れてく
ださい。）
③液晶パネルを開くか、電源ボタンを押すとカメラが起動します。液晶パネルの右下に、バッテリー残量が表示されます。

バッテリーの装着

バッテリーを正しく取り付けて下さい。取り付けを間違えると、カメラが破損したり、事故
の原因になります︕
カメラに標準装備されていないリチウム電池や電源アダプターは使用しないでください。 
電源アダプタの仕様︓入力 AC 100～240V / 50～60Hz、出力 DC 5V / 1A。

1. “バッテリーを矢印方向に挿し、バッテリースロットに取付けます”

2. “バッテリーを『カチッ』という音がするまで押し上げて下さい”
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SD カードカバー

図の様に SD カードを挿入します。

1.SD カードカバーを開けます。
2. 図のように、SD カードの電極部が SD カードカバー側を向く様に挿入し、『カチッ』という音がするまで押し

込みます。 
3. モニターカバーを開き、モニター表示の右下に SD カードのマークが出ることを確認してください。

SD カードの挿入方法

SDカードの挿入

128GB まで（128GB を含む） の SDカードを挿入してください。カメラで撮影した写真や動画はSD カードを用
いてパソコンに移動することができます。

※SDカードが正しく挿入されると液晶パネルに　　アイコンが表示されます。この状態になると、撮影した写真や動
画が SDカードに保存されます。

※本機は 128GB まで の SDカード（別売）に対応しています。
※SDカードをフォーマット（初期化）すると、保護ファイルに保存されたデータを含む全てのデータが SDカードから

削除されます。※復元はできませんので、ご注意ください。
※フォーマットの途中で SDカードを取り出さないでください。SDカードが破損するおそれがあります。

＊本製品には SD カードは付属しておりません。
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動作モードの切り替え

動画を撮影します。

写真を撮影します

写真や動画を再生できます。

動画撮影時の設定をします。

ビデオカメラ本体の設定をします。

動画撮影モード

モード アイコン 機能

写真撮影モード

再生モード

設定モード

動作モードの切り替え

作業モードの切り替え
「MODE」ボタンを繰り返し押す事で、動画撮影モード / 写真撮影モード / 再生モードの作業モードを切り替えます。各モー
ドアイコンが画面の左上隅に表示されます。 

リモコンの使用方法 

1. ズームイン︓被写体を拡大します。
2. ズームアウト︓被写体を縮小します。
3. モード︓動画撮影モード / 写真撮影モード / 再生モードを切り替えます。
4. 前スキップ︓動画や写真ファイルを前にスライド選択できます。
5. 早戻し︓動画再生時に早戻しします。
6. 動画撮影します。
7. 一時停止︓動画の撮影や再生を一時停止します。
8. 写真撮影します。
9.IR ライト︓赤外線モードのオン / オフができます。
10. 削除︓動画や写真ファイルを削除します。
11. 音量 UP︓音量を上げます。
12. 後スキップ︓動画や写真ファイルを後にスライド選択できます。
13. 再生 / 停止︓動画を再生 / 停止します。
14. 早送り︓動画再生時に早送りします。
15. 音量 DOWN︓音量を下げます。

カメラはリモコンを使用して操作することもできます。
リモコンの各ボタン機能は次のとおりです 。

⑥動画撮影

⑧写真撮影
⑦一時停止

⑨IR ライト

①ズームイン

②ズームアウト

③モードボタン ⑩削除
⑪音量 UP

⑮音量 DOWN

④前スキップ ⑫後スキップ
⑬再生 / 停止
⑭早送り⑤早戻し

リモコン受信ウィンドウ

※リモコンを使用するときは、カメ
ラのリモコン受信ウィンドウにリ
モコンを向けてください。

※リモコンとカメラの間に物がない
ようにしてください。
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パソコン接続

