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VQC9543

Wi-Fi® 接続ガイド Wi-Fi 接続で使い方広がる！

スマートフォンとつないで

離れた場所から本機を操作

撮った画像をスマートフォンに送る
 •スマートフォンとの連携で、Webサービスへ
のアップロードも簡単です。

どうやって？

裏面をお読みください。

テレビで見る
ワイヤレスでプリント
パソコンに送ってバックアップ、編集に※

Webサービスに公開※

※  撮影した画像を自動的に送ったり、カメラ内の画像から選んで送った
りできます。

詳しくはCD-ROM（付属）の「取扱説明書 
活用ガイド」をお読みください。

家の中の機器とつないで

パソコンプリンター

テレビ

インターネット

もっと知りたい Wi-Fi　［Q&A］

Q（質問） A（回答）
対応しているスマートフォンは？ Android または iOSのスマートフォンに対応しています。

対応OS；Android2.2 ～ Android4.2
               iOS4.3 ～ iOS6.1

専用アプリがないと使えないのですか？ スマートフォン上で本機のいろいろな操作をするためには
「Panasonic Image App」が必要です。

タブレットにつなぎたい。 スマートフォンと同じ方法でつなぐことができます。対応OSな
どはスマートフォンと同じです。

撮った画像をその場で SNSにアップロードしたい。
どうすれば？

画像をスマートフォンに送ってスマートフォンからアップロード
するのがお勧めです。

通信費用がかかりますか？ 本機の画像をスマートフォンに直接送るだけなら通信費用はかか
りません。ただし 3Gや LTE などの携帯電話回線を利用して、画
像を転送したりアプリをダウンロードしたりする場合、契約内容
によっては高額なパケット通信料が発生することがあります。

パソコンと接続するには？ ご家庭の無線アクセスポイント（無線 LANルーターなど）を経由
してパソコンと接続できます。※

駅やお店のWi-Fi スポットに接続できる？ 本機はWi-Fi スポットと呼ばれる公衆無線 LANサービスに接続す
ることはできません。

セキュリティーが心配です。 本機はWPA、WPA2に対応しています。

 ● App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
 ● Android およびGoogle Play は Google Inc. の商標または登録商
標です。
 ●  はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
 ● FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式で
す。
 ● FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
 ● おサイフケータイは株式会社NTT ドコモの登録商標です。
 ●“Wi-Fi”、“Wi-Fi Protected Setup”、“Wi-Fi Direct”、“WPA”、
“WPA2”は“Wi-Fi Alliance”の商標または登録商標です。

サポートサイトのご案内
サポートサイトで、最新の情報がご確認いただけます。
http://panasonic.jp/support/dsc/

 ● 製品のイラストや画面は、実物と異なる場合があります。

※   詳しくはCD-ROM（付属）の「取扱説明書 活用ガイド」をお読み
ください。



スマートフォンとつないで使ってみよう

専用アプリをスマートフォンに
インストールする

スマートフォンを使って本機を操作するためには、「Panasonic 
Image App」アプリが必要です。
（本書では「Image App」と表記します。）

 ■対応OS
Android2.2 ～ Android4.2
iOS4.3 ～ iOS6.1

1 スマートフォンをネットワークに接続する

2 Android 「Google Play™ストア」を選ぶ
iOS 「App StoreSM」を選ぶ

3 検索フィールドに「Panasonic Image App」と
入力する

4「Panasonic Image App」を選び、インストール
する

 • 最新のバージョンをお使いください。
 •お使いのスマートフォンによっては、正しく動作しない場合があり
ます。「Image App」の情報については、下記サポートサイトを
ご覧ください。
http://panasonic.jp/support/dsc/

スマートフォンと接続する
NFC

NFC機能を使うと、スマートフォンを本機にかざすだけの簡単操作
で接続が完了します。Android（OSバージョン 2.3.3 以上）で、
おサイフケータイ ® FeliCa またはNFCに対応する端末でお使いい
ただけます。（一部機種を除く）
 • iOS 端末などをお使いの場合は、右の「スマートフォンと手動で
接続するには」をお読みください。

