
このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（67～73ページ）を必ずお読みください。
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本機の特長

ズーム
広角20 mm※から望遠1200 mm相当の光学ズー
ムレンズを搭載。幅広い焦点域で撮影できます。
また、iAズームを使うと、画質の劣化を抑えつつ、
約2400 mm相当までズームできます。

※ 焦点距離は35 mmフィルムカメラ換算です。
P.18

フルハイビジョンムービーで動画撮影
高画質、高音質で、高倍率ズームを使いながら、
フルハイビジョンで動画を撮影できます。
新構造のステレオズームマイクは、風音ノイズを
低減するとともに、ズーム操作に連動して音声を
記録できます。

P.21

カメラまかせで、かんたん・キレイ
iA（インテリジェントオート）モードなら、カメ
ラを向けるだけでシーンを自動で認識し、最適な
設定に切り換わります。複雑な操作が不要なので、
シャッターチャンスに集中したいときや、代わり
に撮影してもらうときなどにお勧めです。

P.19

アート感覚を楽しむ
クリエイティブコントロールモードでは、画面を
見て効果を確認しながら、撮影者の意図を表現で
きる写真や動画が撮影できます。

P.22
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ご使用の前に

 ■本機の取り扱いについて
本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。
 ●下記のような状態で使用すると、レンズやモニター、ファ
インダー、外装ケースが破壊される可能性があります。
また誤動作や、画像が記録できなくなることもあります。
 ● 本機を落とす、またはぶつける
 ● レンズ部やモニター、ファインダーを強く押さえつける
 ●持ち運ぶときや再生するときは、レンズを収納した状態でお
使いください。（レンズキャップを付けることをお勧めします）
 ●本機から「カタカタ」と音がしたり、手に振動が伝わったりする
ことがありますが、絞り動作やレンズが移動する音、または内
部のモーターの動作による振動であり故障ではありません。

本機は、防じん・防滴・防水仕様ではありません。
ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。
 ●下記のような場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から液体や砂、
異物などが入ります。故障などの原因になるだけでなく、修理できな
くなることがありますので、特にお気をつけください。
 ● 砂やほこりの多いところ
 ● 雨の日や浜辺など水がかかるところ

 ■露付きについて（レンズやモニター、ファインダーが曇るとき）
 ●露付きは、温度差や湿度差があると起こります。レン
ズやモニター、ファインダーの汚れ、かび、故障の発
生原因になりますのでお気をつけください。
 ●露付きが起こった場合、電源を切り、2時間ほどそのままにしてくださ
い。周囲の温度になじむと、曇りが自然に取れます。

 ■事前に必ず試し撮りをしてください
大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録
音されていることを確かめてください。

 ■撮影内容の補償はできません
本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償
についてはご容赦ください。

 ■著作権にお気をつけください
あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上
権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、
撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。
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付属品

準
備

付属品をご確認ください。（品番は2013年7月現在）

バッテリーパック
DMW-BMB9
 ● 充電してからお使いください。

（本文中ではバッテリーと表
記します）

ショルダーストラップ
VFC4453

バッテリーチャージャー※

DE-A83A
（本文中ではチャージャーと
表記します）

レンズキャップ
レンズキャップひも
VYQ8752

CD-ROM
 ● ソフトウェア
 ● 取扱説明書　活用ガイド

（パソコンにインストールし
てお使いください）

USB接続ケーブル
K1HY08YY0031

※  予備のチャージャーを購入されるときは、別売品のバッテリーチャージャー
（DMW-BTC4）をお買い求めください。

 ●メモリーカードは別売です。（本書では「カード」と表記します）
カードが入っていないときは、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。
 ●別売品については60ページを参照してください。
 ●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
 ●小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
 ●本機にはレンズフードはありません。
 ●「SILKYPIX Developer Studio」は、付属CD-ROMには収録されておりません。
サイトからダウンロードして、パソコンにインストールしてください。（P.46）

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」
でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/
携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm/
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各部の名前と働き

フラッシュ発光部（P.28）
［  ］（フラッシュオープン）ボタン
を押すと開きます。

セルフタイマーランプ（P.30）/
AF 補助光ランプ
セルフタイマー設定時や暗所でAF 
が動作するときに発光します。

レンズ部

カード/バッテリー扉（P.11）
カードやバッテリーを出し入れす
るときに開きます。

開閉レバー（P.11）

DCカプラー扉

三脚取り付け部
ねじの長さが5.5 mm以上の三脚
を取り付けると、本機を傷つける
場合があります。

ステレオマイク

レンズ鏡筒

ホットシュー
外部フラッシュ以外は装着しない
でください。

スピーカー

ショルダーストラップ
取り付け部（P.9）

［  ］（フラッシュオープン）
ボタン（P.28） モニター（P.52）
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準
備

視度調整ダイヤル（P.8）

ファインダー（LVF）（P.8）
本文中は、LVFを「ファインダー」
と表記します。

後ダイヤル

［HDMI］端子（P.49）

［AV OUT/DIGITAL］端子
（P.47、49、50、51）

［LVF］ボタン（P.8）
ファインダーとモニターの
表示を切り換えます。

［MENU/SET］ボタン
（P.8）

カーソルボタン（P.8）

［DISP.］ボタン
画面表示を切り換えます。

［AF/AE L
ロック

OCK（Fn1）］
ボタン（P.33）

［AF/AF /MF］ボタン
（P.32）

［  ］（再生）ボタン（P.34）
撮影モード/再生モードを
切り換えます。

［ （  Q.MENU）］
（消去/戻る/クイックメニュー）
ボタン（P.38）

ズームレバー（P.18）

シャッターボタン

動画ボタン（P.21）

［  ］（連写）ボタン（P.29）

［F
 フォーカス

OCUS］ボタン
追尾AF時に被写体をロックしたり、再生時
にピント位置の確認をしたりできます。

電源ランプ

電源スイッチ

モードダイヤル（P.14）
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各部の名前と働き

［MENU/SET］ボタン/カーソルボタン
［MENU/SET］ボタン
メニュー画面の表示やメニュー設定の決定などに使います。

カーソルボタン
メニュー画面では、カーソルの移動などに使います。
撮影時は、次の操作ができます。

ISO感度の設定画面を表示します。（P.30）

ホワイトバランスの設定画面を表示します。（P.31）

セルフタイマーの設定画面を表示します。（P.30）

登録された機能の画面を表示します。

 ●本書では、操作するボタンを     で表しています。

ファインダー
［LVF］ボタンを押すと、モニター表
示とファインダー表示が切り換わり
ます。

 ● 撮影モードと再生モードのそれぞれについて、モニターで表示していたか、
ファインダーで表示していたかを記憶します。撮影はファインダーで、再
生はモニターで、といった使い分けが可能です。（電源を切っても、記憶
されています）

 ■視度調整について
使う前に視力に合わせてファインダー内の表示がよく見えるように調整
できます。

視度調整ダイヤル

ファインダー内の表示がはっきり見える
まで視度調整ダイヤルを回して調整して
ください。
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レンズキャップ・ショルダーストラップ
を付ける

準
備

レンズ保護のため、撮影していないときはレンズキャップを付けておいてくだ
さい。また、落下防止のため、ショルダーストラップの取り付けをお勧めします。

本機のショルダーストラップ取
り付け部にレンズキャップひも
を通す

ショルダーストラップ
取り付け部

レンズキャップにひもを通す
 ● レンズキャップを輪にくぐらせ締める

本機にレンズキャップを取り付
ける

ここをつまんで取り付ける/
取り外す

ショルダーストラップ取り付け部
にショルダーストラップを通す
 ● LUMIXのロゴが外側になるように付け
てください。

留め具に通して留める
 ● ねじれないようにもう片方にも付けてください。

2 cm 以上出しておく

 ●ショルダーストラップが抜けないことを確認してください。
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バッテリーを充電する
 ● お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使
いください。

チャージャーにバッテリーを取り付ける

プラグを起こし、電源コンセントへしっかり差し込む

バッテリー

チャージャー（本機専用）
カチッ

電源コンセントへ
（周囲の温度が10 ℃～ 30 ℃で
充電することをお勧めします）

充電ランプ（CHARGE）
点灯： 充電中
消灯：  充電完了（約155分が満充電の目安です）

（電源コンセントからチャージャーを抜いてバッテリーを外す）
点滅したら  ● バッテリーの温度が低すぎる、または高すぎるため、通常

よりも充電時間がかかります。
（充電を完了できないことがあります）
 ● バッテリーやチャージャーの端子部が汚れています。乾い
た布でふいてください。

 ●使用後や充電中、充電直後などはバッテリーが温かくなっています。また
使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。
 ●本機は、USB充電に対応しておりません。
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バッテリー /カード（別売）を入れる・取り出す

準
備

 ● 電源を切って、レンズ鏡筒が収納されていることを確認する。
 ● カードは当社製のものをお使いいただくことをお勧めします。

開閉レバーを［OPEN］にして、カード/バッテリー扉を
開ける

バッテリー：
向きに気をつけて、確実に奥まで挿入し、バッテリー
に  のレバーがかかっていることを確認する
 ● 取り出すときは、  のレバーを矢印の方向に引いて取り出す

カード：
向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで確実に奥
まで入れる
 ● 取り出すときは、「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

接続端子部
端子部には触れないで
ください。

カード/バッテリー扉を閉め、開閉レバーを［LOCK］に
する
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内蔵メモリー /カードについて

本機では以下のように動作します。

カードを挿入していない場合 内蔵メモリーで画像の記録・再生を行います。

カードを挿入している場合 カードで画像の記録・再生を行います。

内蔵メモリーの場合
  （アクセス表示※）

カードの場合
 （アクセス表示※）

※  アクセス時は赤く表示されます。

 ■内蔵メモリー（約200 MB）に保存するとき
 ● カードと内蔵メモリー間で画像をコピーできます。
 ● カードよりも保存に時間がかかることがあります。
 ■カード（別売）に保存するとき
SD規格に準拠した次のカード（当社製推奨）が使用できます。