テレビ接続

miniUSB 端子に接続

mini-HDMI 端子に接続

HDMI 端子に接続

USB 端子に接続

付属品の miniUSB ケーブルを用意してください。

※「PC 接続」を選択すると、パソコンの画面に
　  USB ドライブが表示されます。

①付属品のminiUSB ケーブルでパソコンと接続します。（本体側面、右側のゴムカバーを外すとminiUSB のインターフェ
ースがあります。）

②カメラとパソコンを接続すると、【ディスク】と【PC カメラ】の、2 つの選択肢が液晶パネルに表示されます。本体側面
の上下選択キーで選択し、「OK 」ボタンで決定します。

　●「PC 接続」にすると、カメラで撮った画像を PC に送ることができます。
　●「PC カメラ」にすると、Web カメラとして使用できるようになります。　

※カメラをテレビに接続すると、動画や静止画はテレビ画面にのみ表示されます。この間、カメラの液晶パネルには表示
   されません。 

付属品の HDMI ケーブルを用意してください。
①付属品の HDMI ケーブルでテレビと接続します。　　（本体側面、右側のゴムカバーを外すと mini-HDMI 挿入口があります。）
②テレビと接続後、テレビを HDMI に切り替えてください。（テレビの操作方法は、それぞれのテレビの取扱説明書をご参

照ください）
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設定画面名称

各モード（動画撮影モード / 写真撮影モード / 再生モード）で液晶画面をタッチすると、アイコンが出て各メニューに切り
替えができます。しばらく操作をしないと元の画面に戻ります。

2018/01/02 18:37:25

1080P(30fps)02:10:49

2018/01/02 18:37:25

1080P(30fps)02:10:49

2018/01/02 18:37:25

1080P(30fps)02:10:49

動画撮影モード

写真撮影モード

再生モード

写真撮影モード切り替え 動画撮影開始

設定メニュー切り替え再生モード切り替え

動画撮影モード切り替え

動画撮影モード切り替え

シャッター

設定メニュー切り替え再生モード切り替え

ファイル再生

設定メニュー切り替え写真撮影モード切り替え

1080P/30FPS

写真再生 動画再生 戻す 進む

リモコン操作確認用
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動画撮影モード①

1   動画撮影モード

2   動体検知

3　赤外線ライト

4   タイムラプス

5　録画解像度

6　  ズームインジケーター

7　  日付

8　  時間

9　  SD カード

10　バッテリー

カメラの電源を入れた後、動画撮影モードに入ると、画面にアイコンが表示されます。

動画撮影モード

電源を入れる
液晶パネルを開くか、「POWER」ボタンを押すか、いずれかの方法でカメラの電源を入れてください。

電源を切る
カメラの電源を切るには、「POWER」ボタンを押すか、液晶パネルを閉じてください。
オートパワーOFF設定にしていると、1分間、2分間、3 分間、5 分間、10 分間使用しない状態が続いたところで、カメラ
の電源が自動的に切れます。画面にバッテリー低下を示すメッセージが表示され、自動的に電源が切れます。

2018/01/02 18:37:25

1080P(30fps)02:10:49

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

「MODE」ボタンを押して動画撮影モード (P.14 参照 ) に切り替えます。動画撮影モードに入ると、画面にアイコンが表示
されます。
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動画撮影モード時の解像度を設定します。解像度が高いほど、動画撮影ファイルが大きくなり、使用するSDカード内の容
量が多くなり、逆に解像度が低いほど、ファイルサイズが小さくなります。

1. 動画撮影モードから、「MENU」ボタンを押してメニューを呼び出し、「UP/DOWN」を押して 【解像度】メニューを
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して「解像度」のサブメニューを入力します。 
3.「UP/DOWN」ボタン を押して、ビデオ解像度 : 4K/24FPS, 1440P/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS,
　 720P/60FPS, 720P/30FPS, を選択します。 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。

解像度

撮影時の手振れを補正する機能です。

メ 】正補レブ手【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【手ブレ補正】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、手ブレ補正機能 : オフ / オンを選択します。
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

手ブレ補正

繰り返し撮影する時間を設定後、設定した時間でループ録画を開始することができます。

メ 】画録し返り繰【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【繰り返し録画】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、ループ録画モードを選択します : オフ /3 分 /5 分 /10 分。 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

