
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」(44～48ページ )を必ずお読み
ください。

≥ さらに詳しい操作説明は、「取扱説明書 活用ガイド」（PDF形式）
に記載されています。Webサイトからダウンロードしてお読み
ください。(34ページ )

≥ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

取扱説明書
デジタルカメラ

品番　DMC-SZ8
保証書付き

VQT5G44-1
F1213NK1024

〒571-8504　大阪府門真市松生町１番15号

C Panasonic Corporation 2014

安全上のご注意

準備

撮る・見る

Wi-Fi

その他
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イ

≥クリエイティブコントロール/
クリエイティブレタッチ

ンテリジェントオートで、かんたん・きれい
カメラを向けるだけでシーンを自動で判
別し、最適な設定に切り換わります。
複雑な操作が不要なので、気軽に撮りたい
ときや初心者にお勧めです。
≥インテリジェントオート

もっと詳しく知りたい（
パソコンに画像を保存す
メッセージ表示............
Q&A 故障かな？と思っ
使用上のお願いとお知ら
無線LAN使用上のお願
仕様...............................
CLUB Panasonic ご愛
「パナソニックスマート
保証とアフターサービス
無料修理規定.............
保証書.........................
本
コ

ス

多

機
ンパ

マ

彩

の特長
クトボディに広角24 mm/光学12倍ズームレンズ

広角24 mmから望遠288 mm相当の光
学12倍ズームレンズを搭載。
また、iAズームを使うと、画質の劣化を抑
えつつ、24倍までズームできます。
≥光学ズーム/iAズーム

ートフォンと簡単に接続できるWi-Fi® 機能
スマートフォンに「Panasonic Image App」
をインストールしておくと、Wi-Fi機能でカメ
ラとスマートフォンを簡単に接続できます。ス
マートフォンを使ってのリモート撮影や写真
のシェアで、楽しみ方が広がります。
≥リモート撮影/カメラの画像を保存する

な撮影・レタッチ機能
懐かしい雰囲気の[オールドデイズ]やふ
んわり柔らかな[ハイキー]など、画面を見
て効果を確認しながら、画像を撮影・レ
タッチできます。

目次
「安全上のご注意」を必ずお
準備

ご使用の前に..................
付属品 .............................
各部の名前と働き..........
バッテリーを入れて充電
内蔵メモリー/カードに
電源を入れて時計を設定

撮る・見る
写真を撮る......................
動画を撮る......................
本機を使いこなすこつ ..
撮影した画像を見る......
モニターの表示一覧......
メニューを使う..............
メニュー一覧..................

Wi-Fi
Wi-Fi®機能について.....
Wi-Fi 機能でできること
スマートフォン/タブレ
無線アクセスポイントを
以前と同じ設定で素早く
[お気に入り接続]）........

その他
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曇るとき）・・・
があると起こります。レンズ汚
になりますのでお気をつけくだ

電源を切り、2時間ほどそのまま
度になじむと、曇りが自然に取

てください
は、必ず事前に試し撮りをし、
いることを確かめてください。

せん
合で撮影や録音されなかった
てはご容赦ください。

さい
ものは、個人として楽しむ以
無断では使用できません。個
っても、撮影を制限している
をつけください。

備
準
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ご使
■本機
本機
≥下
ケ
ま
–
–

–

–

殺虫

本機
ほこ
さい
≥下
か
る
に
–
–
 雨の日や浜辺など水がかかるところ
用の前に
の取り扱いについて
に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。
記のような状態で使用すると、レンズやモニター、外装
ースが破壊される可能性があります。
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
本機をズボンのポケットに入れたまま座る、または
いっぱいになったかばんなどに無理に入れる
本機に取り付けたストラップに、アクセサリーなどを
ぶら下げる
レンズ部やモニターを強く押さえつける

剤や揮発性のものを本機にかけないでください。

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

■露付きについて（レンズが
≥露付きは、温度差や湿度差
れ、かび、故障の発生原因
さい。
≥露付きが起こった場合、
にしてください。周囲の温
れます。

■事前に必ず試し撮りをし
大切な撮影（結婚式など）
正常に撮影や録音されて

■撮影内容の補償はできま
本機およびカードの不具
場合の内容の補償につい

■著作権にお気をつけくだ
あなたが撮影や録音した
外は、著作権法上権利者に
人として楽しむ目的であ
場合がありますのでお気



Cタイプ）付き（P7）
売：DMW-AC9）を使うと、本機に
なくても撮影や再生ができます。

DMW-BCL7
ー※1 DMW-BTC11

)
DMW-AC9

DMW-CFT1
DMW-CT20
DMW-SSTX1
DMW-USBC1
DMW-AVC1

でお買い求めいただけます。
直販サイト「パナソニック ストア」
ものもあります。
 ストア」のサイトをご覧ください。
ore.panasonic.com/

ープのショッピングサイト
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付

●

●

●

カードは別売です。カードを挿入していない場合は、内
蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。
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。

http://jp.st

パナソニックグル
属品
付属品をご確認ください。
記載の品番は2014年1月現在のもので
す。変更されることがあります。

バッテリーパック DMW-BCL7
（本文中ではバッテリーと表記します）
≥充電してからお使いください。

ACアダプター VSK0771
[本文中ではACアダプター（付属）と表記
します]
≥充電、撮影および再生に使用できます。

ハンドストラップ VFC4737-A

USB接続ケーブル K1HY08YY0037

■別売品のご紹介

※1 海外用変換プラグ（
※2 ACアダプター（別

バッテリーを入れ

バッテリーパック
バッテリーチャージャ
(充電時間 : 約90分)
ACアダプター※2

(充電時間 : 約150分
ソフトケース

ショルダーストラップ
USB接続ケーブル
AVケーブル

付属品や別売品は販売店
パナソニックの家電製品
でお買い求めいただける
詳しくは「パナソニック
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Fi
ァイ

]ボタン（P25、27、28、30、33）
ソルボタン（P9、13）
では、カーソルボタンの上下左右を押
作を3/4/2/1で説明しています。
ュー操作時は、それぞれ上下左右
に項目の選択などができます。
）[È] 4（下）[DISP.

ディスプレイ

]
）[ë] 1（右）[‰]

ENU
クメニュー

]ボタン（P21）
]（消去）ボタン（P17）
]（戻る）ボタン（P21）

取り付け部
の長さが5.5 mm以上の三脚を取
けると、本機を傷つける場合があ
す。
の種類によっては適切に取り付け
ない場合があります。
ーカー
ーカーを指で塞がないようお気をつ
ださい。音が聞こえにくくなります。
ド/バッテリー扉（P6、8）
レバー（P6、8）




備
準

DMC-SZ8BASIC_VQT5G44_jpn.book  5 ページ  ２０１４年３月５日　水曜日　午後３時５５分
各部

1 シ
2 動
3 ズ
4 フ
5 マ
マ
く

6 電
7 レ
8 セ

A
9 レ
: レ













ンズバリア
る端子です。 H 開閉
ャッターボタン（P12）
画ボタン（P15）
ームレバー（P13）
ラッシュ発光部
イク
イクを指で塞がないようお気をつけ
ださい。 
源ボタン（P9）
ンズ部（P3）
ルフタイマーランプ
F補助光ランプ
ンズ鏡筒

; モニター（P19、20）
保護フィルムをはがしてお使いください。

< [MODE
モ ー ド

]ボタン（P11）

= [MENU/SET
メ ニ ュ ー/セ ッ ト

]ボタン（P9、11）
メニューを表示したり、設定を変更し
たりするときに押します。

> [(]（再生）ボタン（P17）
? 充電ランプ（P7）

Wi-Fi接続ランプ（P25）
@ ストラップ取り付け部（P10）

A [AV OUT
ア ウ ト

/DIGITAL
デ ジ タ ル

]端子（P7、35）
バッテリーを充電するときにも使用す

E 三脚
ねじ
り付
りま
三脚
でき

F スピ
スピ
けく

G カー





の名前と働き








　



MODE















Q.MENU




B [Wi-
ワイフ

C カー
本書
す操
メニ
方向
3（上
2（左

D [Q.M
クイッ

[
[



OPEN]側にスライドさせて
ー扉を開く
て、確実に奥まで挿入し、バッ
バーがかかっていることを確

リー扉を閉じて、開閉レバー
スライドさせる

る

取り出す場合は…
のレバーを矢印
の方向に引く

DMC-SZ8BASIC_VQT5G44_jpn.book  6 ページ  ２０１４年３月５日　水曜日　午後３時５５分
6

バ
本機
（付
≥本
す
り
≥お
し
≥本

≥A
を
≥バ
き
≥使
い
り
≥バ
く

■

ださい。
電源の供給（給電）について
本機にバッテリーを入れた状態でACアダプター（付属）
を使用すると、USB接続ケーブル（付属）を経由して、電源
コンセントから電力を供給（給電）することができます。
≥撮影中はバッテリーを消耗する場合があります。バッテ
リー残量がなくなると、電源が切れます。
≥ACアダプター（付属）を抜き差しする場合は、本機の電源
を切ってから行ってください。
ッテリーを入れて充電する
専用のACアダプター（付属）、USB接続ケーブル
属）、バッテリーを使用してください。
機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池で
。温度が高すぎたり低すぎたりすると、使用時間が短くな
ます。
買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電
てからお使いください。
機にバッテリーを入れた状態で充電してください。