カードの種類 容量 備考
SDメモリーカード
miniSDカード※1

microSDカード※1

8 MB～ 2 GB  ● それぞれ、対応の機器でのみお使いに
なれます。
 ● SDXCメモリーカードをお使いの場合
は、パソコンなどが対応しているかご
確認ください。
http://panasonic.jp/support/sd_w/
 ● 動画撮影の際は、SDスピードクラス※2

が「Class4」以上のカードを使用してく
ださい。
 ● 左記の容量以外のカードは使えません。

SDHCメモリーカード
microSDHCカード※1

4 GB～ 32 GB

SDXCメモリーカード 48 GB、64 GB

※1 専用のアダプターが必要
※2  SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。カードのラベ
ル面などでご確認ください。

（例）

 ● 最新情報：http://panasonic.jp/support/dsc/
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電源を入れて時計を設定する

準
備

 ● お買い上げ時は、時計設定されていません。
 ● あらかじめレンズキャップを外してください。

電源を入れる

 ● お買い上げ時、電源を入れると［時計を設定してください］と表示さ
れます。

［MENU/SET］ボタンを押す

  で合わせたい項目（年・月・日・時・分・表示順・
時刻表示形式）を選び、   で設定する

［MENU/SET］ボタンを押して決定する

［MENU/SET］ボタンを押す

 ■時計を合わせ直す場合
日時を合わせ直すときは、セットアップメニューまたは撮影メニューか
ら［時計設定］を選んで設定してください。
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撮影モードについて

気軽にカメラまかせで撮影できるインテリジェントオートモードをはじめ、
被写体や表現方法に合わせて、多くの撮影モードを切り換えて撮影すること
ができます。

使うモードにゆっくり確実に合わせる→

 ■基本

プログラムAEモード 絞り値とシャッタースピードを自動で設
定して撮影します。（P.16）

インテリジェントオート
モード カメラにおまかせで撮影します。（P.19）

 ■応用

絞り優先AEモード 絞り値を決めて撮影します。（P.27）

シャッター優先AE
モード

シャッタースピードを決めて撮影しま
す。（P.27）

マニュアル露出モード 絞り値とシャッタースピードを決めて
撮影します。（P.27）

クリエイティブ動画
モード マニュアル操作で動画を撮影します。

カスタムモード あらかじめ登録しておいた設定で撮影し
ます。

パノラマモード パノラマ写真を撮影します。（P.26）

シーンモード 被写体など、撮影シーンに適した設定で
撮影します。（P.24）

クリエイティブ
コントロールモード

お好みの画像効果を選んで撮影します。
（P.22）
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本機の構え方について

撮
る
・
見
る

両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を開い
て構える

AF補助光ランプ マイク

縦に構える場合

 ● フラッシュ発光部やAF補助光ランプ、マイク、スピーカー、レンズ部な
どに指がかからないようにしてください。（P.6）
 ● スピーカーを指で塞がないようお気をつけください。音が聞こえにくくな
ります。
 ● シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かないようにお気をつけくだ
さい。
 ● 撮影時には、足場が安定していることを確認し、ボールや競技者などと衝
突するおそれがある場所では周囲に十分お気をつけください。
 ● レンズ鏡筒をつかんで撮影しないで
ください。レンズ収納時に指を挟む
おそれがあります。

手ブレを防ぐために
ズームを使って遠くの被写体を撮影するときや、暗い場所で撮影するときな
ど、手ブレ警告表示［ ］が表示されたときは、手ブレ補正、三脚、セルフ
タイマーなどをお使いください。



16

お好みの設定で撮る
（プログラムAEモード）

絞り値とシャッタースピードを自動で設定して撮影します。
撮影メニューなどで各種設定を変えて、お好みの設定で撮影できます。

モードダイヤルを［ ］に合わせる

撮影する

ピピッ

半押し
（軽く押してピント

合わせ）

全押し
（さらに押し込んで

撮影）

 ■ピント合わせと露出の確認

絞り値 ISO感度
シャッタースピード

フォーカス表示
（ ピントが合う：点灯
ピントが合わない：点滅）

AFエリア

 ● ピントを合わせたい位置にAFエリアを合わせてください。
 ● ズーム倍率により最短撮影距離は変わります。画面の表示で確認して
ください。
 ● 適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードが赤くなり
ます。（フラッシュ発光時を除く）
 ● 絞り値やシャッタースピードが赤色で表示されているときは、適正露
出になっていません。フラッシュを使うか、［ISO感度］の設定を変える
か、［下限シャッター速度］の設定をより低速にしてください。
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撮
る
・
見
る

ピントの合わせ方
［オートフォーカスモード］が （1点）の場合は、中央部にピントを合わせ
ます。撮りたいものが中央にないときは、次のようにして撮影してください。

被写体にピントを合わせる
AFエリアを
被写体に合わせ

半押しのまま

フォーカス表示
（ ピントが合う：点灯
ピントが合わない：点滅）

AFエリア
（ 被写体にピントを合わせる。
ピントが合う：緑
ピントが合わない：赤）

撮りたい構図に戻し、撮影する

全押し

AFエリア

 ■ピントが合いにくい被写体や環境
次の被写体や撮影環境では、ピントが合いにくいことがあります。
 ● 動きの速い被写体
 ● 非常に明るい、または濃淡のないもの
 ● ガラス越しや光るものの近くで撮るとき
 ● 暗いときや手ブレしているとき
 ● 被写体に近すぎるとき
 ● 遠くと近くを同時に撮るとき
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お好みの設定で撮る（プログラムAEモード） 

ズームを使って撮る
本機のズームレンズは、広角から望遠まで焦点距離を変えることができますの
で、雄大な景色を撮影したり、遠くの小さな被写体を大きく撮影したりできま
す。また、設定を変更することで、さらにズーム倍率を上げることができます。

ズームレバーで写す範囲を調整する

広く撮る
（広角）

大きく撮
る
（望遠）

 ● ズームレバーを回す角度で、ズーム
の速さを2段階に調整できます。

EX光学ズーム（EZ）、iAズームおよびデジタルズームを併用したとき
の表示例です。

EX光学ズーム設定時※1

光学ズームの範囲

ズームバー デジタルズームの範囲※2

iAズームの範囲※3

ズーム倍率

ピントが合う範囲

※1 撮影メニューの［記録画素数］で  の付いたものを選んだ場合
※2 撮影メニューの［デジタルズーム］を［ON］にした場合
※3  撮影メニューの［超解像］を［iA ZOOM］にした場合
（撮影モードにより、自動的に働く場合があります）

 ●ズームを使って撮影する場合は、手ブレが起きやすくなります。
以下の方法で撮影すると、手ブレを軽減できます。
 ● 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影する
 ● 安定した姿勢で、ファインダーを使って撮影する
 ● ISO感度を上げたり、シャッター優先AEモードを使ったりして、速い
シャッタースピードで撮影する
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カメラにおまかせで撮る
（インテリジェントオートモード）

撮
る
・
見
る

被写体や撮影状況に合わせてカメラが最適な設定を行うので、カメラにおま
かせで気軽に撮りたいときや初心者にお勧めです。

モードダイヤルを［ ］に合わせる

撮影する

ピピッ

半押し
（軽く押してピント

合わせ）

全押し
（さらに押し込んで

撮影）

フォーカス表示

AFエリア

 ● 顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他
の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。

 ■背景をぼかす
背景のボケ具合を画面で確認しながら簡単に設定することができます。

後ダイヤルを押して、［  ］を表示
させる

  を押す、または後ダイヤルを
回して調整する
 ●［ （  Q.MENU）］ボタンを押すと、設定
した値が初期設定（AUTO）に戻ります。
 ● カメラにおまかせで自動調整する場合は、
設定を初期設定（AUTO）に戻してください。

［MENU/SET］ボタンまたは後ダイヤルを押して、
決定する
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カメラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード） 

インテリジェントオートプラスモードを使って撮る
インテリジェントオートプラスモード（iA+ モード）にすると、インテリジェ
ントオートモードの手軽さはそのままに、背景のボケ具合に加え、明るさや
色合いも簡単に調整できます。

インテリジェントオートモード時に［MENU/SET］
ボタンを押す

 で［ ］を選び、［MENU/SET］
ボタンを押す

 ■明るさや色合い、背景のボケ具合を調整する

後ダイヤルを押して、調整項目を表示する

  で調整する項目を選ぶ
［  ］：明るさを調整できます。
［  ］：背景のボケ具合を調整できます。
［  ］：色合いを調整できます。

  を押す、または後ダイヤルを回して調整する
 ●［ （  Q.MENU）］ボタンを押すと、設定した値が初期設定（AUTO）
に戻ります。
 ● カメラにおまかせで自動調整する場合は、設定を初期設定（AUTO）
に戻してください。

［MENU/SET］ボタンまたは後ダイヤルを押して、
決定する
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動画を撮る

撮
る
・
見
る

設定中の撮影モードに合った動画を音声（ステレオ）付きで記録します。

動画ボタンを押して、撮影を開始する
マイクを塞がない 記録経過時間 記録方式と画質設定

残り記録可能時間（目安）

 ● フラッシュを閉じて動画撮影することをお勧めします。
 ● 動画撮影中も、ズーム操作ができます。
 ● 撮影中、［FOCUS］ボタンを押すとピントを合わせることができます。
 ● 動画撮影中に写真を撮ることができます。（1枚）

もう一度動画ボタンを押して、終了する

 ■動画記録方式について
本機はAVCHD、MP4の2種類の記録方式で動画撮影ができます。
AVCHD：  高精細なハイビジョン映像を記録できます。ハイビジョン対

応テレビでの鑑賞や、ディスクの保存に適した記録方式です。
MP4：  単体の動画ファイルとして保存されるため、パソコンでの編

集やWebサービスへのアップロードに適した記録方式です。
 ● 内蔵メモリーに記録できるのは、［MP4］の［VGA］のみです。

 ●［  ］（クリエイティブ動画モード）を使うと、絞りやシャッタースピー
ドを手動で変更して動画を撮影することができます。
 ●次の場合、動画撮影できません。
 ● パノラマモード
 ● シーンモードの［スライド3D 撮影］
 ● クリエイティブコントロールモードの［ソフトフォーカス］［クロスフィルター］
 ●高倍率のズームを使って動画を撮影するとき、撮影開始後の数秒間、ブレ
る場合があります。セルフタイマーを使うと、カメラのブレを防ぐことが
できます。（P.30）
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画像効果を変えて撮る
（クリエイティブコントロールモード）