繰り返し録画

1.SD カードを正しく挿入し液晶パネルを開くか、「POWER/IR」ボタンを押します。
2. カメラの電源がオンのときに「MODE」ボタンを押し、動画撮影モードを選択してください。【　　　】アイコンがディ

スプレイの左上隅に表示されます。( モードは、動画撮影モード / 写真撮影モード / 再生モードの順に切り替わります。) 
3. 画面に表示される図を参照して、撮影した撮影目録を選択および調整し、「START」ボタンを押して撮影を開始します。 
4. 録画中、画面左上に赤色のアイコンが点滅し、【BUSY】ライトが点滅します。 この時、「START」ボタンを押すと撮影を

停止できます。 
5. 撮影したファイルは、自動的に SD カードに保存され、SD カードがいっぱいになると、画面には【ストレージがいっぱ

いです】と表示されます。 この場合、新しい SD カードを交換するか、使用してる SD カード内のファイルを削除してか
ら撮影をしてください。

録画機能操作

動画撮影モード②

暗い場所で動画や写真を撮影するときに使うモードです。 
動画撮影モードまたは写真撮影モードで、「POWER/IR」を短押しすると赤外線暗視灯が点灯し、画面中央部に赤外線モー
ドアイコンが表示されます。このとき、画面は白黒で表示され、撮影した画像や動画も白黒になります。もう一度

「POWER/IR」を押すと、通常モードに戻ります。

赤外線モード
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動画撮影をする際に、お客様の好みに応じてホワイトバランスを調整します。

 】スンラバトイワホ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
メニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【ホワイトバランス】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、ホワイトバランスモードを選択します : オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

ホワイトバランス

動画撮影をする際に、お客様の好みに応じて ISO 感度を選択します。
※ISO 感度とはデジタルカメラが光をとらえる機能です

をーュニメ 】OSI【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【ISO】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、ISO モードを選択します : オート /100/200/400/800/1600 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

ISO

動画撮影をする際に、お客様の好みに応じて撮影時のカラーを選択できます。

ーュニメ 】ーラカ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【カラー】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、カラーモードを選択します : カラー / 白黒 / 茶色 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

カラー

動画撮影をする際に、お客様の好みに応じて撮影時にデジタル処理し輪郭を強調します。

メ 】スネプーャシ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【シャープネス】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、シャープネスモードを選択します : ストロング / ノーマル / ソフト 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

シャープネス

動画撮影モード③
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動画撮影をする際に、お客様の好みに応じて撮影シーンを選択します。

をーュニメ 】色景【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【景色】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、景色モードを選択します : オート / 人物 / 景色
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

景色（シーン）

逆光や暗いエリアにある被写体を撮影すると、被写体を映し出すことができない場合があります。このような場合に、
WDR は明るい場所と暗い場所両方にある被写体を映し出すことを可能にします。

ーュニメ 】RDW【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【WDR】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、WDR モードを選択します : オフ / オン 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

WDR（ワイド・ダイナミック・レンジ）

動画撮影をする際に、お客様の好みに応じて露出を調節します。

をーュニメ 】出露【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【露出】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、露出モードを選択します :+3.0 /+2.0/+1.0/+0.0/-1.0/-2.0/-3.0
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

露出

動画撮影をする際に、お客様の好みに被写体の明るさを調節します。

をーュニメ 】光測【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮画動.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【測光】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、測光モードを選択します : 均一 / 中央部重点 / スポット 
4.「OK」ボタンを押して保存し、動画撮影メニューモードに戻ります。 

測光

動画撮影モード④
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「MODE」ボタンを押して写真撮影モード (P.14 参照 ) に切り替えます。写真撮影モードに入ると、画面にアイコンが表示
されます。

1　 写真モード

2　 ISO

3　 露出

4　 ホワイトバランス

5　 画質

7　 手振れ補正

8　 顔検出

9　 セルフタイマー

10　連写

11　インターバル撮影

13　ファイル名

14　ズーム

15　日付

16　時間

17　SD カード

6　 赤外線ライト 12　画像サイズ 18　バッテリー

写真撮影モードでは、各メニューの設定を通じて、次のような美しい写真を撮ることができます。

1.SD カードを正しく挿入し液晶パネルを開くか、「POWER/IR」ボタンを押します。
2.「MODE」ボタンを押して、写真撮影モードに切り替えると表示画面の左上隅に【　　　】アイコンが表示されます。 