C アダプター（別売：DMW-AC9）でも、本機にバッテリー
入れて充電できます。
ッテリーチャージャー（別売：DMW-BTC11）でも充電で
ます。
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
ます。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではあ
ません。
ッテリーの外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないで

本機の状態 充電
電源オフ できます
電源オン できません

1 開閉レバーを[
カード/バッテリ

2 向きに気をつけ
テリーにAのレ
認する

3 カード/バッテ
を[LOCK]側に

バッテリーを入れ
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、日本国内で使用することを前
ますが、海外旅行等での使用

V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）

ントの形状は異なるため変換プラ

店にご相談のうえ、お求めください。
すると、故障するおそれがあり
ださい。

マークを
合わせて挿入

赤色点灯： 充電中
消灯： 　　充電終了
赤色点滅： 充電エラー（P38）
（バッテリーを使い切ってか
ら充電する場合、約150分
が満充電の目安です）
≥点灯まで数秒かかる場
合があります。

充電ランプ

備
準

DMC-SZ8BASIC_VQT5G44_jpn.book  7 ページ  ２０１４年３月５日　水曜日　午後３時５５分
ることがあります。
≥電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した
場合は、ノートパソコンの電池が消耗していきます。その
まま長時間放置しないでください。
≥必ずパソコンのUSB端子に接続してください。モニター
やキーボード、プリンターの USB 端子やUSBハブには
接続しないでください。

●満充電後は、USB接続ケーブル（付属）をつなぎ直すと、
しばらくの間充電ランプが点灯します。

提として設計されており
は問題ありません。
≥電源電圧（100 V～240
でご使用いただけます。
≥国、地域によって電源コンセ
グが必要です。
変換プラグは旅行会社や販売
≥市販の変圧器などを使用
ますので、使用しないでく
≥充電は周囲の温度が10 ℃～30 ℃（バッテリーの温度も同
様）のところで行うことをお勧めします。
≥充電完了後は、AC アダプター（付属）を電源コンセントから
抜いてください。

1 ACアダプター（付属）と本機をUSB接続ケー
ブル（付属）でつなぐ
≥付属のACアダプターまたは、当社製ACアダプター
（別売：DMW-AC9）以外は使わないでください。
故障の原因になります。
≥ACアダプター（付属）とUSB接続ケーブル（付属）は
本機専用です。
他の機器に使用しないでください。故障の原因になります。

2 ACアダプター（付属）を電源コンセントに差
し込む

● 電源の入っているパソコンと本機をUSB接続ケーブル（付
属）でつないでも、バッテリーを充電することができます。
≥充電中にパソコンが休止状態になると、充電が中止され

充電する

本機にバッテリーを入れてください。
電源が切れていることを確認してください。

■海外旅行先で使う
ACアダプター（付属）は

ACアダプター
（付属）

USB接続ケーブル（付属）



EN]側にスライドさせてカード/
く
、「カチッ」と音がするまで確実に

ー扉を閉じて、開閉レバーを
イドさせる

カチッ

り出す場合は…
チッ」と音がするまで押し、
っすぐ引き抜く

子部には触れないでください。
続端子部
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内
本機

■

■

カ
カ

ぞれの対応機器でのみ使用できます。
●動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class6」以
上のカードを使用してください。
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。カードのラベル面でご確認ください。

●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。
http://panasonic.jp/support/dsc/

（例）
向きを確認 取

「カ
ま

端
接

蔵メモリー/カードについて
では以下のように動作します。

内蔵メモリー
≥記録した画像はカードにコピーすることができます。
≥容量：約80 MB
≥カードよりアクセス時間が長い場合があります。
カード
本機ではSD規格に準拠した以下のカードが使用でき
ます。（本書では、これらをカードと記載しています）

●上記の容量以外のカードは使えません。
● SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは、それ

ードを挿入していない場合 内蔵メモリーで記録・再生
ードを挿入している場合 カードで記録・再生

SDメモリーカード（8 MB～2 GB）
miniSDカード※/microSDカード※

SDHCメモリーカード（4 GB～32 GB）
microSDHCカード※

SDXCメモリーカード（48 GB、64 GB）
※ 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着し
てお使いください。

■カードを入れる
1 開閉レバーを[OP

バッテリー扉を開
2 向きに気をつけて
奥まで入れる

3 カード/バッテリ
[LOCK]側にスラ
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ンを押して決定する
ンを押す

を押してメニュー画面を表示

[セットアップ]を選び、
を押す
定]を選び、[MENU/SET]ボ

れます。

を取り出しても、内蔵電池を
れます。（内蔵電池を充電する
ッテリーを本機に約2時間入

い場合、電源を切ると各種設
とがあります。

備
準
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電源
お買い
≥ACア

1 電

2 [
を

3 2
た
時
示
ボ

戻る 選択 決定

/  12 / 1      10 : 002014

年/月/日 24時間

時計設定

： 旅行先の時間

表示順
時刻表示形式
を入れて時計を設定する
上げ時は、時計設定されていません。
ダプター（付属）との接続は解除しておいてください。

源ボタンを押す

MENU/SET]ボタン
押す

/1ボタンで合わせ
い項目（年・月・日・
・分・表示順・時刻表
形式）を選び、3/4
タンで設定する

： ホームの時間

4 [MENU/SET]ボタ

5 [MENU/SET]ボタ

■時計設定を変更する
1 [MENU/SET]ボタン
する

2 3/4/2/1ボタンで
[MENU/SET]ボタン

3 3/4ボタンで[時計設
タンを押す
≥時計設定画面が表示さ

●時計設定はバッテリー
使って約7日間記憶さ
には、満充電されたバ
れてください）

●時計設定を行っていな
定がリセットされるこ



けたまま、本機を振り回したり、無
ないでください。ストラップのひ
ります。
押す瞬間に、本機が動かないよう
。
AF補助光ランプ、マイク、スピー
指がかからないようにしてくだ

時やリモート撮影時など、カメラ
使うときは、レンズ鏡筒が伸びて
あります。三脚を使用するなどし
をお勧めします。

]が表示されたときは、以下のこ

秒]に設定する
]にする

はシャッタースピードが遅くなっ
で、シャッターを切ったあと、画像
本機を動かさないでください。
ンクロ
景&人物]/[夜景]/[星空]
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写

両手
て構

本

ハンド
ストラップ

スピーカー ≥三脚を使う

●特に以下の場合に
て撮影されますの
が表示されるまで
≥赤目軽減スローシ
≥シーンモードの[夜
真を撮る

で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を開い
える

機の構え方

マイク

ＡＦ補助光ランプ
フラッシュ発光部

ストラップ取り付け部
落下防止のため、必ずハンド
ストラップを取り付け、手首
に通してご使用ください。

●ストラップを取り付
理に引っ張ったりし
もが切れるおそれがあ

●シャッターボタンを
にお気をつけください

●フラッシュ発光部や
カー、レンズ部などに
さい。

●セルフタイマー撮影
を構えずにズームを
本機が傾くおそれが
て本機を固定すること

■手ブレを防ぐために
手ブレ警告表示[
とをお試しください。
≥セルフタイマーを[2
≥ [手ブレ補正]を[ON
≥ [ISO感度]を高くする
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■撮影モードについて

ートモード
撮影します。

します。
トロールモード 
がら撮影します。
[ハイキー]、[ダイナミック
、15種類の画像効果を選ぶこ

影します。
[ハイキー]、[ダイナミック
、13種類の画像効果を加えて
ます。

て撮影します。
空]など、15種類のシーンを
。

る
見
・
る
撮
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を押す 選ぶことができます
被写体や表現方法に合わせて、撮影モードを切り換えて撮
影することができます。

1 [MODE]ボタンを押す

2 3/4/2/1ボタンで撮影モードを選ぶ

3 [MENU/SET]ボタン

撮影モードを選ぶ

撮影モード

SCN
通常撮影

戻る 選択 決定

¦ インテリジェントオ
カメラにおまかせで

! 通常撮影モード
お好みの設定で撮影
クリエイティブコン
画像効果を確認しな
[オールドデイズ]や
モノクローム]など
とができます。
パノラマモード
パノラマの写真を撮
[オールドデイズ]や
モノクローム]など
撮影することができ

Û シーンモード
撮影シーンに合わせ
[人物]や[風景]、[星



トモードで設定できるメニュー
以下のとおりです。

設定できる内容が異なります。

の書き込み、読み出しや消去、
ど）は、電源を切ったり、バッテ
アダプターを取り外さないでく

ードに記録されたデータは電磁
カードの故障などにより壊れたり
ります。大切なデータはパソコン
とをお勧めします。

項目

画素数]※2/[連写]※2

設定]

説明書のWebサイト]/
設定]/[ワールドタイム]/
モード]/[操作音]
以外の項目は表示されません。上
外の項目は、他の撮影モードで設
ることができます。

に接続]/[ 履歴から接続]/
に入り接続]/[Wi-Fi設定]
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写

カメ

1
2

3
■

カ

自動シーン判別
カメラが最適なシーンを判別すると、各シーンのアイ
コンが2秒間青色で表示後、通常の赤色に変わります。
≥動画撮影時は[¦]で撮影されます。自動シーン判別は働
きません。