いろいろな効果の中からお好みの設定を選んで、画面上で効果を確認しなが
ら、写真を撮ることができます。

モードダイヤルを［ ］に合わせる

  で効果を選び、
［MENU/SET］ボタンを押す

 ●［DISP.］ボタンを押すと、選択されている
画像効果の説明が表示されます

プレビュー画面

 ■画像効果を好みに合わせて調整する

後ダイヤルを押して、調整項目を表示する

  で調整する項目を選ぶ
 ● 調整できる項目は、選択している画像効果により異なります。

［  ］：明るさを調整できます。
［  ］：背景のボケ具合を調整できます。
［  ］：効果の効き目などを調整できます。

  を押す、または後ダイヤルを回して調整する
 ●［ （  Q.MENU）］ボタンを押すと、設定した値が初期設定（AUTO）
に戻ります。
 ● カメラにおまかせで自動調整する場合は、設定を初期設定（AUTO）
に戻してください。

［MENU/SET］ボタンまたは後ダイヤルを押して、
決定する
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撮
る
・
見
る

ポップ 色を強調したポップアート風の画像効果です。

レトロ 色あせた写真の雰囲気をかもし出した、柔らかい画
像効果です。

オールドデイズ 光に包まれた柔らかく懐かしい雰囲気をかもし出す
画像効果です。

ハイキー 全体的に明るく、ふんわりと柔らかな雰囲気に仕上
げる画像効果です。

ローキー 全体的に暗く落ち着いた雰囲気で、明るい部分を引
き立てる画像効果です。

セピア セピア色の画像効果です。

ダイナミック
モノクローム

コントラストを高めにし、力強いモノクロ写真に仕
上げる画像効果です。

インプレッシブ
アート

強いコントラストで、現実にはない劇的な雰囲気を
描き出す画像効果です。

ハイダイナミック 暗いところから明るいところまで、全体的にバラン
スのよい明るさで描き出す画像効果です。

クロスプロセス 意外な発色で、独特の雰囲気に仕上げる画像効果で
す。

トイフォト 周辺光量を落とした、トイカメラで撮影したような
画像効果です。

ジオラマ 周辺をぼかし、ジオラマ風に描き出す画像効果です。

ソフトフォーカス 全体を少しぼかし、柔らかい雰囲気に仕上げる画像
効果です。

クロスフィルター 光源からの光が十字状に輝く、華やかな雰囲気を描
き出す画像効果です。

ワンポイントカラー モノクロ写真に特定の色だけを残し、印象的に強調
する画像効果です。
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場面に合わせて撮る（シーンモード）

シーンモードを使うと、場面に合った最適な設定（露出や色調など）で撮影で
きます。

モードダイヤルを［  ］に合わせる

    でシーンを選び、［MENU/SET］ボタンを
押す

 ●［DISP.］ボタンを押すと、シーンモードの
説明が表示されます。
 ● モードダイヤルを動かして［  ］にした
ときは、自動的にメニューが表示されま
す。（セットアップメニューの［シーンメ
ニュー］が［AUTO］の場合）

 ■［赤ちゃん］や［ペット］の誕生日や名前を設定する場合
    で［月齢/ 年齢］または［名前］を選び、  を押す
    で［設定］を選び、［MENU/SET］ボタンを押す
  誕生日や名前を設定する
 ● 誕生日：     で誕生日を入力し、［MENU/SET］ボタンを押す
 ● 名前：      で文字を選び、［MENU/SET］ボタンを押して入力

する（入力が完了したら、［決定］を選ぶ）
  ［MENU/SET］ボタンを押す
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撮
る
・
見
る

人物 昼間の屋外で、人物を引き立て、肌色を健康的に撮影
できます。

美肌 明るい昼間の屋外で、肌色をなめらかに撮影できます。
胸から上の撮影に効果的です。

風景 広がりのある遠くの被写体をくっきりと撮影できます。

スポーツ スポーツなど、動きの速いシーンに効果的です。

流し撮り 流し撮り（被写体の動きに合わせて本機を振りながら撮
影したとき、被写体の背景が流れて写る技法）の効果を
得やすくなります。

夜景＆人物 人物と夜景を、見た目に近い明るさで撮影できます。

夜景 夜景を鮮やかに撮影できます。

手持ち夜景 連写した写真を合成して、手ブレとノイズの少ない夜
景を撮影できます。

逆光補正HDR 露出の異なる写真を複数撮影して、1枚の階調豊かな
写真に合成します。背景と被写体の明暗差が大きい場
合などに、黒つぶれや白飛びを抑えて撮影できます。

料理 周囲の光に影響されず、料理を自然な色で撮影できます。

赤ちゃん 赤ちゃんの肌を健康的に撮影できます。名前や誕生日
を登録すると、写真に情報として記録されます。
また、フラッシュ発光時は弱めの光で発光します。

ペット ペットの名前や誕生日を登録すると、写真に情報とし
て記録されます。

夕焼け 夕焼けなどの風景の赤色を鮮やかに撮影できます。

高感度 薄暗い室内で被写体のブレを抑えます。

星空 星空などの暗い被写体を撮影できます。

ガラス越し 遠くの被写体に優先してピントを合わせます。

スライド3D撮影 カメラを水平に動かしている間に連続撮影をして、
1枚の3D写真を合成します。
 ● 3D写真を見るには3D対応テレビが必要です。
（本機では2Dで再生されます）
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パノラマ写真を撮る（パノラマモード）

撮影したい方向にカメラを動かし、その間に連写した写真を自動的につなぐこ
とで、簡単にパノラマ写真を撮影できます。

モードダイヤルを［  ］に合わせる
 ● お買い上げ時、撮影方向は［左→右］、画像効果は
［効果なし（No Effect）］に設定されています。

シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせる

シャッターボタンを全押
しし、撮影方向へ小さな
円を描くようにカメラを
動かして撮影する
 ● 一定の速さでカメラを動かし
てください。（約8秒で1周す
るぐらいの速さで）

小さな円を
描くように

1秒
2秒

3秒

4秒

もう一度、シャッターボタンを全押しして撮影を終了
する

撮影方向や画像効果を設定する
撮影方向を変更したり、クリエイティブコントロールモードのように、画像
効果を加えてパノラマ写真を撮影することができます。

 （パノラマモードで）  を押す
    で撮影する方向を選び、［MENU/SET］ボタンを押す
    で画像効果を選び、［MENU/SET］ボタンを押す

 ● クリエイティブコントロールモードと同じ
操作で、同じ画像効果を加えることができ
ます。（［トイフォト］［ジオラマ］は選べま
せん）
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絞り値やシャッタースピードを決めて撮る

撮
る
・
見
る

撮影意図に合わせて、絞り値やシャッタースピードを設定して撮影すること
ができます。

モードダイヤルを合わせる
［ ］：  絞り値を設定して撮影できます。（シャッタースピードは自動

調整されます）
［ ］：  シャッタースピードを設定して撮影できます。（絞り値は自動

調整されます）
［ ］：絞り値とシャッタースピードを設定して撮影できます。

後ダイヤルを回して設定する
シャッタースピード

絞り値

 ● 絞り値
大きい値にすると背景までピントを合わせることができます。
小さい値にすると背景をぼかすことができます。

 ● シャッタースピード
速くすると被写体のブレを抑えて撮影できます。
遅くすると動きを表現した撮影ができます。

 ■［ ］（マニュアル露出モード）の場合
後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作とシャッタースピード設定
操作が切り換わります。
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内蔵フラッシュを使って撮る

内蔵フラッシュを使うと、暗い場所で撮影したり、背景が明るいときに被写体
を照らして全体のコントラストを調整することができます。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

［  ］（フラッシュオープン）ボタンを押してフラッシュ
発光部を開く

 ■フラッシュ発光部を閉じるとき
フラッシュを発光させたくないときや使用後は、カ
チッと音がするまで、フラッシュ発光部を押して収
納してください。
 ● 使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいて
ください。

 ■フラッシュの設定を変更する
  ［MENU/SET］ボタンを押す
    で撮影メニューの［フラッシュ］を選び、  を押す
    で設定を変更し、［MENU/SET］ボタンを押す

オート 発光する/しないを自動で判断（  時は ）
赤目軽減
オート

発光する（赤目を抑える）/しないを自動で
判断

強制発光 必ず発光する
赤目軽減
スローシンクロ

発光する（赤目を抑え、シャッタースピードを
遅くして明るく撮る）/しないを自動で判断

発光禁止 発光しない
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露出を補正して撮る

連写する

撮
る
・
見
る

逆光時や、暗すぎる/明るすぎる場合に露出を補正します。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

露出補正操作が有効になるまで、後ダイヤルを押す

押す

露出補正表示

後ダイヤルを回して露出を補正する
 ● 暗すぎるときは、［＋］方向へ補正します。
 ● 明るすぎるときは、［－］方向へ補正します。

シャッターボタンを全押ししている間、連続して写真を撮ることができます。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

［  ］ボタンを押す

    で連写の設定を選び、［MENU/SET］ボタンを押す
 ：約2コマ/秒で連写します。
 ：約5コマ/秒で連写します。
 ： 約9コマ/秒で3枚まで連写します。
 ：  最高約10コマ/秒で連写します。記録画素数が3M（画像横縦比
が4:3の場合）になります。

 ： フラッシュを発光することで、暗い場所でも5枚まで連写できます。
 ● 連写可能な枚数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態な
どによって制限されます。
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ISO感度を設定する