1 スマートフォンで「Image App」を起動する

2「Image App」の接続画面に［  ］が表示され
ている状態で、本機の［  ］にスマートフォンの
［  ］をかざす

ここにかざす
（約 5 mm以内）

 •初めて接続するときは、続けて 3、 4  を行ってください。

3 接続画面が表示されたら、   で［はい］を選び、
［MENU/SET］を押す
4 もう一度、スマートフォンを本機にかざす

 • 接続が完了すると、スマートフォンの画面に本機からの映像が
表示されます。

 •本機の電源が切れていても接続操作ができます。接続後に電源が入
り、レンズが飛び出す場合がありますので、振動で本機を落とさな
いようお気をつけください。
 • 1枚再生時に操作すると、画像転送モードでの接続になります。
（→右の「本機の画像を簡単に転送するには」）
 •かざすときに強くぶつけないでください。スマートフォンや本機に
傷がつく場合があります。
 •おサイフケータイ ® FeliCa でご利用時、インターネットへ接続で
きない環境において、一時的にNFC 機能が利用できない場合があ
ります。
 •  マーク表示のないNFC対応スマートフォンもあります。NFC
対応端末の使い方については、各メーカーにお問い合わせくださ
い。

スマートフォンを使って本機を
操作する

撮影する
「Image App」の画面で［  ］を選ぶ
ズーム操作やシャッターを押すなどの操作が、リモコン感覚で行えま
す。

画像を見る、スマートフォンに保存する
「Image App」の画面で［  ］を選ぶ
スマートフォンに画像を保存するには、画像を長めにタッチし、メッ
セージの出る方向にドラッグします。

 •詳しくは「Image App」のヘルプをお読みください。
 •ご使用になるOS により、画面の一部が異なる場合があります。

本機の画像を簡単に転送するには
NFC

スマートフォンを本機にかざすだけで、NFC機能を使ってWi-Fi 接
続ができ、表示中の画像（1枚）を簡単に転送できます。撮った写真
をその場で友人に渡したいときなどに便利です。ご利用には「Image 
App」をインストールしたNFC対応端末が必要です。
準備  •本機を別のスマートフォンと接続しているときは、一度

解除しておく。（→右の「接続を終えるには」）

1 転送したい画像を本機で再生する

2 スマートフォンで「Image App」を起動する
3「Image App」の接続画面に［  ］が表示され
ている状態で、本機の［  ］にスマートフォンの
［  ］をかざす
 • 再生中の画像がスマートフォンに転送されます。

スマートフォンと手動で接続するには

iOS 端末など、NFC非対応の機器と本機を接続するときの方法です。

本機で操作

1 [Wi-Fi] ボタンを長めに押す
 •Wi-Fi 接続ランプが青色に点灯し、接続に必要な情報が表示さ
れます。

SSID：XXXXXXXXX
パスワード：12345abc

Wi-Fi 接続ランプ

( 表示例 )

スマートフォンで操作

iOS 端末をご使用の場合は、ホーム画面の設定アイコンを選ぶと設定
画面になります。
 •ご使用になるOSにより操作などが異なります。

2 Wi-Fi 機能をONにする
3 Wi-Fi 設定の画面で、本機に表示されている SSID
と同じものを選び、パスワードを入力する

4「Image App」を起動する
 • スマートフォンの画面に本機からの映像が表示されます。

接続を終えるには

使用後はスマートフォンとの接続を終了してください。接続を解除す
ると、本機で通常の撮影や再生ができるようになります。
本機の［Q.MENU/ ］ボタンを押し、確認画面で
［はい］を選ぶ

 • Android 端末でアプリを終了したいときは、「Image App」の画
面で戻るボタンを 2回押してください。