※1 フラッシュを[ ]に設定したときのみ表示されます。

i人物 i風景 iマクロ

i夜景&人物※1 i夜景 i夕焼け

リーやカード、AC
ださい。

●内蔵メモリーやカ
波、静電気、本機や
消失することがあ
などに保存するこ
真を撮る （続き）

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。

[インテリジェントオート]を選ぶ（P11）

シャッターボタンを半押し（軽く
押す）してピントを合わせる
≥ピントが合うと、フォーカス表示（緑）が
点灯します。

シャッターボタンを全押し（さら
に押し込む）して撮影する

メラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード）

ISO 1/601/601/60F3.1F3.1F3.1

フォーカス表示

AFエリア

自動判別したシーン

■インテリジェントオー
設定できるメニューは

※2 他の撮影モードと

●アクセス中（画像
フォーマット中な

メニュー

撮影 [記録

動画 [画質

セットアップ

[取扱
[時計
[機内
≥上記
記以
定す

Wi-Fi [新規
[お気
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U/SET]
変更で
選択で
）

を表示します。

ーの表示を切り換えます。再生
きます。（再生時、ガイドライン

定画面を表示します。
/[ ]（2秒）/[OFF]
面を表示します。
](i オート)/

オート）/[‰]（強制発光）/
スローシンクロ）/[Œ]（発光禁止）
します。（P21）
できます。

残1m10s

る
見
・
る
撮
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■ピントの合う範囲
ズーム操作時に撮影可能範囲
（ピントの合う範囲）が表示さ
れます。
≥撮影可能範囲はズーム位置に
よって段階的に変化する場合
があります。

1.0XW T
0.03m - ∞
撮影可能範囲表示

1（‰）

フラッシュの設定画
[‡]（オート）/[
[ ]（赤目軽減
[ ]（赤目軽減

メニュー画面を表示
再生時も同じ操作が
風景などを広く（広角）撮っ
たり人や物を大きく（望遠）
撮ることができます。

■ズームの種類
光学ズーム：
画質を劣化させずに最大12倍まで拡大します。
EX光学ズーム：
付きの記録画素数を選ぶと働きます。画像を劣化さ

せずに最大27倍まで拡大します。（光学ズームの倍率
を含みます。また記録画素数により変わります）
iAズーム：
画質の劣化を抑えつつ、元のズーム倍率の2倍まで拡
大できます。撮影メニューの[iAズーム]を[ON]に設定
すると働きます。
デジタルズーム：
画質は拡大するたびに劣化しますが、元のズーム倍率の4倍
（iAズーム使用時は2倍）まで拡大できます。撮影メニュー
の[デジタルズーム]を[ON]に設定すると働きます。

ズームを使う
広く撮る（広角）

大きく撮る（望遠）

3/4/2/1ボタンと[MEN
ボタンを使って機能や設定を
きます。（撮影モードによって
きない機能や設定があります

機能や設定を変更する

3（È） 露出補正の設定画面

4
（DISP.）

押すごとにモニタ
時も同じ操作がで
は表示されません）

2（ë） セルフタイマーの設[ ]（10秒）

55
撮影情報
記録可能枚数と
記録可能時間が
切り換わります。

ガイドライン
構図のバランス
を取るときに
使います。



に近い白色に調整します。

撮影できます。

定して撮影した写真の日付情報は、
ん。
ないと、日付情報を焼き込むことが

法は21ページをお読みください。

設定内容 
自動調整

晴天の屋外で撮影するとき
曇りの屋外で撮影するとき
屋外の晴天下の日陰で撮影するとき
白熱灯下で撮影するとき
[Ó]で設定した値を使用
手動で設定

設定内容
年月日を焼き込みます。
年月日時分を焼き込みます。

―
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14

写

■

■

■

撮

オートフォーカスモード
被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせ方を選択できます。

ノイズ 少ない 多い
被写体ブレ 多い 少ない

設定 設定内容
[š]（顔認識）人の顔を自動的に検知します。（最大12人）

[ ]（9点） AFエリアごとに最大9点までピントを合
わせることができます。

[Ø]（1点） 中央のAFエリア内にピントを合わせます。

≥ [日付焼き込み]を設
消すことができませ
≥時計設定を行ってい
できません。

●撮影メニューの設定方

[日時]
[OFF]
真を撮る （続き）

記録画素数
本機で撮影した写真は、最大約1600万画素の画像
データとなります。小さい用紙へプリントする場合や、
Webなどにアップロードする場合は、記録画素数を小
さくして撮影することをお勧めします。
記録画素数と記録可能枚数について

ISO感度
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。

影に便利なメニュー

保存先 16M(4:3) 3M（4:3） 0.3M（4:3）
内蔵メモリー
（約80 MB） 9 80 370

カード（2 GB） 190 1950 8500

[100]  [1600]
撮影場所（お勧め） 明るいとき（屋外） 暗いとき
シャッタースピード 遅くなる 速くなる

■ホワイトバランス
光源に合わせて見た目

■日付焼き込み
撮影日時入りの写真を

設定
[AWB]
(オートホワイトバランス)
[V](晴天)
[Ð](曇り)
[î](日陰)
[Ñ](白熱灯)
[Ò](セットモード)
[Ó]
(セットモード設定)

設定
[日付]
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]で記録する動画の画質を変

るとき、[画質設定]は[QVGA]に

のは、最大2 GBまでです。
きる最大記録可能時間までしか

いて
ズーム、iAズームを使用でき

ームを使っている場合、動画撮
角が大きく変わります。
作などをすると、その動作音
ります。
ードは通常より遅くなります。
作を行うと、ピントが合うま
があります。

コマ数 画像横縦比
素

30コマ/秒
16：9

素
4：3

素

る
見
・
る
撮
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動画
本機は
影がで

1 撮
≥

2 動
を

≥

3 も

●動画
るた
う一度動画ボタンを押して撮影を終了する

撮影中はピントやレンズの絞りを自動的に調整す
め、その動作音が記録される場合があります。

●動画撮影中にズーム操
が記録される場合があ

●動画撮影中のズームスピ
●動画撮影時にズーム操
でに時間がかかること
を撮る
QuickTime Motion JPEGの記録方式で動画撮
きます。

影モードを選ぶ（P11）
各撮影モードに適した動画が撮影できます。
（パノラマモードでは動画を撮影できません）

画ボタンを押して撮影
開始する

動画の記録中は、記録動作表示（赤）が点滅します。

残1m07s残1m07s残1m07s

3s3s3s

記録動作表示

記録可能時間

記録経過時間

動画アイコン

■画質設定について
動画メニューの[画質設定
更できます。

● 内蔵メモリーに記録す
固定されます。

● 動画を連続で撮影できる
画面には、2 GBで記録で
表示されません。

■動画撮影中のズームにつ
●動画撮影中はEX光学
ません。

●EX光学ズームやiAズ
影開始時や終了時に画

設定 画質
[HD] 1280k720画
[VGA] 640k480画
[QVGA] 320k240画



メニュー/機能で

に気を付けて撮りたいとき
りたいとき

ボタンで表示）

、たくさん撮影したいとき
大きく撮影したいとき
を変更したいとき

ニュー）

ム倍率を上げたいとき

ュー）

の色が違うとき

撮影メニュー）

とき

メニュー）

掲載したいとき
いとき

生メニュー）

作して写真を撮りたいとき

レットでリモート撮影する

/タブレットやパソコンに送りたいとき

]/[カメラ内の画像を送る]
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16

本
こ

旅行

花を

街頭

星空

屋外

屋内
Û シーンモード（人物、美肌）

で人物を撮影したいとき

¦ インテリジェントオートモード
≥フラッシュも併用してください。

≥メールに写真を添付した

[リサイズ（縮小）]（再

離れた場所からカメラを操

スマートフォン/タブ
（Wi-Fi機能）

撮った写真をスマートフォン

[撮影中に画像を送る
（Wi-Fi機能）
機を使いこなすこつ
んなときは、この撮影モードで

先で、記念写真を他の人に頼んで撮影してもらうとき

¦ インテリジェントオートモード

アップで撮りたいとき

¦ インテリジェントオートモード

のイルミネーションをきれいに撮りたいとき

¦ インテリジェントオートモード
Û シーンモード（夜景）

を撮りたいとき

Û シーンモード（星空）
≥三脚を使って撮影してください。
≥セルフタイマーを設定して撮影すると、カメラブレの
軽減に効果があります。

で人物を撮影したいとき

¦ インテリジェントオートモード

こんなときは、この

≥風景や建物を水平や垂直
≥被写体をバランスよく撮

ガイドライン表示（4

≥限られたカードの容量で
≥EX光学ズームを使って
≥用途に応じて画像サイズ

[記録画素数]（撮影メ

画質の劣化を抑えつつズー

[iA ズーム]（撮影メニ

目で見た色と撮影した画像

[ホワイトバランス]（

撮影日時を写真に焼き込む

[日付焼き込み ]（撮影

≥Web サービスに写真を
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m

]ボタンを押す
。[はい]を選ぶと消去されます。

きるのは50枚までです。

去]を選び、
を押す
画像を選び、[MENU/SET]ボ

表示されます。
T]ボタンを押すと設定が解除

選び、[MENU/SET]ボタンを

す。[はい]を選ぶと消去されます。

[フォーマット]を使うと内蔵
初期化し、画像を全て消去し

マットをすると、元に戻すこ
をつけください。

る
見
・
る
撮
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撮影
カード
ときは
≥カメ
源が
（カー
時間