セルフタイマーで撮る

光に対する感度（ISO感度）を設定できます。数値を高く設定すると、暗い場所
でも明るく撮ることができます。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

［ISO］ボタン（ ）を押す

  でISO感度を選び、［MENU/SET］ボタンを押す

三脚の使用をお勧めします。セルフタイマーを設定すると、シャッターボタン
や動画ボタンを押したときのカメラのブレを防ぐのにも効果的です。

［ ］ボタン（ ）を押す

  でセルフタイマーの動作設定を選び、
［MENU/SET］ボタンを押す

撮影する
 ● セルフタイマーランプが点滅し、10秒（また
は2秒）後に撮影動作が開始されます。
 ●［10秒/3枚］選択時は、1枚目および2枚目撮
影後にセルフタイマーランプが再度点滅し、
2秒後に撮影動作を開始します。（写真撮影の
場合のみ）

セルフタイマーランプ
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色合いを設定する（ホワイトバランス）

撮
る
・
見
る

太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、光
源に合わせて見た目に近い白色に調整します。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

［WB］ボタン（ ）を押す

  でホワイトバランスを選び、［MENU/SET］ボタ
ンを押す

AWB 環境光に応じて、自動で色合いを調整します。

晴天下に適した色合いに調整します。

曇天下に適した色合いに調整します。

日陰に適した色合いに調整します。

フラッシュを使った撮影に適した色合いに調整します。

白熱灯の照明下に適した色合いに調整します。

 

あらかじめ登録した色合いで撮影します。
    で［ ］または［ ］を選び、  を押す
  画面中央の枠内に紙などの白いものを映し、
［MENU/SET］ボタンを押す

環境光の色温度を設定して撮影します。
    で［ ］を選び、  を押す
    で色温度を選び、［MENU/SET］ボタンを押す

 ■ホワイトバランスを微調整する
    で微調整するホワイトバランスの設定を選び、  を押す
 ●［ ］［ ］［ ］を選んだ場合は、もう一度  を押してください。
      で微調整し、［MENU/SET］ボタンを押す
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フォーカスモードを切り換える

さらに近づいて撮影したいときや、マニュアルフォーカスを使って撮影したい
ときは、フォーカスモードを切り換えてください。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

［AF/AF /MF］ボタンを押す

  でフォーカスモードを選び、［MENU/SET］ボタ
ンを押す

 ■最短撮影距離
最短撮影距離は、レンズ前から被写体までの距離です。ズームの位置に
より段階的に変化します。

ズーム
［フォーカス］

［AF］ ［  ］（AFマクロ）
［MF］ ［  ］（ズームマクロ）

W端時 30 cm 1 cm 1 cm
T端時 150 cm 150 cm ̶
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露出やピントを固定して撮る（AF/AEロック）

撮
る
・
見
る

被写体のコントラストが強すぎて適正露出が得られない場合（AEロック）や、被
写体がAFエリアから外れた構図で撮りたい場合（AFロック）などに便利です。
 ● 撮影モードによっては、設定できない場合があります。

被写体にAFエリアを合わせる

［AF/AE LOCK（Fn1）］ボタンを押してピントや露出
を固定する

 ● AF/AEロックを解除するとき→［AF/AE LOCK（Fn1）］ボタンを押す

撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全
押しする
 ● AE設定時は、シャッターボタンを半押し
してピントを合わせてから全押ししてくだ
さい。

 を表示

 を表示

 ●［AF/AE LOCK］ボタンとして使う場合は、セットアップメニューの
［AF/AE LOCK / Fn1］を［AF/AE LOCK］に設定してください。
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画像を見る（通常再生）

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモ
リーの画像を再生します。

［  ］（再生）ボタンを押す

  で表示する画像を選ぶ

 ● 押したままにすると、連続して画像を送ることができます。
 ● 後ダイヤルを回しても、画像を選択できます。

画像を見る

フォルダー /ファイル番号

画像番号/トータル枚数

 ■再生を終了する場合
再度、［  ］（再生）ボタンを押すか、動画ボタンを押す、またはシャッター
ボタンを半押ししてください。
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撮
る
・
見
る

拡大して見る（再生ズーム）

ズームレバーをT側に回す

ズーム位置表示

 ● ズームレバーをT側に回すごとに、2/4/8/16倍に拡大します。
（表示画質は粗くなります）
 ● ズーム倍率を縮小するとき→ズームレバーをW側に回す
 ● ズーム位置を変えるとき→     を押す
 ● 再生ズームの倍率や位置のまま表示画像を切り換える
→再生ズーム中に後ダイヤルを回す
 ● ピントを合わせた位置（合焦ポイント）を拡大表示する
→再生時に、［FOCUS］ボタンを押す

画像を一覧で見る（マルチ再生）

ズームレバーをW側に回す
選択画像番号/トータル枚数

 ● ズームレバーをW側に回すと、1画面表示→12画面表示→30画面
表示→カレンダー画面に切り換わります。（T側に回すと戻ります）
 ● 12画面または30画面で、     で画像を選んで
［MENU/SET］ボタンを押すと、1画面表示されます。

 ■画像を撮影日ごとに見る（カレンダー検索）
ズームレバーを何度かW側に回すと、カレンダー画面に切り換わります。
    で撮影日を選び、［MENU/SET］ボタンを押すと、その日に撮
影した画像が表示されます。
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動画を見る

本機で再生できる動画のファイル形式はAVCHD、MP4またはQuickTime 
Motion JPEGです。

動画アイコンが付いた画像を選び、  を押す

再生が始まります。

動画記録時間
例）10分30秒のとき：10m30s

動画アイコン（［記録方式］や［画質設定］により異なる）

 ■動画再生中の操作
： 一時停止/再生
： 停止
：  早戻し（2段階※）/（一時停止中）コマ戻し
：  早送り（2段階※）/（一時停止中）コマ送り

※ もう一度   を押すと、早戻し/早送り速度が速くなります。
 ● 音量はズームレバーで調整できます。
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撮
る
・
見
る

動画を分割する
1つの動画を2つに分割できます。必要なシーンのみ残したいときや、旅先など
でカードの空き容量を増やすために不要なシーンを消去したいときに便利です。

［MENU/SET］ボタンを押す

    で再生メニューの［動画分割］を選び、  を
押す

  で分割する動画を選び、［MENU/SET］ボタンを
押す

分割する場所で  を押して一時停止する
 ● 一時停止中に   を押すと、分割位置の細かい調整をすることが
できます。

 を押す
 ● 確認画面が表示されます。
［はい］を選ぶと実行されます。
 ● 分割した元の動画は残りません。
（分割後の2つの動画のみになります。）

動画から写真を切り出す
動画のワンシーンを写真にして保存します。

動画再生中に一時停止して、写真にしたい画像を表示する

［MENU/SET］ボタンを押す
 ● 確認画面が表示されます。［はい］を選ぶと画像横縦比が［16:9］、
記録画素数が2M※の写真が保存されます。
※ 次の場合、保存される写真は、［4:3］の0.3Mになります。

 ●［画質設定］が［VGA］のMP4動画
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画像を消去する

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモ
リーの画像を消去します。（一度消した画像は元に戻せません）

消去する画像を表示中に［ （  Q.MENU）］ボタンを
押す

 ● 確認画面が表示されます。［はい］を選ぶと消去されます。

複数消去（50枚まで）/全画像を消去する

画像を表示中に［ （  Q.MENU）］ボタンを押す

  で［複数消去］/［全画像消去］を選び、
［MENU/SET］ボタンを押す
 ●［複数消去］のとき
    で画像を選び、［DISP.］ボタンを押す

 ● 解除するとき→再度［DISP.］ボタンを押す
 ● 実行するとき→［MENU/SET］ボタンを押す

 ● 確認画面が表示されます。［はい］を選ぶと消去されます。

 ●セットアップメニューの［フォーマット］を実行すると、内蔵メモリーまた
はカードを初期化することができます。（インテリジェントオートモード
では、フォーマットできません）また、プロテクトした画像も消去されます。
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撮影した写真をレタッチする

撮
る
・
見
る

再生時に写真をレタッチ（加工・修正）して、新規保存できます。

再生中にレタッチする写真を選び、  を押す

  でレタッチ方法を選び、［MENU/SET］ボタンを
押す
 ● かんたんレタッチ
写真の色や明るさのバランスを整えます。
 ● クリエイティブレタッチ
クリエイティブコントロールモードで撮影した写真のように、画像
効果を加えることができます。

  で［ON］または効果を選び、［MENU/SET］ボタ
ンを押す
 ● 確認画面が表示されます。［はい］を選ぶと新規保存されます。
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メニューを使って設定する

［MENU/SET］ボタンを押す

　

  でメニュー項目を選ぶ

 を押す
 ● メニュー項目によっては、設定が表示され
ないものや、表示のされ方が異なるものが
あります。

選択されている設定

設定内容

  で設定内容を選ぶ

［MENU/SET］ボタンを押して
決定する

 ■メニューを終了する
［MENU/SET］ボタンを押す、またはシャッターボタン
を半押しする

 ■他のメニューに切り換える
例）撮影メニューからセットアップメニューに切り換える

［MENU/SET］ボタンを押す

 を押す

選択されている
メニューの種類

 でセットアップメニューアイコ
ン［  ］を選ぶ

 を押す
 ● 続けてメニュー項目を選んで設定してくだ
さい。
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メニュー一覧