 。すまえこ聞が音ータッャシ、とす押をンタボ」OTOHP「 .3
4. 撮影したファイルは、SD カードに自動的に保存され、カードがいっぱいになると、画面に【メモリがいっぱい】と表示

されます。この場合 新しい SD カードに交換するか、SD カード内のファイルを削除してから写真を撮影します。

撮影機能操作

写真撮影モード①

2018/01/02 18:37:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311

12M 05032

14 15 181716
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写真の記録サイズを変更できます。

ーュニメ 】ズイサ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【サイズ】サブメニューに入ります。 
 / lexiP ageM02 / lexiP ageM42 / lexiP ageM03 :すまし択選をドーモズイサ、てし押をンタボ」NWOD/PU「 .3

16Mega Pixel / 12Mega Pixel / 8Mega Pixel / 5Mega Pixel
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

サイズ

写真撮影時の手ブレを補正します。

メ 】正補レブ手【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【手ブレ補正】サブメニューに入ります。 
ンオ/フオ:すまし択選をドーモ正補レブ手、てし押をンタボ」NWOD/PU「 .3

4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

手ブレ補正

写真撮影時に、数秒のインターバルを設けて繰り返し撮影する機能です。

 】影撮ルバータンイ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
メニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【インターバル撮影】サブメニューに入ります。 
ンオ/フオ:すまし択選をドーモ影撮ルバータンイ、てし押をンタボ」NWOD/PU「 .3

4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

インターバル撮影

セルフタイマー（設定した時間が経過すると自動的にシャッターを切る機能）で撮影することができます。

メ 】remiT-fleS【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【Self-Timer】サブメニューに入ります。 
ーマイタS01/ーマイタS5/ーマイタS2/フオ:すまし択選をドーモremiT-fleS、てし押をンタボ」NWOD/PU「 .3

4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

Self-Timer

写真撮影モード②
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写真撮影する際に、お客様の好みに応じて撮影時のカラーを選択できます。

ーュニメ 】ーラカ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【カラー】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、カラーモードを選択します : カラー / 白黒 / 茶色 
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

カラー

写真撮影する際に、一回の撮影で連続してシャッターをきることができます。

をーュニメ 】写連【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【連写】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、連写モードを選択します : オフ /5 連写
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

連写

写真の特殊効果を設定し、いくつかの画質の写真を撮ることができます。

  をーュニメ 】質画【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【画質】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、画質モードを選択します : ファイン / ノーマル / エコノミー
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

画質

写真撮影する際に、お客様の好みに応じて撮影時にデジタル処理し輪郭を強調します。

メ 】スネプーャシ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【シャープネス】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、シャープネスモードを選択します : ストロング / ノーマル / ソフト
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

シャープネス

写真撮影モード③
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写真撮影する際に、光源に応じて写真の色を調節する機能です。

 】スンラバトイワホ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
メニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【ホワイトバランス】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、ホワイトバランスモードを選択します : オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

ホワイトバランス

写真撮影する際に、記録データに日付を表示 / 非表示する機能です。

ーュニメ 】示表付日【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【日付表示】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して日付表示モードを選択します : オフ / 日時 / 日・時刻
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

日付表示

写真撮影する際に、お客様の好みに応じて ISO 感度を選択します。
※ISO 感度とはデジタルカメラが光をとらえる能力です。

をーュニメ 】OSI【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【ISO】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、ISO モードを選択します : オート /100/200/400/800/1600 
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

ISO

写真撮影する際に、お客様の好みに応じて撮影時に明るさを調節します。

をーュニメ 】出露【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【露出】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、露出モードを選択します :+3.0 /+2.0 /+1.0 /+0.0 /-1.0 / -2.0 /-3.0
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

露出

写真撮影モード④
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写真撮影する際に、カメラが自動で人物の顔を判別し、顔の部分にピントを合わせます。