1 [
押

2 2

■拡大

≥拡
（拡
率
≥ズ

≥1
タ

大表示中は、カーソルボタンで、表示位置を調整できます。
大したあと、ズームレバーを[L]（W）側に回すと、倍
が小さくなります）
ームレバーを[L]（W）側に回すと、1画面 12画面
30画面 カレンダー検索に切り換わります。
2画面または30画面で画像を選び、［MENU/SET］ボ
ンを押すと、1画面表示されます。

■フォーマットについて
セットアップメニューの
メモリーまたはカードを
ます。

●画像は一度消去やフォー
とができませんので、お気
した画像を見る
が入っているときはカードの画像を、入っていない
内蔵メモリーの画像を再生します。
ラの電源がオフのときに[(]ボタンを長めに押すと電
入り、再生画面が表示されます。
ドに記録されている画像が多いと、電源が入るまでに
がかかる場合があります。）

(]ボタンを
す

/1ボタンで画像を選ぶ

表示する/一覧表示する

100-0001100-0001100-0001 1/51/5ファイル番号
画像番号

一覧表示 拡大表示

■画像を消去する
（1枚消去）
消去する画像を選び、[
≥確認画面が表示されます

（複数消去）※
※複数消去で一度に消去で
1 [ ]ボタンを押す
2 3/4ボタンで[複数消
[MENU/SET]ボタン

3 3/4/2/1ボタンで
タンを押す（繰り返す）
≥設定した画像に[ ]が
もう一度[MENU/SE
されます。

4 2ボタンで[実行]を
押す
≥確認画面が表示されま



効果を加えることができます。

真を選び、3ボタンを押す
クリエイティブレタッチ]を選んで

例写真から画像効果を選び、
タンを押す
ントロールモードと同じ画像効果
きます。
、選択されている画像効果の説明が

れます。[はい]を選ぶと実行されます。

た写真はレタッチできない場合が

タッチ後の画像とでは、効果の度
ります。

チする(クリエイティブレタッチ)
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18

撮

本機
Mo
2/
を選
≥パ

■

動

≥音量はズームレバーで調整できます。

1 早送り（2段階）/コマ送り（一時停止中）
影した画像を見る （続き）

で再生できる動画のファイル形式はQuickTime 
tion JPEGです。
1ボタンで動画アイコン（[ ]など）が付いた画像
び、3ボタンを押して再生する
ノラマ写真も、同様の操作で再生できます。

動画再生中の操作

画を見る

3 再生/一時停止
[MENU/SET] 停止

2 早戻し（2段階）/コマ戻し（一時停止中）

03s03s03s動画アイコン

撮影した写真にお好みの

1 2/1ボタンで写
≥再生メニューの[
も、操作できます。

2 3/4ボタンで作
[MENU/SET]ボ
≥クリエイティブコ
を加えることがで
≥2ボタンを押すと
表示されます。
≥確認画面が表示さ

●すでにレタッチされ
あります。

●プレビュー表示とレ
合いが異なる場合があ

撮影した写真をレタッ
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：セルフタイマー

：ホワイトバランス

： バッテリー残量 
：フォーカス
 
 
：暗部補正
 
 

：
クリエイティブ
コントロール調整表示

：連写

e（分）｣、sは｢ second（秒）｣を

：記録経過時間※

： 露出補正 

：
 
ISO感度
：絞り値
：
 
シャッタースピード

：AF補助光
ISOISO
100100

3s3s
モニター輝度
モニターパワーセーブ
：

る
見
・
る
撮
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モニ
■撮影

55

333

月
現

ズ
EX
ターの表示一覧
時

 
 
 
  

： AFエリア
 

sss
1/601/601/60

齢/年齢
在日時

ーム表示

TW

ワールドタイム：

光学ズーム表示 iAズーム領域 ズーム倍率(目安)

光学ズーム領域 デジタルズーム領域

：撮影モード

 
：フラッシュ

  

 

：手ブレ補正
手ブレ警告：

ISOISOISO
100100100

：記録画素数
：画質設定

F3.1F3.1F3.1

※ hは｢ hour（時間）｣、mは｢ minut
    省略した表示です。

： 記録可能枚数

（残XXhXXmXXs）
 記録可能時間※ 

（記録時のみ表示）

：内蔵メモリー 

：

 

日付焼き込み

カード：

記録動作：



：クリエイティブ
レタッチ済み

 

ute（分）｣、sは｢ second（秒）｣を

：バッテリー残量

フォルダー・
ファイル番号
：

（XXhXXmXXs）

画像番号1/5：

再生経過時間※

：記録画素数

位置情報表示：GPSGPS 

トータル枚数

コンや撮影情報などが正しく表示
本機の機能を使用できない場合が
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モ
■

ニターの表示一覧 （続き）
再生時

1/51/51/5100100    00010001100  0001__

03s03s03s

 ：再生モード
 
：プロテクト
 
 ：日付焼き込み済み表示 

： 画質設定
： 動画記録時間※

撮影日時

撮影情報

：
ケーブル切断禁止
アイコン

ワールドタイム：
※ hは｢ hour（時間）｣、mは｢ min
    省略した表示です。

：内蔵メモリー

クリエイティブレタッチ
動画再生
パノラマ再生

月齢/年齢

：
モニターパワーセーブ
パワーモニター

● 他機で撮影された画像には、アイ
    されない場合があります。また、
    あります。
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て設定内容を選び、
ンを押す

、繰り返し[ ]ボタンを押す
ンを半押ししてもメニュー画面

と、一部のメニューを簡単に
。
は、設定できない項目もあります。
U]ボタンを押す
項目と設定内容を選び、
を押して終了する

戻る 選択 決定

オートフォーカスモード

顔認識
自動検知した顔に
ピントを合わせます容

オートホワイトバランス
ホワイトバランス

AWBAUTO OFF QVGA OFF

る
見
・
る
撮
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メニ
メニュ
能の操

1 [
を

2 3
[

3 3
[

（

（

（

/4ボタンでメニューの項目を選び、
MENU/SET]ボタンを押す

戻る 選択 決定

ホワイトバランス

ISO感度
記録画素数

オートフォーカスモード

AUTO

AWB

1/3

ピントの合わせ方を選びます

撮影ページ（ズームレバーを
回しても切り換わります）

現在の設定

メニュー項目

[MENU/SET]ボタン
ューを使う
ーを使って、本機の設定や撮影機能の設定、再生機
作などが行えます。

MENU/SET]ボタン
押す

/4/2/1ボタンでメニューを選び、
MENU/SET]ボタンを押す

メニュー 内容
撮影
撮影モードのみ）

色合いや感度、画素数などをお好
みで設定できます。

動画
撮影モードのみ）

画質設定など動画撮影時の設定
ができます。

再生
再生モードのみ）

画像の保護や切り抜きなど撮影し
た画像に対する設定ができます。

セットアップ 時計の設定や操作音の切り換えな
ど、使いやすさの設定ができます。

Wi-Fi Wi-Fi の接続や、Wi-Fi 機能を使う
ために必要な設定ができます。

4 3/4ボタンを押し
[MENU/SET] ボタ

■メニューを終了する
撮影/再生画面に戻るまで
≥撮影時はシャッターボタ
を終了できます。

■クイックメニューを使う
クイックメニューを使う
呼び出すことができます
≥モードや表示画面によって
1 撮影状態で、[Q.MEN
2 3/4/2/1ボタンで

設定内



設定
VGA、QVGA
OFF

設定
報データ付与、位置情報データ消去

－

定、複数設定
－

定、複数設定、全解除
SD（内蔵メモリーからカード）、
IN（カードから内蔵メモリー）
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メ
撮影

記

IS

ホ

オ
モ
暗
iA
デ
連
A
デ
手
日

ジタル赤目補正 ON、OFF
ブレ補正 ON、OFF
付焼き込み 日付、日時、OFF
ニュー一覧
メニュー（[通常撮影]の場合）

メニュー項目 設定

録画素数

(4:3)16M、(4:3)8M EZ、
(4:3)3M EZ、(4:3)0.3M EZ、
(3:2)14M、(3:2)7M EZ、(3:2)2.5M EZ、
(16:9)12M、(16:9)2M EZ、
(1:1)12M、(1:1)2.5M EZ

O感度 AUTO、iISO、100、200、400、800、
1600

ワイトバランス
オートホワイトバランス、晴天、曇り、
日陰、白熱灯、セットモード、
セットモード設定

ートフォーカス
ード

顔認識、9点、1点

部補正 ON、OFF
ズーム ON、OFF
ジタルズーム ON、OFF
写 連写オン、高速連写、連写オフ
F 補助光 ON、OFF

動画メニュー

再生メニュー

メニュー項目
画質設定 HD、
AF連続動作 ON、

メニュー項目
位置情報記録 位置情
クリエイティブ
レタッチ
リサイズ（縮小） 1枚設
トリミング（切抜き）
プロテクト 1枚設

コピー IN→
SD→
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設定
トフォンとつないで使う、
に画像を送る、
内の画像を送る