メ
ニ
ュ
ー

設
定

表示されるメニュー項目は、撮影モードなどにより異なります。

 ■撮影メニュー一覧（プログラムAEモード時）
フォトスタイル 撮影したいイメージに合わせて効果を選択することが

できます。

画像横縦比 画像の横縦比を設定します。

記録画素数 記録画素数を設定します。

クオリティ 画像を保存するときの圧縮率を設定します。

ISO感度上限設定 選択した数値を上限として最適なISO感度を設定しま
す。

ISO感度ステップ ISO感度の設定を、1/3 EVごとの設定値に変更します。

個人認証 登録した顔に自動で優先的にピントや露出を合わせま
す。

オートフォーカスモード AFエリアを設定します。

AFスタイル ピントの合わせ方を設定します。

クイックAF シャッターボタンを押した際のピント合わせを速くし
ます。

AF/AEロック切換 AF/AEロックの設定を切り換えます。

測光モード 明るさを測る測光方式を切り換えます。

iDレンジコントロール コントラストや露出を自動的に補正します。

下限シャッター速度 自動で調整されるシャッター速度の下限を設定します。

超解像 より輪郭がはっきりした、解像感がある写真を撮影し
ます。

デジタルズーム 光学ズーム、EX光学ズーム、またはiAズームよりも、
さらに拡大します。

手ブレ補正 撮影時の手ブレを感知して、カメラが自動的に補正し
ます。

AF補助光 暗い場所での撮影時、AF補助光ランプを点灯させます。
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メニュー一覧

 ■撮影メニュー一覧（プログラムAEモード時）（続き）
フラッシュ フラッシュを設定します。

フラッシュシンクロ フラッシュのシンクロ方法を設定します。

フラッシュ光量調整 フラッシュの発光量を調整します。

デジタル赤目補正 フラッシュ発光での赤目を自動的に検出し、画像デー
タを修正します。

コンバージョン 使用する別売のコンバージョンレンズを設定します。

オートブラケット 自動で明るさを変えながら複数枚撮影します。

日付焼き込み 撮影日時入りの写真を撮影します。

時計設定 年・月・日・時刻を設定します。

 ■動画撮影メニュー一覧（プログラムAEモード時）
記録方式 記録する動画のファイル形式を設定します。

画質設定 記録する動画の画質を設定します。

AF連続動作 ピントを合わせ続けます。

風音低減 風雑音を判別して記録しにくくします。

ズームマイク ズーム操作に連動して音声を記録します。

 ■再生モードメニュー一覧
2D/3D切換 3D画像の再生方法を切り換えます。

通常再生 画像を再生します。

スライドショー 画像の種類などを選んで、順番に再生します。

絞り込み再生 写真、動画など、画像を分類して再生します。

カレンダー検索 撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。
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メ
ニ
ュ
ー

設
定

 ■再生メニュー一覧
タイトル入力 撮影した写真に文字（コメント）を入力します。

文字焼き込み 撮影した写真に、撮影日時、名前、旅行先、トラベル
日付などを焼き込みます。

レタッチ 写真の色や明るさを整えたり、お好みの効果を選んで
レタッチします。

動画分割 撮影した動画を2つに分割します。

リサイズ（縮小） 画像のサイズ（記録画素数）を小さくします。

トリミング（切抜き） 撮影した写真の必要な部分を切り抜きます。

傾き補正 撮影した写真の微妙な傾きを修正します。

お気に入り マークを付けて、お気に入り画像に設定します。

プリント設定 プリントする画像や枚数などを設定します。

プロテクト 画像を誤って消去することがないように保護します。

認証情報編集 個人認証に関する情報の解除や入れ換えをします。

画像コピー 撮影した画像データをコピーします。

 ■セットアップメニュー一覧
時計設定 年・月・日・時刻を設定します。

ワールドタイム お住まいの地域と海外などの旅行先の時刻を設定しま
す。

トラベル日付 旅行の出発日と帰着日を設定したり、旅行先の名前を
設定します。

操作音 操作音やシャッター音を設定します。

スピーカー音量 スピーカーの音量を設定します。

カスタムセット登録 現在のカメラの設定内容をカスタムセットとして登録
します。

AF/AE LOCK / Fn1 ［AF/AE LOCK（Fn1）］ボタンに、AF/AEロックまた
はFn1（ファンクションボタン）を割り当てます。

Fnボタン設定 ファンクションボタンに割り当てる機能を設定します。

ライブビューモード モニターの表示設定を変更します。

モニター調整/LVF調整 モニター /ファインダーの明るさや色合いなどを調整
します。

モニター輝度 明るい場所などでモニターを見やすくします。

LVF表示スタイル ファインダーの表示方法を設定します。
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メニュー一覧

 ■セットアップメニュー一覧（続き）
モニター表示スタイル モニターの表示方法を設定します。

ガイドライン表示 ガイドラインのパターンを設定します。

ヒストグラム表示 ヒストグラムを表示します。

動画記録枠表示 動画撮影時の画角を表示します。

残量表示切換 記録可能枚数または記録可能時間の表示を切り換えま
す。

ハイライト表示 再生時、白飛びの起こっている部分を表示します。

露出メーター 露出メーターを表示します。

レンズ位置メモリー 電源を切ったときのズーム位置やMF位置を記憶しま
す。

MFアシスト ピント合わせのときにMFエリアを拡大表示します。

エコモード 本機の電力消費を抑えたり、バッテリーの消耗を防ぎ
ます。

モニター優先 再生時、自動でモニター表示に切り換えます。

オートレビュー 写真撮影後に撮影画像を表示する時間を設定します。

番号リセット 画像のファイル番号を0001に戻します。

設定リセット 設定をお買い上げ時の状態に戻します。

USBモード USB接続ケーブル（付属）接続時の通信方式を設定します。

映像出力 テレビへの出力方式を設定します。

ビエラリンク ビエラリンク対応機器と自動的に連動させます。

3Dテレビ出力 3D写真のテレビへの出力方法を設定します。

縦位置自動回転 縦に構えて撮影した画像を縦向きに回転して表示します。

シーンメニュー シーンモードに切り換えたときに表示される画面を
設定します。

メニュー位置メモリー 最後に操作したメニュー項目の選択位置を記憶します。

バージョン表示 本体のファームウェアバージョンを表示します。

フォーマット 内蔵メモリーまたはカードを初期化します。

手ブレ補正デモ 手ブレをグラフで表示します。（目安）
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パソコンに画像を保存する

他
の
機
器

と
の
接
続

ソフトウェアをインストールする
付属のCD-ROMには、以下のソフトウェアが収録されています。
パソコンにインストールしてお使いください。動作環境や使用方法など、
詳しくはそれぞれのソフトウェアの取扱説明書をお読みください。
 ●「PHOTOfunSTUDIO」、「LoiLoScope」はMacでは使えません。

PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE

画像のパソコンへの取り込み、閲覧、整理、写真の補正や動画の編集、印
刷などができます。
 ● 対応OS：Windows 8 / 7 / Vista / XP

LoiLoScope -30日間フル体験版

簡単に動画編集ができます。インストールされるのは、体験版ダウンロー
ドサイトへのショートカットのみになります。LoiLoScopeの詳しい使い
方は、以下のサイトから「マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
使い方Webガイド：http://loilo.tv/product/20/
 ● 対応OS：Windows 8 / 7 / Vista / XP

準備：
 ● お使いのパソコンの仕様と各ソフトウェアの動作環境を確認しておく。
 ● CD-ROM（付属）を入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトを
すべて終了しておく。

CD-ROMを入れる
 ● インストールメニューが起動します。

［アプリケーション］をクリックする

［おまかせインストール］をクリックする
 ● 画面のメッセージに従ってインストールを進めてください。

 ●お使いのパソコンに対応したソフトウェアのみがインストールされます。
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パソコンに画像を保存する

SILKYPIX Developer Studioをダウンロードする
SILKYPIX Developer Studioは、RAWファイルの画像を現像や編集する
ソフトウェアです。編集した画像をパソコンなどで表示できるファイル形式
（JPEG、TIFFなど）で保存できます。

 ■ダウンロード方法
SILKYPIX Developer Studioは、下記のサイトからダウンロードして、
パソコンにインストールしてください。（付属CD-ROMには収録されて
おりません）
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/
 ● 対応OS：  Windows 8 / 7 / Vista / XP

Mac OS X（10.4 ～ 10.8）
 ● SILKYPIX Developer Studioの使い方などの詳しい説明は、「ヘルプ」
または市川ソフトラボラトリーのサポートサイトをご覧ください

 ●ソフトウェアをダウンロードするためには、インターネットに接続する必
要があります。
 ●通信環境によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。

写真、動画を取り込む

本機とパソコンの電源を入れ、付属のUSB接続ケーブ
ルでつなぐ
 ● 付属のUSB接続ケーブルまたは当社製USB接続ケーブル（別売：
DMW-USBC1）以外は使わないでください。故障の原因になります。

本機のカーソルボタン（  ）で［PC］を選び、
［MENU/SET］ボタンを押す
画像をパソコンにコピーする
 ●Windowsの場合
「PHOTOfunSTUDIO」をお使いください。
 ●Macの場合
「DCIM」フォルダー内の画像ファイルをコピーしてください。
（AVCHD動画を除く）

接続を解除して、ケーブルを外す
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端子の向きを確認して接続
してください。
（向きを逆にすると、端子が
変形して故障の原因になり
ます）

USB接続ケーブル（付属）

接続を解除するとき
 ● Windowsの場合は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」
または「取り出し」を実行する。
 ● Macの場合は、Finderのサイドバーにある取り出しアイコンをクリッ
クする。

 ●内蔵メモリーに保存されている画像をパソコンに取り込むときは、あらか
じめカードを抜いておいてください。
 ●AVCHD動画は、ファイルやフォルダーのコピーでは正しく取り込めない
場合があります。
 ● Windowsの場合は、必ずCD-ROM（付属）の「PHOTOfunSTUDIO」
をお使いください。
 ● Macの場合は「iMovie ’11」を使って取り込むことができます。
（iMovie ’11の詳細は、Appleにお問い合わせください。）
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テレビで見る

本機とテレビをHDMIミニケーブル（別売）またはAVケーブル（別売）で接続
すると、写真や動画をテレビで見ることができます。

準備：本機とテレビの電源を切る。

本機とテレビを接続する

テレビの電源を入れ、入力を切り換える

本機の電源を入れ、［  ］（再生）ボタンを押す

SDカードスロット付きテレビにカードを入れて、撮影した画像
を再生することができます。
 ● テレビの機種によって、画像がテレビの全画面で表示されないことがあ
ります。
 ● 再生できる動画のファイル形式はテレビの機種によって異なります。