ーュニメ 】出検顔【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【顔検出】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、顔検出モードを選択します : オフ / オン
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

顔検出

逆光や暗いエリアにある被写体を撮影すると、被写体を映し出すことができない場合があります。このような場合に、
WDR は明るい場所と暗い場所両方にある被写体を映し出すことを可能にします。

ーュニメ 】RDW【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
を選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【WDR】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、WDR モードを選択します : オフ / オン
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

WDR（ワイド・ダイナミック・レンジ）

写真撮影する際に、お客様の好みに被写体の明るさの位置を調節します。

をーュニメ 】光測【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【測光】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、測光モードを選択します : 均一 / 中央部重点 / スポット 
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

測光

この機能は、写真撮影する際に、お客様の好みに応じて撮影シーンを選択します。

をーュニメ 】色景【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ影撮真写.1
選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【景色】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、景色モードを選択します : オート / 人物 / 景色
4.「OK」ボタンを押して保存し、写真メニューモードに戻ります。 

景色（シーン）

写真撮影モード⑤
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保存したデータを、ビデオカメラ本体で再生できます。【モードキー】を押して再生モード (P.14 参照 ) に切り替えます。
再生モードに入ると、画面にアイコンが表示されます。

再生モード①

2018/01/02 18:37:25

1080P(30fps)02:10:49

1080P/30FPS

再生モードアイコン

リモコンでの操作

一時停止

削除
音量 UP

音量 DOWN

前スキップ 後スキップ
再生 / 停止
早送り早戻し

IR

パネルをスワイプする事で保存データ
の前スキップ / 後スキップができます。

「UP」ボタン「DOWN」ボタンで保存データの
前スキップ / 後スキップができます。

本体側面での操作
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再生モード②

保存データの消去ができます。

択選をーュニメ 】去消【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ生再.1
します。 

2.「OK」ボタンを押して【消去】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、消去モードを選択します : 指定ファイル消去 / 全ファイル消去
4.「OK」ボタンを押して、( この画像を消去全てする︖ ) とメッセージが出るので、確認を選択し設定メニューに戻ります。

消去

保存データの保護ができます。

択選をーュニメ 】護保【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ生再.1
します。 

2.「OK」ボタンを押して【保護】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、保護モードを選択します : 指定ファイルロック / 指定ファイルロック解除 / 全ファイル

ロック / 全ファイルロック解除
4.「OK」ボタンを押して、設定メニューに戻ります。

保護

写真ファイルのスライドショーの設定ができます。

メ 】ーョシドイラス【 てし押をンタボ」NWOD/PU「、し出び呼をーュニメてし押をンタボ 」UNEM「、らかドーモ生再.1
ニューを選択します。 

2.「OK」ボタンを押して【スライドショー】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、スライドショーモードを選択します :2 秒 /5 秒 /８秒
4.「OK」ボタンを押して、設定メニューに戻ります。

スライドショー

再生メニューの設定をおこないます。

消去 ２秒
5 秒
8 秒

保護
スライドショー

※スライドショーのクリアは、【スライドショー】サブメニューを表示し「　　」ボタンを押すと設定クリアになります。

スライドショーサブメニュー
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本体設定①

カメラ本体の設定をおこないます。

赤外線暗視の機能を使い、暗い環境で写真撮影やビデオ撮影ができます。

 。すまし択選をーュニメ 】ドーモ線外赤【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【赤外線モード】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、赤外線モードを選択します : オフ / オン
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

赤外線モード

カメラ本体の操作音を設定できます。

 。すまし択選をーュニメ 】音作操【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【操作音】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、操作音を選択します : オフ / オン
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

操作音

撮影時に表示する日付・時刻を設定します。

 。すまし択選をーュニメ 】刻時/日【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【日 / 時刻】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンで変更、「OK」ボタンで確定し西暦 / 月 / 日 / 時 / 分の順に日時を設定できます。
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

日 / 時刻

オートパワー OFF 機能を設定すると、自動的に設定した時間に電源が OFF になります。

 。すまし択選をーュニメ 】FFOーワパトーオ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【オートパワー OFF】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、オートパワー OFF 選択します : オフ / 1 分 /2 分 /３分 / 5 分 / 10 分
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