－
－

、今すぐ転送、転送先設定、
、ログ表示
る、標準に戻す

－
除

－

－
る
見
・
る
撮
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セット
メニ

取扱説
Webサ
時計設
ワール
機内モ
操作音
モニタ

モニタ

動画記

エコモ

オート
露出補
設定リ
Wi-Fi設

テレビ

バージ
フォー
テレビ画面タイプ：16:9、4:3
ョン表示 －
マット －
アップメニュー
ュー項目 設定
明書の
イト

URL表示、USB接続、QRコード表示

定 －
ドタイム 旅行先、ホーム
ード ON、OFF

小、大、OFF
ー調整 明るさ、コントラスト・彩度、赤み、青み

ー輝度 オートパワーモニター、パワーモニター、
ハイアングル、OFF

録枠表示 ON、OFF

ード 自動電源OFF：2分、5分、10分、OFF
モニターパワーセーブ：ON、OFF

レビュー 1秒、2秒、ホールド、OFF
正リセット ON、OFF
セット 撮影設定、セットアップ設定
定リセット －

接続設定 ビデオ出力方式：NTSC、PAL

Wi-Fiメニュー
メニュー項目

新規に接続
スマー
撮影中
カメラ

履歴から接続
お気に入り接続
Wi-Fi設定

おまかせ画像転送 自動転送
充電優先

PC接続設定 変更す
機器名称
Wi-Fiパスワード 設定、解
ネットワーク
アドレス表示
認証情報



ットワークに接続しないでください
能を使用するときに無線ネット
索を行います。その際、利用する権
ワーク（SSID※）が表示されるこ
アクセスと見なされるおそれが
ないでください。
Nで特定のネットワークを識別する
す。このSSIDが双方の機器で一致
になります。

、Wi-Fi の使用が禁止されています
どが計器類に影響を及ぼすことが
の機内や病院などに本機を持ち
]を[ON]に設定のうえ、本機の電

するには、無線アクセスポイントまた
LAN機能が必要です。
は、IEEE802.11b、IEEE802.11g
対応のものをご使用ください。
環境を経由して無線LAN接続する

、十分に充電されたバッテリーの使

赤く点滅している場合は、他の機器
、通信が途切れたりすることがあり
どのメッセージが表示されます）
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W
■

■

■

■

でください
≥電子レンジ付近など磁場・静電気・電波障害が発生すると
ころで使用しないでください。電波が届かないことがあ
ります。
≥2.4 GHz帯の電波を使用する電子レンジやコードレス
電話機などの機器の近くで使用すると、両方の処理速度
が低下することがあります。

またはIEEE802.11n
≥本機は公衆無線LAN
ことはできません。
≥画像を送信する際は
用をお勧めします。
バッテリー残量表示が
と接続できなかったり
ます。（[通信エラー]な
i-Fi®機能について
本機は無線LAN機器としてお使いください
無線LAN機器よりも高い信頼性が要求される機器や
電算機システムなどの用途に使用する場合は、ご使用
になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置
を十分に行ってください。無線LAN機器としての用途
以外で使用して損害が生じた場合、当社は一切の責任
を負いかねます。

Wi-Fi 機能は日本での利用を前提としています
本機のWi-Fi 機能は、日本での利用を前提としています。
日本国外での使用は、その国の電波関連規制等に違反す
るおそれがあり、当社は一切の責任を負いかねます。

電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります
電波によるデータの送受信は、第三者に傍受される可
能性があります。あらかじめご了承ください。
情報セキュリティーのためにも無線アクセスポイント
で暗号化を設定することを強くお勧めします。

磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しない

■利用権限のない無線ネ
本機は、無線LAN機
ワーク環境の自動検
限のない無線ネット
とがありますが、不正
ありますので、接続し
※ SSIDとは、無線LA
ための名前のことで
した場合、通信可能

■国内線の航空機内では
本機からの電磁波な
ありますので、飛行機
込む際は[機内モード
源を切ってください。

■ご使用の前に
≥本機でWi-Fi機能を使用
は接続先の機器に無線
無線アクセスポイント
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後に [Wi-Fi] ボタンを押すと、
す。

リーを抜き差ししたり、通信可
しないでください。
が一瞬乱れることがあります
はありません。

Wi-Fi 接続中に
[Wi-Fi]ボタンを押す

[接続を終わる]

[接続先を変える]

[画像の送信設定を変える]

[今の接続先をお気に入り
に入れる]

[ネットワークアドレス表示]

W
i-Fi
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■Wi-

■ [W
（ス
トと
[W
し、
した

≥ス
を
必
パ
（P
≥ [W
る
ま
す。その場合、もう一度電源を入れてください。
Fi接続ランプの表示について

i-Fi]ボタンについて
マートフォン/タブレッ
接続するとき）
i-Fi]ボタンを長めに押
Wi-Fi接続ランプが点灯
ら[Wi-Fi]ボタンを離す

マートフォン/タブレット
本機に直接接続するために
要な情報（QRコード、SSID、
スワード）が表示されます。
27、28）
i-Fi]ボタンを長く押し続け
と電源が切れる場合があり

青色点灯：  Wi-Fi接続の待機中
青色点滅：  Wi-Fi接続の送受信中

Wi-Fi接続ランプ

中止

「Image App」を立ち上げてQRコードを
読むか、 パスワードを入力してください

スマートフォンの設定をしてください

SSID: 
パスワード：

接続方法を変える

[Wi-Fi]ボタンを押す
≥Wi-Fi 接続前、または接続
以下の項目を選択できま

≥通信中はカードやバッテ
能エリア外に移動したり
≥通信中にモニターの表示
が、送信される画像に影響

Wi-Fi 接続前に
[Wi-Fi]ボタンを押す

[新規に接続]（P30）

[履歴から接続]

[お気に入り接続]

[Wi-Fi 設定]



タブレットに専用の
onic Image App※」を

在 )
droid 2.3.3 以上
「Panasonic Image App」または
ールしてください）
上
onic Image App」または「LUMIX」
ください）
ください。
タブレットによっては、正しく
。Image Appの最新情報について
ご覧ください。
upport/dsc/

表記します

で画像を送る
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W
ス

パ

i-Fi 機能でできること
マートフォン/タブレットとつないで使う

スマートフォンでリモート撮影
する

お使いのスマートフォン/
アプリケーション「Panas
インストールしてください
≥対応OS （2014年1月現
AndroidTM向けアプリ : An
（Google PlayTMストアから
「LUMIX」を検索してインスト
iOS向けアプリ :iOS 5.0以
（App StoreSMから「Panas
を検索してインストールして
≥最新のバージョンをお使い
≥お使いのスマートフォン/
動作しない場合があります
は、下記サポートサイトを
http://panasonic.jp/s

※ 本書では「Image App」と

カメラの画像を再生する/
カメラの画像を保存する

取得した位置情報を
カメラに送信する

ソコンに画像を送る

撮るたびに画像を送る 選ん
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イル

示

トの
設定
の入

ラウザを終了する

トの設定メニューでWi-Fi機

を選ぶ

pp」を起動する
は不要です。

IMAGE APP
Panasonic Corporation

Wi-Fi

W
i-Fi
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スマ

1 [Wi
Wi-
たら

2 スマ

3［QR

4 本機
るQ
で読

QR
[iO
をお
の画面に表示されてい
Rコードを「Image App」
み取る

中止

「Image App」を立ち上げてQRコードを
読むか、 パスワードを入力してください

スマートフォンの設定をしてください

SSID: 
パスワード：

接続方法を変える

QRコード

8 本機に表示されたSSID

9 ホームに戻り、「Image A
≥手順 2 ～ 6 は 2 回目以降
ートフォン/タブレットと接続する

-Fi]ボタンを長めに押し、
Fi接続ランプが点灯し
[Wi-Fi]ボタンを離す

ートフォン/タブレットで「Image App」を起動する

コード］を選び、[OK] を選ぶ

コードを使って接続する
S機器（iPhone、 iPod touch、iPad）
使いの場合 ]

5「IMAGE APP」のプロファ
をインストールする
≥ブラウザにメッセージが表
されます。
≥スマートフォン/タブレッ
ロック解除のパスコードを
している場合は、パスコード
力が必要です。

6 ホームボタンを押してブ

7 スマートフォン/タブレッ
能をONにする



押す

レットの設定メニューでWi-Fi機

ID

スワード

の場合、パ
ックスに
と、入力中
ながら入力

ットで「Image App」を起動する

して接続する

中止

「Image App」を立ち上げてQRコードを
読むか、 パスワードを入力してください

スマートフォンの設定をしてください

SSID: 
パスワード：

接続方法を変える

SSID パスワード

Wi-Fi

0123456789ABC
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ス

1

2

3［
4

「

Q
(

本機の画面に表示されてい
るQRコードを
Image App」で読み取る

中止

「Image App」を立ち上げてQRコードを
読むか、 パスワードを入力してください

SSID: 
パスワード：

接続方法を変える

QRコード

を入力する
≥Android機器をお使い
スワードを表示のボ
チェックを入れておく
のパスワードを確認し
できます。

5 スマートフォン/タブレ
マートフォン/タブレットと接続する （続き）

[Wi-Fi]ボタンを長めに押し、
Wi-Fi接続ランプが点灯し
たら [Wi-Fi]ボタンを離す

スマートフォン/タブレットで「Image App」を起動する

QRコード］を選ぶ

Rコードを使って接続する
Android機器をお使いの場合 )