ビエラリンク（HDMI）とは
 ●本機とHDMIミニケーブル（別売）を使って接続したビエラリンク対応機
器を自動的に連動させて、ビエラのリモコンで簡単に操作できる機能で
す。（すべての操作ができるものではありません）
 ●本機は、ビエラリンク（HDMI）Ver.5に対応しています。ビエラリンク
（HDMI）Ver.5とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した当社
基準です。
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 ■HDMIミニケーブル（別売）で接続する場合
本機をHDMI対応のハイビジョンテレビと接続して再生すると、撮影した
写真や動画を高画質で楽しむことができます。

HDMIミニケーブル（別売）

HDMI映像・音声入力端子へ

端子の向きを確認して接続し
てください。
（向きを逆にすると、端子が変
形して故障の原因になります）

 ● 当社製HDMIミニケーブル（別売）をお使いください。

 ■AVケーブル（別売）で接続する場合

AVケーブル（別売）
黄：映像

白：音声

端子の向きを確認して接続し
てください。
（向きを逆にすると、端子が変
形して故障の原因になります）

 ● 当社製AVケーブル（別売）をお使いください。
 ● 音声はモノラルで再生されます。
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写真や動画をレコーダーに残す

各ファイル形式に対応した当社製機器（ブルーレイ
ディスクレコーダーなど）を使ってダビングするこ
とができます。

323232

 ● ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みくだ
さい。

AVケーブル（別売）を使って再生映像をダビングする
本機をAVケーブル（別売）で対応機器以外のレコーダーやビデオなどの録画
機につなぎ、本機で再生した映像をダビングします。

本機と録画機を接続する

本機で再生を始める

録画機で録画を始める
 ● 録画（ダビング）を終了するときは、録画機の録画を停止したあと、
本機の再生を停止してください。

端子の向きを確認して接続してください。
（向きを逆にすると、端子が変形して故障の原因になります）

録画機の入力端子へ

AVケーブル（別売）
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P
ピクトブリッジ

ictBridge対応のプリンターに直接接続し、プリントできます。

準備：
 ● 内蔵メモリーのとき：カードを抜く。
 ● プリンター側で印字品質などを必要に応じて設定しておく。
 ● 本機とプリンターの電源を入れる。

本機とプリンターを接続する
 ● 付属のUSB接続ケーブルまたは当社製USB 接続ケーブル（別売：
DMW-USBC1）以外は使わないでください。故障の原因になります。

本機の   で［PictBridge(PTP)］を選び、
［MENU/SET］ボタンを押す

ケーブル切断禁止
アイコン［ ］
 ● 表示中はUSB接続ケーブル
（付属）を抜かない。
（プリンターによっては
アイコンが表示されません）

USB接続ケーブル
（付属）

端子の向きを確認して接続し
てください。
（向きを逆にすると、端子が変
形して故障の原因になります）
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モニター /ファインダーの表示一覧

 ■撮影時
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13

14
15
16
17
18

19

2021222324252627

28

30

31
32

29

33
34
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1 カスタムセット
2 フォトスタイル
カラーモード
クリエイティブコントロール
調整表示：

3 ズームマイク
4 フラッシュモード
フラッシュ光量調整

5 記録方式/画質設定
6 記録画素数
7 手ブレ補正OFF
手ブレ警告：

8 クオリティ
9 AFマクロ撮影
ズームマクロ：

10 AFスタイル
MF：
AFロック：

11 オートフォーカスモード
12 連写
オートブラケット：

13 バッテリー残量
14 AF補助光
フォーカス

15 ブレピタモード
16 ヒストグラム表示
17 スポット測光ターゲット
18 AFエリア
19 セルフタイマーモード
20 記録可能枚数
記録可能時間：残XXmXXs※

21 ホワイトバランス
ホワイトバランス微調整
ホワイトバランスブラケット：

22 ISO感度
ISO感度上限設定

23 露出補正値
マニュアル露出アシスト
ズーム表示：

24 シャッタースピード
下限シャッター速度：

25 絞り値
26 プログラムシフト
27 測光モード
28 AEロック
29 現在日時/ワールドタイム：
トラベル経過日数
旅行先
名前
月齢/年齢
露出メーター

30 日付焼き込み
31 記録経過時間：
XXhXXmXXs※

32 内蔵メモリー
カード： （記録時のみ表示）

33 逆光補正
34 撮影モード

※  hは｢hour（時間）｣、mは｢minute（分）｣、
sは｢second（秒）｣を省略した表示です。
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モニター /ファインダーの表示一覧

 ■再生時
1

10

14

17

2 3 4 5 6 7 8 9

11
12

13

1516

18

1 再生モード
2 プロテクト
3 お気に入り表示
4 日付/文字焼き込み済み表示
5 フォトスタイル
カラーモード

6 かんたんレタッチ済み
クリエイティブレタッチ済み

7 記録画素数
8 クオリティ
9 バッテリー残量
10 内蔵メモリー：
再生経過時間：
XXhXXmXXs※

11 画像番号
トータル枚数

12 フォルダー・ファイル番号
13 ヒストグラム表示

14 旅行先
撮影情報
名前
月齢/年齢
タイトル
トラベル経過日数
撮影日時
ワールドタイム：

15 動画記録時間：
XXhXXmXXs※

16 かんたんレタッチ
クリエイティブレタッチ
動画再生
パノラマ再生

17 プリント枚数
18 記録方式/画質設定
ケーブル切断禁止アイコン：

※  hは｢hour（時間）｣、mは｢minute（分）｣、
sは｢second（秒）｣を省略した表示です。
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メッセージ表示
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モニター /ファインダーに表示される、主なメッセージの意味と対処法です。

電源を入れ直して
ください/
システムエラー

レンズに手などで力が加わり、正常に動作しませ
んでした。
→ 電源を入れ直してください。
（それでも表示されるときは、お買い上げの販
売店にご相談ください）

内蔵メモリーエラー /
フォーマットしますか？

内蔵メモリーをパソコンでフォーマットした場合
などに表示されます。
→ 本機でフォーマットし直してください。データ
は消去されます。

メモリーカードエラー
本機では使えない状態
です。
フォーマットしますか？

本機では認識できないフォーマットです。
→別のカードを入れてお試しください。
→ パソコンなどに必要なデータを保存してから、
本機でフォーマットしてください。

リードエラー /ライト
エラー
カードを確認してくだ
さい

データの読み込みまたは書き込みに失敗しました。
→ 電源を切ってから、カードを抜いてください。
再度カードを入れ、電源を入れてお試しください。
カードが壊れている可能性があります。
別のカードを入れてお試しください。

メモリーカードエラー /
カードのパラメータが
異常です/
このカードは使用でき
ません

本機に対応したカードをお使いください。
- SDメモリーカード（8 MB～ 2 GB）
- SDHCメモリーカード（4 GB～ 32 GB）
- SDXCメモリーカード（48 GB、64 GB）

カードの書込み速度不
足のため記録を終了し
ました

カードによっては途中で動画撮影が終了する場合
があります。
→ 推奨のスピードクラスのカード（P.12）を使用
しても停止した場合は、データの書き込み速
度が低下しているので、バックアップをとり
フォーマットすることをお勧めします。
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Q&A 故障かな？と思ったら

セットアップメニューの［設定リセット］を行うと症状が改善する場合があ
ります。
症状が改善しない場合は「保証とアフターサービス」をお読みください。

撮影した画像が明るす
ぎる。
または暗すぎる。

露出を補正してください。
［下限シャッター速度］を速い値に設定している。
→ ［下限シャッター速度］を遅い値に設定してください。

ピントが合わない。 被写体までの距離に応じたモードになっていない。
（撮影モードによって撮影可能範囲が異なります）
撮影可能範囲から外れている。
手ブレや被写体ブレしている。

撮影した画像がブレる。
手ブレ補正が効かない。

暗い場所でシャッタースピードが遅くなり、手ブ
レ補正が十分に働いていない。
→ 脇を締め、本機を両手でしっかり持って撮影し
てください。
遅いシャッタースピードで撮影するときは、三脚
とセルフタイマーをお勧めします。
ズームを使って撮影する場合は、手ブレが起きや
すくなります。以下の方法で撮影すると、手ブレ
を軽減できます。
→ 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影する
→ 安定した姿勢で、ファインダーを使って撮影する
→ ISO感度を上げたり、シャッター優先AEモードを
使ったりして、速いシャッタースピードで撮影する

撮影した画像が粗い。
ノイズが出る。

ISO感度が高い、または、シャッタースピードが
遅い。（お買い上げ時はISO感度が［AUTO］のた
め、屋内などの撮影ではノイズが出ます）
→ISO感度を低くしてください。
→ ［フォトスタイル］の［ノイズリダクション］をプ
ラス方向にするか、［ノイズリダクション］以外
の各項目をマイナス方向に調整してください。
→明るい場所で撮影してください。
シーンモードの［高感度］で撮影した。
高感度処理のため画像が少し粗くなりますが、異
常ではありません。
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蛍光灯やLEDなどの照
明下で、ちらつきや横
しまが出る。

これは、本機の撮像素子である
MOSセンサーの特徴であり、異常
ではありません。

撮影した画像の
明るさや色合いが実際
と違う。

蛍光灯やLEDなどの照明下での撮影時、シャッ
タースピードが速くなると、明るさや色合いが多
少変化する場合があります。これは光源の特性に
より発生するものであり、異常ではありません。
極端に明るい場所で被写体を撮影したり、蛍光灯、
LED、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で撮影
すると、色合いや画面の明るさが変わったり、画
面に横帯が現れたりすることがあります。

撮影時に、モニターに
横すじが出る。

本機の撮像素子であるMOSセンサーの特徴であ
り、被写体に明るい部分があると出ます。周辺に
ムラが発生する場合がありますが、異常ではあり
ません。写真または動画撮影に記録されます。
太陽光などの強い光源が画面付近に入らないよう
に撮影することをお勧めします。