オートパワー OFF
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SD カードをフォーマット（初期化）します。
※フォーマットを実行する前に、すべてのファイルがパソコンに取り込まれていることを確認してください。一度フォーマッ

トするとすべてのファイルが削除され、復元することができなくなります。
 。すまし択選をーュニメ 】トッマーォフ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1

2.「OK」ボタンを押して【フォーマット】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、フォーマット選択します : キャンセル / 確認
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

フォーマット

本体設定②

カメラ本体の表示言語を設定できます。

 。すまし択選をーュニメ 】語言【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【言語】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、言語を選択します : 日本語含む 10 カ国語対応
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

言語

東日本では 50Hz西日本では 60Hz が使用されておりますので、ご使用の地域により周波数を合わせて下さい。

 。すまし択選をーュニメ 】数波周灯電【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【電灯周波数】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、電灯周波数を選択します : 50Hz / 60Hz
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

電灯周波数

デフォルト設定を実行すると、工場出荷時の状態にもどります。

 。すまし択選をーュニメ 】定設トルォフデ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.「OK」ボタンを押して【デフォルト設定】サブメニューに入ります。 
3.「UP/DOWN」ボタンを押して、デフォルト設定を選択します : キャンセル / 確認
4.「OK」ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。 

デフォルト設定

カメラ本体のバージョンを確認できます。

 。すまし択選をーュニメ 】ンョジーバ【 てし押をンタボ」NWOD/PU「らかーュニメ定設.1
2.【バージョン】確認ができます。  

バージョン
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故障かなと思ったら

問題 

電源が入らない

突然画面が黒くなる

考えられる原因 解決策

白く映る、または
白くぼやけて映る

撮影ができない

バッテリーが正しく取り付けされていない /
バッテリー残量が少ない

マニュアルに従って、バッテリーを正しく取り
付けてください。/ 充電します。

省電力機能 / バッテリー低下が有効になってい
ます 電源を入れ直す / バッテリーを充電します

メモリカードがフォーマットされていません ストレージカードをフォーマットします

カードの保存速度が低すぎます Class10以上の速度のカードを交換してください

メモリカードの書き込み保護 メモリカードの書き込み保護を解除します

レンズが汚れているか、異物があります 専用の柔らかい布でレンズをきれいにします

メモリカード エラー

写真 / 画像乱れ

リモコンが操作できない

メモリカードの保護 メモリカードの保護を解除します

メモリカードのフォーマットが正しくない / メ
モリカードが破損している

メモリカードをフォーマットするか、メモリカー
ドを交換します

メモリカードは不適合です 認定メモリカードを交換してください

カメラの受信ウィンドウが隠れています。 ウィンドウを隠してる物を排除します。

カメラホワイトバランス / エフェクト / 露出な
どの設定エラー

写真設定で調整します。
設定がわからない場合は、工場出荷時の設定に
戻します。

電池が切れている リモコンの電池を交換します。

距離が遠すぎる リモコン操作を 2m 以内でお使いください。
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保証規定

1．取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場
合、無料にて故障個所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えて
お申し出ください。

2．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接的、または間接的な損害については当社は
その責任を負わないものとします。

3．海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとし
ます。

4．修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費
用及び諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止
のため受け渡しの確認ができる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。

5．次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。

（1）保証書のご提示がない場合。
（2）本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き替え
られた場合。

（3）お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、
損害の場合。

（4）お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
（5）火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧
などの外部要因に起因する故障および損傷。

（6）本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
（7）正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。

6．ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。

7．この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従っ
てこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過
後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

8．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only Japan.）
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保証書

お問合せ

： LET

受付時間：平日10時～12時 /13時～17時

（土日祝日と弊社指定休業日は除く）

Mail：keiyo.mail@nt-keiyo.com  （サービスメール）

お買い上げ日より1年間（本体）

4Kビデオカメラ

AN-S093

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上お買い上げの販売店
または、株式会社慶洋エンジニアリングに修理をご依頼ください。
本書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。

（サービスコール）
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