スマートフォンの設定をしてください

1 [Wi-Fi]ボタンを長めに

2 スマートフォン/タブ
能をONにする

3 本機に表示されたSS
を選ぶ

4 本機に表示されたパ

パスワードを入力
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トと接続する（P27、28）

し、
ット

トでの位置情報の取得や送信
は「Image App」のメニューの
さい。
トから受信した位置情報は、
2）から[位置情報記録]を選び、
とができます。詳しくは「取扱
形式）をお読みください。

画像を
レットに保存する

レットで取得した位置

W
i-Fi
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2「Image App」の画面
で[ ]を選ぶ

≥カメラの画像がスマートフォン/タブレットに表示されます。

3 画像をタッチして拡大する
≥動画は再生できません。

●スマートフォン/タブレッ
について、詳しい操作方法
中の「ヘルプ」をお読みくだ

●スマートフォン/タブレッ
本機で再生メニュー（P2
撮影した画像に書き込むこ
説明書 活用ガイド」（PDF
1 スマートフォン/タブレットと接続する（P27、28）

2「Image App」の画面で[ ]を選ぶ

≥撮影した画像はカメラに保存されます。
≥動画は撮影できません。

1 スマートフォン/タブレットと接続する（P27、28）

本機をスマートフォン/タブレットで
操作する (リモート撮影 )

本機に保存されている画像を
スマートフォン/タブレットで再生する

シャッター ズーム

1 スマートフォン/タブレッ

2「Image App」の画面

で[ ]を選ぶ

3 画像を長押ししてドラッグ
スマートフォン/タブレ
に保存する
≥動画は保存できません。

本機に保存されている
スマートフォン/タブ

スマートフォン/タブ
情報を本機に送信する



する

をパソコンに送ることができます。
ています。その他の接続方法につい
用ガイド」をお読みください。

、
を押す

送る

ークグループを標準設定から変更
設定]で本機の設定も変更する必要

戻る 選択 決定

新規に接続 履歴から接続

お気に入り Wi-Fi設定

Wi-Fi

接続
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30

無

パソ
信す
≥パ
内
だ
る
≥受
く

（W
対応

例）

1
2「

（M
対応
例）

1
「
2

画

ac をお使いの場合）
OS：OS X v10.5 ～ v10.9
OS X v10.8

受信するフォルダーを選び、以下の順にクリックする
ファイル」→「情報を見る」
フォルダーに共有の設定をする
≥詳しい設定方法は、お使いのパソコンの説明書やOSのヘ
ルプをご参照ください。
線アクセスポイントを経由してパソコンと接続

コンに写真を送信するには、あらかじめパソコンで受
るフォルダーの設定をしておく必要があります。
ソコンのユーザーアカウント（アカウント名（254 文字以
）とパスワード（32文字以内））は半角英数字で設定してく
さい。半角英数字以外でユーザーアカウントを設定してい
と、受信するフォルダーを作成できない場合があります。
信するフォルダー名は半角英数字20文字以内で設定して
ださい。

indows をお使いの場合）
OS：Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/

Windows® 8/Windows® 8.1
Windows 7

受信するフォルダーを選び、右クリックする
プロパティ」を選び、フォルダーに共有の設定をする
≥詳しい設定方法は、お使いのパソコンの説明書やOSの
ヘルプをご参照ください。

像を受信するフォルダーを作成する
本機で撮影した写真や動画
接続方法の一例を紹介し
て詳しくは「取扱説明書 活

1 [Wi-Fi]ボタンを押す

2 3/4/2/1ボタンで
[新規に接続]を選び
[MENU/SET]ボタン

パソコンに画像を

準備：
≥接続先のパソコンのワ
している場合、[PC接続
があります。
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接続する例
ぶ

ン）］を

、

戻る 選択 決定

直接接続

ネットワーク経由
接続方法を選んでください
ネットワーク(AP)
に接続します

戻る 選択 決定

一覧から選ぶ

WPS対応機器の
WPS (PINコード)

WPS (プッシュボタン)
接続方法を選んでください

WPS WPSボタン

ボタンで接続します

（例）

W
i-Fi
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3 3/
を押
≥受
（P

4 3/
[ME

撮
（[
写
自
ま

送
JP

選
（[

撮
ン

送
JP
4ボタンで[PC]を選び、
NU/SET]ボタンを押す

戻る 選択 決定

PC

スマートフォン

接続先を選択してください
4ボタンで送信方法を選び、[MENU/SET]ボタン
す
信するフォルダーを設定しておく必要があります。
30）

るたびに画像を送る
撮影中に画像を送る]）
真を撮るたびに、パソコンに
動で画像を送ることができ
す。

信できる画像：
EG

んで画像を送る
カメラ内の画像を送る]）

影後に画像を選んでパソコ
に送ることができます。

信できる画像：
EG/Motion JPEG

戻る 選択 決定

カメラ内の画像を送る

撮影中に画像を送る
スマートフォンとつないで使う

機能を選択してください

戻る 選択 決定

カメラ内の画像を送る

撮影中に画像を送る
スマートフォンとつないで使う

機能を選択してください

5 接続方法を選ぶ

[WPS（プッシュボタン）]で
1［ネットワーク経由］を選

2［WPS（プッシュボタ
選ぶ

3 無線アクセスポイントが
WPSモードになるまで
無線アクセスポイントの
WPS ボタンを押す



する （続き）
内に送信日ごとのフォルダーが作
が保存されます。
とパスワードを入力する画面が表
いのパソコンで設定したものを

アカウントに画像を送る場合は、
さい。
pple 社製 Mac パソコンの場合
ペース（空白文字）などが入ってい
ないことがあります。接続できな
内の英字と数字のみを組み合わせ
Apple社製Macパソコンの場合
更することをお勧めします。
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32

無
6（

線アクセスポイントを経由してパソコンと接続
目的に応じて）カメラを操作する

≥接続したいパソコンが表示されていない場合は、[マニュア
ル入力]を選び、パソコンのコンピューター名（Apple社製
Mac パソコンの場合はNetBIOS名）を入力してください。

[撮影中に画像を送る]
1 接続したいパソコンおよび
送信先のフォルダーを選ぶ

2 カメラで撮影する

[カメラ内の画像を送る]
1 接続したいパソコンおよび
送信先のフォルダーを選ぶ

2［１枚設定］または［複数設
定］を選び、送信したい画像
を選ぶ

●設定したフォルダー
成され、その中に画像

●ユーザーアカウント
示された場合は、お使
入力してください。

●続けて他のユーザー
電源を入れ直してくだ

●コンピューター名（A
はNetBIOS名）にス
ると、正しく認識でき
い場合は、15文字以
たコンピューター名（
はNetBIOS名）に変
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り接続]）

い項
T]ボ

る

[履歴から接続]を選び、
を押す
入りに登録したい項目を選び、

で表示されます。
大30文字です。

戻る 選択 決定

履歴から接続

お気に入り登録

W
i-Fi
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以前
Wi-Fi
履歴は
履歴や
同じ設

1 [W

2 3/
[履
[お
[ME

[履歴

[お気
に入り接続] お気に入りに登録された設定で
接続します。
と同じ設定で素早く接続する（[履歴から接続]/[お気に入
機能を使うと履歴が保存されます。
お気に入りに登録することができます。
お気入りから接続すると、簡単に以前と
定で接続することができます。

i-Fi]ボタンを押す

4/2/1ボタンで
歴から接続]または
気に入り接続]を選び、
NU/SET]ボタンを押す

項目 内容

から接続] 以前と同じ設定で接続します。

戻る 選択 決定

新規に接続 履歴から接続

お気に入り Wi-Fi設定

Wi-Fi

接続

3 3/4ボタンで接続した
目を 選び、[MENU/SE
タンを押す

■履歴をお気に入り登録す
1 [Wi-Fi]ボタンを押す
2 3/4/2/1ボタンで
[MENU/SET]ボタン

3 3/4ボタンでお気に
1ボタンを押す

4 登録名を入力する
≥入力前、登録名は空欄
≥入力できる文字数は最



む）

ド」（PDF形式）を閲覧・印刷する
aderが必要です。
記のサイトからダウンロードで
月現在）
.com/products/acrobat/

内容

のモニターに Webサイトの URL
示します。

接続ケーブルでパソコンと接続し
ebサイトを表示します。
コンに表示される「OIBOOK.HTM」
リックしてください。

のモニターにQRコードを表示します。
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34

も
さら
ガイ

「取
サイ
htt
ds
DM

■

1
2

3

4

「
W

3/4/2/1ボタンで[セットアップ]を選び、
[MENU/SET]ボタンを押す

3/4ボタンで[取扱説明書のWebサイト]を選び、
[MENU/SET]ボタンを押す

3/4ボタンで設定したい項目を選び、
[MENU/SET]ボタンを押す
っと詳しく知りたい（取扱説明書 活用ガイドを読
に詳しい使い方を知りたいときは、「取扱説明書 活用
ド」（PDF形式）をお読みください。