動画撮影が途中で
止まる。

カードの種類により、途中で動画撮影が終了する
場合があります。
推奨のスピードクラスのカードを使用しても停止
した場合は、データ書き込み速度が低下している
ので、バックアップをとりフォーマットすること
をお勧めします。

被写体がゆがんで見え
る。

本機の撮像素子にMOSを使用しているため、被
写体が素早く横切った場合、少しゆがんで見える
ことがありますが、故障ではありません。

被写体がゆらいで見え
る。

本機の撮像素子にMOSを使用しているため、高
倍率のズームを使って動画を撮影した場合、ゆら
いで見えることがありますが、故障ではありませ
ん。高倍率のズームを使って動画を撮影するとき
は、三脚やセルフタイマーの使用をお勧めします。

ズームが正常に働かな
い。

［コンバージョン］を［  ］または［  ］に設定して
いませんか？

ズームが最大倍率に
ならない。

ズーム倍率が3倍で止まる場合、ズームマクロが
設定されています。
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Q&A 故障かな？と思ったら

撮影された画像が
ゆがんだり、被写体の
周りに実際にはない
色が付く。

ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかに
ゆがんだり、輪郭などに着色して撮影されること
があります。また広角では遠近感が強調されるた
め、画面の周辺がゆがんだように写る場合もあり
ます。これらは異常ではありません。

モニターに画像が出な
い。

ファインダー表示になっています。
→ ［LVF］ボタンを押してモニター表示に切り換え
てください。

明るさが不安定に
なる。

シャッターボタンを半押ししたときに絞り値を設
定するためです。（撮影画像に影響はありません）
ズーム操作をしたときや、本機を動かしたときに
明るさが変化した場合にもこの現象が発生するこ
とがありますが、本機の自動絞り動作によるもの
で、異常ではありません。

再生できない。
撮影した画像がない。

内蔵メモリーまたはカードに画像がない。（カー
ドが入っている場合はカードの、入っていない場
合は内蔵メモリーの画像を再生します）
パソコンで加工したフォルダーや画像ではないで
すか？
その場合、本機で再生することはできません。
絞り込み再生時は、設定した条件の画像しか表示
されなくなります。
→絞り込みを解除してください。

フォルダー・ファイル番
号が［ー］で表示される。
画像が黒く表示される。

パソコンで編集、または他機で撮影した。
撮影直後にバッテリーを外した。または、残量が
少ないバッテリーで撮影した。
→ パソコンなどに必要なデータを保存してから、本
機でフォーマットしてください。

マルチ再生で、画像の
表示に時間がかかる。

［リサイズ（縮小）］や［レタッチ］などで編集された
画像が多いとき、マルチ再生時に画像がすべて表
示されるのに数分かかる場合があります。

画像の一部が白と黒に
点滅する。

白飛びが起こっている部分を示す、ハイライト表
示機能です。（［ハイライト表示］が［ON］になって
いませんか？）
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さらに詳しい説明は

そ
の
他

本機操作の詳細については、CD-ROM（付属）の「取扱説明書　活用ガイド」
に記載されています。
パソコンにコピーしてお読みください。

 ■Windows の場合
  パソコンの電源を入れ、CD-ROM（付属）を入れる
  インストールメニューが表示されたら、［取扱説明書］をクリックする
  ［日本語］が選ばれている状態で、［取扱説明書］をクリックしてコピー
する
  デスクトップの［取扱説明書］のショートカットアイコンをダブルク
リックして開く

 ■取扱説明書　活用ガイド（PDF形式）が開けないときは
取扱説明書　活用ガイド（PDF形式）を閲覧・印刷するためには、Adobe 
Acrobat Reader 5.0以降、またはAdobe Reader 7.0以降が必要です。
お使いのパソコンにインストールされていない場合は、CD-ROM（付属）
を入れ、［Adobe Reader］をクリックしたあと、画面のメッセージに従っ
て進み、インストールしてください。
対応OS：  Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista SP2 / 

Windows XP SP3
 ● Adobe Readerは、下記のサイトからダウンロードできます。
http://get.adobe.com/jp/reader/otherversions/

 ■取扱説明書　活用ガイド（PDF形式）をアンインストールするには
下記のフォルダー内のPDFファイルを削除してください。
Program Files¥Panasonic¥Lumix¥

 ■Macの場合
  パソコンの電源を入れ、CD-ROM（付属）を入れる
  CD-ROM（付属）の「Manual」フォルダーを開き、言語フォルダー内の
PDFファイルをコピーする
  PDFファイルをダブルクリックして開く

「取扱説明書　活用ガイド」は、下記サポートサイトでもご覧いた
だけます。
http://panasonic.jp/support/dsc/



60

別売品のご紹介

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」
でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/
携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm/

品名 品番
バッテリーパック DMW-BMB9
バッテリーチャージャー※1 DMW-BTC4
DCカプラー※2 DMW-DCC6
ACアダプター※2 DMW-AC8
ソフトケース DMW-CG2
ソフトバッグ DMW-CZ18、DMW-BAG2
フラッシュライト DMW-FL220、DMW-FL360、

DMW-FL360L、DMW-FL500
MCプロテクター DMW-LMCH55
NDフィルター DMW-LNDH55
PLフィルター（サーキュラータイプ） DMW-LPL55
AVケーブル DMW-AVC1
HDMIミニケーブル RP-CHEM15A、RP-CHEM20A、

RP-CHEM30A
USB接続ケーブル DMW-USBC1
レンズアダプター DMW-LA8
テレコンバージョンレンズ※3 DMW-LT55
クローズアップレンズ※3 DMW-LC55
※1 海外用変換プラグ（Cタイプ）付き
※2  DCカプラーとACアダプターは、必ずセットでお買い求めください。単独では使用で
きません。

※3 本機に取り付けるにはレンズアダプター（別売）が必要です。

 ●記載の品番は2013年7月現在のものです。変更されることがあります。
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当社製フラッシュライト
（DMW-FL220、DMW-FL360、
DMW-FL360L、DMW-FL500）など

クローズアップレンズ※4

DMW-LC55

テレコンバージョンレンズ※4

DMW-LT55

PLフィルター※4

DMW-LPL55

NDフィルター※5

DMW-LNDH55

MCプロテクター※5

DMW-LMCH55

※4 付属のレンズキャップは装着できません。
※5 レンズキャップを取り付けることもできます。

レンズアダプター
DMW-LA8
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仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源
消費電力

DC 8.4 V
1.6 W（モニター撮影時）
1.5 W（ファインダー撮影時）
1.0 W（モニター再生時）
0.7 W（ファインダー再生時）

カメラ有効画素数 1610万画素

撮像素子 1/2.3型 MOSセンサー 総画素数1680万画素、
原色カラーフィルター

レンズ 光学60倍ズーム f=3.58 mm～215 mm
（35 mmフィルムカメラ換算：20 mm～1200 mm）
W端時：F2.8 ～ F8.0
T端時：F5.9 ～ F8.0

手ブレ補正 光学式

撮影範囲 AF：30 cm（W端時）/1.5 m（T端時）～∞
AFマクロ/MF/インテリジェントオート/動画：
1 cm（W端時）/1.5 m（T端時）～∞
シーンモード：上記撮影範囲と異なる場合あり

シャッターシステム 電子シャッター連動メカニカルシャッター

最低被写体照度 約9 lx（iローライト時、シャッタースピード1/30秒）

シャッタースピード 8秒～1/2000秒
シーンモードの［星空］：15秒、30秒、60秒

露出 プログラムAE（P）、絞り優先AE（A）、
シャッター優先AE（S）、マニュアル露出（M）

測光方式 マルチ測光/中央重点測光/スポット測光

モニター 3.0型TFT液晶（3:2）（約46.1万ドット）（視野率約100%）

ファインダー カラー液晶ビューファインダー（約20.2万ドット相当）
（視野率約100%）（視度調整付き‒4～ +4diopter）

フラッシュ 内蔵ポップアップ式

マイク ステレオ

スピーカー モノラル
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記録メディア 内蔵メモリー（約200 MB）/SDメモリーカード/
SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード

記録画像ファイル形式

写真 RAW/JPEG（DCF準拠、Exif2.3準拠、DPOF対応）/
MPO

動画 AVCHD/MP4

音声圧縮方式 AVCHD： Dolby® Digital（2ch）
MP4：AAC（2ch）

インターフェース

デジタル USB 2.0（High Speed）

アナログビデオ NTSCコンポジット

オーディオ オーディオライン出力（モノラル）

端子

AV OUT/DIGITAL 専用ジャック（8pin）

HDMI miniHDMI Cタイプ

寸法 約 幅130.2 mm×高さ97.0 mm×奥行き118.2 mm
（突起部除く）

質量 約606 g（カード、バッテリー含む）
約562 g（本体）

推奨使用温度 0 ℃～ 40 ℃

許容相対湿度 10%RH～80%RH

言語切り換え なし（日本語のみ）

 ■専用バッテリーチャージャー：DE-A83A

定格入力 100 V ー 240 V　50/60 Hz

入力容量 19 VA

定格出力 DC 8.4 V　0.43 Ａ

 ■リチウムイオンバッテリーパック：DMW-BMB9

電圧/容量 7.2 V/895 mAh



64

使用上のお願いとお知らせ

 ■お手入れのとき
お手入れの際は、バッテリーまたはDCカプラーを取り出しておく、また
は電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。
 ●汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、
その後、乾いた布でふいてください。
 ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケー
スが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでく
ださい。
 ●化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

 ■しばらく使わないとき
 ●電源を切ってからバッテリーとカードは抜いておく。（特にバッテリー
は、過放電により故障の原因になります）
 ●ゴムやビニール製品に接触させたままにしない。
 ●押し入れなどでは、乾燥剤（シリカゲル）とともに保管する。また、バッ
テリーは、涼しく（15 ℃～ 25 ℃）、湿気の少ない（湿度40%RH～
60%RH）、温度変化の少ない場所で保管する。
 ●1年に1回は充電し、いったん使用して、残量がなくなってから再保管
する。