扱説明書 活用ガイド」はWeb
トからダウンロードできます。
p://panasonic.jp/support/
c/oi/index.html?model=
C-SZ8&dest=JP

URLやQRコードはセットアップメニューの
[取扱説明書のWebサイト]でもご確認いただけます。

[MENU/SET]ボタンを押す

取扱説明書 活用ガイド」（PDF形式）を
ebサイトからダウンロードする

●「取扱説明書 活用ガイ
ためには、Adobe Re
Adobe Readerは、下
きます。（2014 年1
http://www.adobe
readstep2.html

項目

[URL表示] 本機
を表

[USB接続]

USB
てW
パソ
をク

[QRコード表示] 本機
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ォルダーをパソコンにド
プする
ったら、USB接続ケーブルを安
い。

ついて
は編集するためのソフトウェ
真の再生や編集、および動画の
ェアをお使いください。

ォトビューアー/
ー/
ャラリー（オンラインサービス）

応したソフトウェア

については2014年1月現在
ェアの仕様は予告なく変更さ
将来にわたって動作を保証す
。
載されていない場合は、提供
ダウンロードしてください。
方法については、提供元にお

他
の
そ
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パソ
本機は
できる
≥Wind
Wind
≥Mac

1 U
を
≥

2 3
ボ
≥

≥

/4ボタンで[PC]を選び、[MENU/SET]
タンを押す
Windowsの場合：「コンピューター」にドライブ
（「リムーバブルディスク」）が表示されます。
Macの場合：デスクトップ上にドライブ
（「NO_NAME」）が表示されます。

USB接続ケーブル（付属）
れる場合があります。
るものではありません

●お使いのパソコンに搭
元のホームページから

●ソフトウェアのご使用
問い合わせください。
コンに画像を保存する
マスストレージデバイス（大容量記憶装置）を認識
パソコンに接続することができます。
owsの場合：Windows XP/Windows Vista/
ows 7/Windows 8/Windows 8.1
の場合：OS X v10.5～ v10.9

SB接続ケーブル（付属）で本機とパソコン
つなぐ
端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜き
差ししてください。（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）

マークを合わせて挿入

3 本機のファイルやフ
ラッグアンドドロッ
≥画像の取り込みが終わ
全に取り外してくださ

■パソコンでの再生・編集に
本製品には画像を再生また
アを付属していません。写
再生には、以下のソフトウ
写真用ソフトウェア
≥Windows用
MicrosoftR Windowsフ
Windowsフォトギャラリ
Windows LiveRフォトギ
≥Mac用
Apple製iPhoto

動画用ソフトウェア
≥Motion JPEG形式に対

●上記のソフトウェア
の情報です。ソフトウ



相談ください）

表示されます。
フォーマットしてください。

フォーマットしてください。

を入れてください。

ます。
止した場合は、データの書き込み速
ットすることをお勧めします。
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36

メ
モニ

電
シ

内
フ

メ
本
フ

リ
カ

カ
記

ッセージ表示
ターに表示される、主なメッセージの意味と対処法です。

メッセージ 原因・対策

源を入れ直してください /
ステムエラー

レンズが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

蔵メモリーエラー/
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
→ パソコンなどに必要なデータを保存してから、本機で

モリーカードエラー
機では使えない状態です。
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。
→ パソコンなどに必要なデータを保存してから、本機で

ードエラー/ライトエラー
ードを確認してください

データの読み込みに失敗しました。
→ カードが確実に入っているか確認してください。

データの書き込みに失敗しました。
→ 電源を切ってからカードを抜き、再び入れてから電源

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。

ードの書込み速度不足のため
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
→ 推奨のスピードクラスのカード（P8）を使用しても停
度が低下しているので、バックアップをとりフォーマ
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ます。認証方式・暗号化方式・暗

す。

い場合があります。
Hz の周波数を使用する機器の

た。

動的に接続が切断される場合が

ください。

アクセスポイントを本機に変更

ん。

他
の
そ
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メッセージ 原因・対策

アクセスポイントの接続に失敗し
ました / 接続できませんでした /
送信先が見つかりませんでした

無線アクセスポイントについて、以下をご確認ください。
→本機に設定した無線アクセスポイント情報が間違ってい
号化キーをご確認ください。

→無線アクセスポイントの電源が入っていません。
→本機がサポートしていない無線アクセスポイントの設定で

接続先のネットワーク設定をご確認ください。

他の機器の電波により、無線アクセスポイントに接続できな
→無線アクセスポイントに接続している他の機器や、2.4 G
使用状況をご確認ください。

通信できませんでした。時間を空
けて再度実行してください。/
ネットワークが切断されました。
送信を中止しました。

無線アクセスポイントの電波が弱くなっています。
→無線アクセスポイントの近くで接続してください。

サーバーから応答がない、または通信処理時間を超過しまし
→しばらくしてから再度実行してください。

無線アクセスポイントによっては、一定時間を経過すると自
あります。
→もう一度接続し直してください。

通信できませんでした 接続先のスマートフォン/タブレットについて、以下をご確認
→スマートフォン/タブレットが動作していません。
→スマートフォン/タブレット側のWi-Fi 設定で、接続する
してください。

→スマートフォン/タブレットの保存容量に空きがありませ



の現象です。
様）のところで USB接続ケーブル

。

。周辺にムラが発生する場合があり
が、写真には記録されません。
することをお勧めします。

ユーザーアウカウント（ローカル

使用してください。
ルアカウントを設定してください。

プを使用します。ワークグループの

、接続するパソコンのワーク

ださい。

電話機などの機器を近くで使用

から十分に離して使用してください。

と接続できなかったり、通信が
ッセージが表示されます）
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Q
≥セ
≥症

充

充

撮
モ
た
が

W
接
と
で

W
な

W
電
無
れ
（W
&A 故障かな？と思ったら
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。
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。

Q（質問） A（回答）

電ランプが点滅する。 温度が極端に高い、または低いところで充電しているとき
→ 周囲の温度が 10 ℃～ 30 ℃（バッテリーの温度も同
（付属）をつなぎ直し、再度充電をお試しください。

電できない。 USB接続ケーブル（付属）を抜き、接続し直してください
パソコンの給電能力が低い場合は、充電できません。

影時やシャッター半押し時に、
ニターに赤っぽい縦すじが出
り、モニターの一部または全体
赤っぽくなることがある。

CCDの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます
ますが、異常ではありません。動画撮影では記録されます
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

indows 8のパソコンとWi-Fi
続しようとすると、ユーザー名
パスワードが認識されず、接続
きない。

Windows 8など、OSのバージョンによっては2種類の
アカウント/Microsoftアカウント）があります。
→ 必ずローカルアカウントのユーザー名とパスワードを
ローカルアカウントを設定していない場合は、ローカ

i-Fi接続でパソコンが認識され
い。

お買い上げ時は「WORKGROUP」というワークグルー
名前を変更している場合は、認識されません。
→ [Wi-Fi設定]メニューの[PC接続設定]の[変更する]で
グループ名に変更してください。

i-Fi 接続できない。
波が途切れる。
線アクセスポイントが表示さ
ない。
i-Fi 接続全般について）

セットアップメニューの[Wi-Fi設定リセット]をお試しく
接続する機器の通信圏内でご使用ください。
2.4 GHz帯の周波数を使用する電子レンジやコードレス
していませんか？
→ 同時に使用した場合、電波が途切れることがあります。機器

バッテリー残量表示が赤く点滅している場合は、他の機器
途切れたりすることがあります。（[通信エラー]などのメ
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いるか確認してください。

ポイントを表示できない、また

ださい。

。

ていても表示されないことがあ

れない場合は、手動で無線アク
から選び、設定してください。
定されている場合、検出されな
てください。
通知設定を解除してください。

設定方法が異なります。（無線ア

Hz帯で他の機器と接続中では

のご使用をお勧めします。対応

トで最新の
けます。
rt/dsc/

他
の
そ
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Q（質問） A（回答）

Wi-Fi 接続できない。
電波が途切れる。
無線アクセスポイントが表示さ
れない。
（無線アクセスポイントについて）

接続したい無線アクセスポイントが使用可能な状態になって

無線アクセスポイントの電波状況によっては、無線アクセス
は接続できないことがあります。
→本機と無線アクセスポイントを近づけてください。
→本機と無線アクセスポイントの間の障害物を取り除いてく
→本機の向きを変えてください。
→無線アクセスポイントの置き場所や向きを変えてください
→ [一覧から選ぶ]を行ってください。

無線アクセスポイントの設定内容によっては、電波が存在し
ります。
→無線アクセスポイントの無線チャンネルが自動で設定さ
セスポイントの無線チャンネルを1～11チャンネルの中

→無線アクセスポイントのネットワークSSIDが非通知に設
い場合があります。ネットワークSSIDを入力して接続し
もしくは無線アクセスポイントのネットワークSSIDの非

無線アクセスポイントにより接続方式やセキュリティーの
クセスポイントの説明書をご確認ください）

5 GHz/2.4 GHz切り換え式の無線アクセスポイントが5 G
ありませんか？
→ 5 GHz/2.4 GHz同時使用できる無線アクセスポイント
していない場合は本機と同時使用できません。

●よくあるお問い合わせについて、抜粋しています。
上記以外の症状については「取扱説明書 活用ガイド」
に記載しています。
Webサイトからダウンロードしてお読みください。（P34）