 ●本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コピー）
したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
 ●本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきまし
ては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くだ
さい。
 ●本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。
 ●本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合
があります。
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－このマークがある場合は－

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、ま
たは販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせくだ
さい。

不要になった電池は、捨てないで充電式
電池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届け先
最寄りのリサイクル協力店へ

充電式
リチウムイオン
電池使用

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
 ● ホームページ　http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて
 ● 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
 ● 分解しないでください。
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この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用
することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信
機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取
扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

 ● 付属のUSB接続ケーブルまたは当社製USB接続ケーブル（別売：
DMW-USBC1）以外は使わないでください。
 ● 当社製AVケーブル（別売：DMW-AVC1）をお使いください。
 ● 当社製HDMIミニケーブル（別売：RP-CHEM15A、RP-CHEM20A、
RP-CHEM30A）をお使いください。
 ● ケーブルは延長しないでください。

 ● SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
 ● HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface
は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標ま
たは、登録商標です。
 ●“AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株
式会社の商標です。
 ● ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
 ● WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ● iMovie、Mac、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple 
Inc.の商標です。
 ● QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用さ
れるApple Inc.の商標または登録商標です。
 ● 本製品には、ダイナコムウェア株式会社の「DynaFont」を使用しております。
DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
 ● その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社
の商標または登録商標です。
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人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。 実行しなければならない
内容です。

 危険
バッテリーパック※は、誤った使いかたをしない
（※以降は、「バッテリー」と表記）

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。
 ● 指定外のものは使わない
 ● 分解や加工（はんだづけなど）、加圧、加熱（電子レンジやオーブ
ンなどで）しない
 ● 水などの液体や火の中へ入れたりしない
 ● 炎天下（特に真夏の車内）など、高温になるところに放置しない
 ● 端子部（ ・ ）に金属を接触させない
 ● バッテリーの液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談
ください。液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してくだ
さい。液が目に入ったら、失明のおそれがあります。すぐにきれ
いな水で洗い、医師にご相談ください。

安全上のご注意　 必ずお守りください
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 危険
バッテリーチャージャー※は、本機専用のバッテリーにのみ使用する
（※以降は、「チャージャー」と表記）

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

バッテリーは、本機専用のチャージャーで充電する
指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを
起こし、けがをする原因になります。

 警告
異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、バッテリーを外す

 ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
 ●映像や音声が出ないことがある
 ●内部に水や異物が入った
 ●電源プラグが異常に熱い
 ●本体やチャージャーが破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
 ● チャージャーを使っている場合は、電源プラグを抜いてください。
 ● 電源を切り、販売店にご相談ください。

分解、改造をしない

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

安全上のご注意　 必ずお守りください
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 警告
電源プラグは、正しく扱う

感電や、ショートによる火災の原因になります。
 ● 定期的に乾いた布でふく（ほこりなどがたまると、湿気などで絶
縁不良となり、火災の原因になります）
 ● 根元まで確実に差し込む
 ● 接点部周辺に金属類（クリップなど）を放置しない

チャージャーは、誤った使いかたをしない
感電や、ショートによる火災の原因になります。
 ● 加工しない・傷つけない
 ● 熱器具に近づけない
 ● 傷んだら使わない
 ● 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
 ● たこ足配線や定格外（交流100 V ～ 240 V以外）で使わない
 ● ぬれた手で抜き差ししない

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたり
しない

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
 ● 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
 ● 特にお子様にはご注意ください。

乗り物の運転中に使わない
事故の誘発につながります。
 ● 歩行中も、周囲や路面の状況に十分注意する

運転者などに向けてフラッシュを発光しない
事故の誘発につながります。
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 警告
電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど※の原
因になります。長時間ご使用の場合は、三脚などをお使いください。

※  血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい
る）や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

メモリーカードは乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
 ● 万一、飲み込んだら、すぐ医師にご相談ください。

可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない
火災や爆発の原因になります。
 ● 粉じんの発生する場所でも使わない

雷が鳴ったら、触れない

接触禁止

感電の原因になります。
 ● 本体やチャージャーには、金属部があります。

ショルダーストラップは肩に掛けて使う
けがや事故の原因になります。
 ● 首に掛けての使用はしない。

ショルダーストラップを乳幼児の手の届くところに置かない
誤ってショルダーストラップを首に巻きつけ、事故につながるおそ
れがあります。

安全上のご注意　 必ずお守りください
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 注意
フラッシュ発光部およびAF補助光は、至近距離で直接見ない

誤って発光した場合、視力障害などの原因になることがあります。

フラッシュを人の目に近づけて発光しない
視力障害などの原因になることがあります。
 ● 乳幼児を撮影するときは、1 m以上離してください。

フラッシュの発光部分を直接手で触らない・ごみなどの異物が付
いたまま使わない・テープなどでふさがない

やけどの原因になることがあります。
発光熱によって煙などが出る原因になることがあります。
 ● 発光直後は、しばらく触らないでください。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う
本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

次のような場所に放置しない
火災や感電の原因になることがあります。
 ● 異常に温度が高くなるところ（特に真夏の車内やボンネットの上
など）
 ● 油煙や湯気の当たるところ
 ● 湿気やほこりの多いところ
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 注意
次のときは、バッテリーを取り出す

バッテリーを入れたまま放置すると、絶縁劣化やろう電などにより、
火災の原因になることがあります。
 ● 長期間使わないとき
 ● お手入れのとき

レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない
集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。

レンズキャップやひもを持って、本機をぶら下げたり、振り回し
たりしない

ひもが切れて本機が落下し、けがや破損の原因になることがありま
す。

安全上のご注意　 必ずお守りください
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 注意
3Dの視聴について
光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は
3D撮影画像を視聴しない

病状悪化の原因になることがあります。

3D撮影画像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、
視聴を中止する

そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。
 ● 適度な休憩をとってください。

■  近視や遠視の人、左右の視力が異なる人や乱視の人は視力矯正
めがねの装着などにより、視力を適切に矯正する

■  3D撮影画像の視聴中に、はっきりと二重に像が見えたら視聴を
中止する

 ● 3D撮影画像の見えかたには個人差があります。視力を適切に矯
正したうえで3D撮影画像をご覧ください。
 ● テレビの3D設定や本機の3D出力設定を2Dに切り換えることも
できます。

3D撮影画像を視聴する場合は、30～60分を目安に適度な休憩をとる
長時間の視聴による視覚疲労の原因になることがあります。

3D撮影画像の視聴年齢については、およそ5～6歳以上を目安にする
お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいた
め、急に体調が悪くなることがあります。
 ● お子様がご視聴の際は、保護者の方が目の疲れがないか、ご注意
ください。
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保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは
■ まず、お買い求め先へ ご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話 （　　　　　　）　　　　－
お買い上げ日　　　　年　　　月　　　日

修理を依頼されるときは
「メッセージ表示」「Q&A故障かな？と思ったら」（本書および
取扱説明書　活用ガイド）でご確認のあと、直らないときは、ま
ず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連
絡ください。

 ●製品名        デジタルカメラ

 ●品　番        DMC-FZ70

 ●故障の状況   できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修
理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書
を添えてご持参ください。
保証期間: お買い上げ日から本体1年間 
（但し、CD-ROM内のソフトウェアの内容は含みません）

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ
り修理させていただきます。
※ 修理料金は次の内容で構成されています。
技術料   診断・修理・調整・点検などの費用
部品代   部品および補助材料代
出張料   技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間  5年
当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品（製品の機能を
維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。 



75

そ
の
他

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数
分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れ・修理に関するご相談は

● 宅配修理サービスのご案内
（Webサイトからもお申し込みいただけます）

■ お申込みいただいた修理依頼に基づき当社指定の宅配業者が修理依頼品を
お引取りにお伺いし、修理が完了した後に修理品をご自宅までお届けする
サービスです。（このサービスをご利用の場合、別途宅配費用がかかります）

愛情点検 長年ご使用のデジタルカメラの点検を!

こんな症状は
ありませんか

 ● 煙が出たり、異常なにおいや音がする
 ● 映像や音声が乱れたり出ないことがある
 ● 内部に水や異物が入った
 ● 本体やチャージャーが破損した
 ● その他の異常や故障がある
▼

ご使用中止
故障や事故防止のため、本体の電源を切り、
充電時はコンセントからチャージャーを抜
いて、必ず販売店に点検をご相談ください。
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 地域窓口へ直接お持ち込みされる場合は、ホームページにて
地図を掲出しております。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html
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【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報を
ご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音さ
せていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために
発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、
修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開
示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた
だきました窓口にご連絡ください。
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CLUB Panasonicご愛用者登録のご案内

このたびは、パナソニック商品をお買い上げいただき、まことにありがとう
ございました。
さて、弊社ではより良い商品とサービスをお客様にご提供できるようにパナ
ソニック商品をご購入の方にご愛用者登録をお願いしています。
ぜひ、この機会にご愛用者登録をお願いいたします。
※  皆様の貴重なご意見を、製品の開発や改善の参考とさせていただきたいと思いますの
で、アンケートにもご協力いただきますようお願い申し上げます。

ご登録特典1 家電情報をまとめて登録／管理
購入年月や製造番号などをＭｙ家電リストに保存できます。

ご登録特典2 商品情報をスムーズに入手
Ｑ&Ａや取扱説明書など、商品に関する情報が見られます。

ご登録特典3 エンジョイポイントがたまる
たまったポイントでプレゼントに応募できます。

お問い合わせ先：  CLUB Panasonic事務局
club-info＠panasonic.jp

ご登録手順
下記のどちらかを選んでください。

 ■パソコンからの登録方法
次のアドレスにアクセスしてください。
http://club.panasonic.jp/

 ■携帯電話からの登録方法
携帯電話から登録する場合は、携帯電話のメールアドレスが必要です。
 ●二次元バーコードを使ってアクセスする場合

 ●URLを入力してアクセスする場合
http://mobile.club.panasonic.jp/
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