サポートサイトのご案内
パナソニックのサポートサイ
サポート情報をご確認いただ
http://panasonic.jp/suppo



－

国の廃棄処分に関する情報
ルマークはEU域内でのみ有効です。
する場合には、最寄りの市町村窓
売店で、正しい廃棄方法をお問い
さい。

て
イ
だ

け先
店へ
BRCのホームページをご参照くだ

/www.jbrc.net/hp
り扱いについて
プなどで絶縁してください。
。

充電式
リチウムイオン
電池使用
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使
■

■

とをお勧めします。
≥押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル）
と一緒に入れることをお勧めします。
≥ゴムやビニール製品に接触させたままにしないでください。

≥ホームページ　http:/
使用済み充電式電池の取
≥端子部をセロハンテー
≥分解しないでください
用上のお願いとお知らせ
お手入れや取り扱いについて
お手入れの際は、バッテリーを取り出し、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。
≥レンズバリアを無理に開けないでください。

しばらく使わないとき
≥バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定
のところに保管してください。
≥推奨温度 :15 ℃～ 25 ℃
推奨湿度 :40%RH ～ 60%RH
≥バッテリーとカードは必ず本機から取り出してくださ
い。（過放電により、充電してもバッテリーが使用できな
くなるおそれがあります）
≥長期間保管する場合、1年に1回は充電し、バッテリー残
量がなくなってから、本機から取り出して再保管するこ

－このマークがある場合は

ヨーロッパ連合以外の
このシンボ
製品を廃棄
口、または販
合わせくだ

不要になった電池は、捨
ないで充電式電池リサ
クル協力店へご持参く
さい。

使用済み充電式電池の届
最寄りのリサイクル協力
詳細は、一般社団法人J
さい。
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Cの商標です。
indows Vista および
icrosoft Corporationの米国
登録商標または商標です。
、米国および他の国々で登録
す。
は、米国および他の国々で登録
す。
imeロゴは、ライセンスに基づ
c. の商標または登録商標です。
. のサービスマークです。
Play はGoogle Inc. の商標ま

は、“Wi-Fi Alliance”の認証

のマークは、“Wi-Fi Alliance”

d Setup”、“WPA”、“WPA2”
または登録商標です。
ウェーブの登録商標です。
いる各種名称、会社名、商品名
録商標です。

他
の
そ
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上記（3）に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用
であることを期待して頒布されますが、「商品性」または
「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証を
しないことを含め、一切の保証はなされません。
詳細は、[MENU/SET]→ [セットアップ]→[バージョン表示]→
[MENU/SET]で表示されるライセンス条件をご参照ください。
≥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。

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）以外は使用しないでください。
≥当社製AVケーブル（別売：DMW-AVC1）をお使いください。
≥ケーブルは延長しないでください。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
(1)パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発し
たソフトウェア

(2)第三者が保有しており、パナソニックにライセンスさ
れたソフトウェア

(3)オープンソースソフトウェア

≥SDXCロゴはSD-3C, LL
≥Microsoft、Windows、W
Windows Liveは、米国M
およびその他の国における
≥ iPhoto、Mac、Mac OSは
されたApple Inc.の商標で
≥ iPad、iPod、iPod touch
されたApple Inc.の商標で
≥QuickTimeおよびQuickT
いて使用されるApple In
≥App Store は Apple Inc
≥Android およびGoogle 
たは登録商標です。
≥“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴ
マークです。
≥Wi-Fi Protected Setup
の商標です。
≥“Wi-Fi”、“Wi-Fi Protecte
は“Wi-Fi Alliance”の商標
≥QRコードは（株）デンソー
≥その他、本書に記載されて
などは各社の商標または登



器使用上の注意事項

帯域では、電子レンジなどの産業・
場の製造ラインなどで使用され
無線局（免許を要する無線局）およ
許を要しない無線局）、ならびにア
要する無線局）が運用されていま

前に、近くで移動体識別用の構内無
無線局ならびにアマチュア無線局
を確認してください。
動体識別用の構内無線局に対して
例が発生した場合には、すみやかに
たは電波の使用を停止したうえ、
いただき、混信回避のための処置な
ションの設置など）についてご相談

移動体識別用の特定小電力無線局
無線局に対して有害な電波干渉の
など何かお困りのことが起きた時
い合わせください。
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無
■

■

■

■
無線 LAN接続について
本機は公衆無線LAN環境を経由して無線LAN接続す
ることはできません。

事例が発生した場合
は、次の連絡先へお問
線LAN使用上のお願い
使用周波数帯
本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無
線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他
の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に
留意してご使用ください。

周波数表示の見方

本機が2.4 GHz周波数帯を使用する
DSSSとOFDM変調方式を採用した
無線設備で、与干渉距離が約40 mで
あることを意味します。

認証情報の表示方法
本機の認証情報を表示するには、次の順で選択してく
ださい。
1 Wi-Fiメニューから[Wi-Fi設定]を選ぶ
2 3/4ボタンで[認証情報]を選び、
[MENU/SET]ボタンを押す

無線LAN機

この機器の使用周波数
科学・医療機器のほか、工
る移動体識別用の構内
び特定小電力無線局（免
マチュア無線局（免許を
す。

1 この機器を使用する
線局及び特定小電力
が運用されていない事

2 万一、この機器から移
有害な電波干渉の事
場所を変更するか、ま
下記連絡先にご連絡
ど（例えば、パーティ
してください。

3 その他、この機器から
あるいはアマチュア
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71

ック : DMW-BCL7

High Speed）
ALコンポジット（メニュー切り換え）
ライン出力（モノラル）

ク（8pin）
mmk高さ60.4 ｍｍk
.5 ｍｍ（突起部除く）
カード、バッテリー含む）
本体）
℃
～80%RH
語のみ）

2.11b/g/n
N標準プロトコル）
Hz～2462 MHz（1～11ch）

　WPATM/WPA2TM

ストラクチャーモード

Vー240 V　50/60 Hz　0.2 A
00 V）　13 VA（240 V）

800 mＡ

90 mAh

他
の
そ
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仕様
この仕

電源
消費電

カメラ
撮像素

レンズ

手ブレ
撮影範

シャッ
シャッ

露出
測光方
モニタ

マイク
スピー
記録メ

記録画像
写真
動画
（視野率約100%）
モノラル

カー モノラル
ディア 内蔵メモリー（約 80 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

ファイル形式
JPEG（DCF準拠、Exif2.3準拠）
QuickTime Motion JPEG

専用ACアダプター: VSK07

リチウムイオンバッテリーパ

入力 100
10 VA（1

出力 5 V　

電圧/容量 3.6 V/6
様は、性能向上のため変更することがあります。

DC 5 V
力 1.4 W（撮影時）

0.8 W（再生時）

有効画素数 1600万画素
子 1/2.33型CCDセンサー

総画素数1660万画素、原色カラーフィルター
光学12倍ズーム f=4.3 mm～51.6 mm
（35 mmフィルムカメラ換算 : 24 mm～288 mm）
F3.1（W端時）～F6.3（T端時）

補正 光学式
囲 通常/インテリジェントオート/動画：

3 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

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
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
オート（プログラムAE）

式 マルチ測光
ー 3.0型 TFT液晶（4:3）（約46万ドット）

ワイヤレス転送部

インターフェース
デジタル
アナログビデオ
オーディオ

USB 2.0（
NTSC/P
オーディオ

端子
AV OUT/DIGITAL 専用ジャッ

寸法 約幅99.8
奥行き26

質量 約159 g（
約144 g（

推奨使用温度 0 ℃～40
許容相対湿度 10%RH
言語切り換え なし（日本

準拠規格 IEEE 80
（無線LA

使用周波数範囲
（中心周波数）

2412 M

暗号化方式 Wi-Fi 準拠
アクセス方式 インフラ
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危険
った使いかたをしない
」と表記）

・発火・破裂の原因になります。
のは使わない
工（はんだづけなど）、加圧、加熱（電
オーブンなどで）しない
体や火の中へ入れたりしない
に真夏の車内）など、高温になると
しない
・-）に金属を接触させない
の液もれが起こったら、お買い上げ
ご相談ください。液が身体や衣服に
水でよく洗い流してください。液が
たら、失明のおそれがあります。すぐ
水で洗い、医師にご相談ください。
のはがれたバッテリーは使わない
には安全のため外装ラベルをかぶ
。
すと、ショートによる火災の原因に
で、絶対にはがさないでください。

体または専用充電器を使用する

充電器で充電すると、液もれ・発
裂などを起こし、けがをする原因

DMC-SZ8BASIC_VQT5G44_jpn.book  44 ページ  ２０１４年３月５日　水曜日　午後３時５５分
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。

≥ バッテリー
せています
これをはが
なりますの

バッテリーの充電は、本

指定以外の
熱・発火・破
になります。
必ずお守りください安全上のご注意
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。

■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）

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。

バッテリーパック※は、誤
（※以降は、「バッテリー

液もれ・発熱
≥ 指定外のも
≥ 分解や加
子レンジや

≥ 水などの液
≥ 炎天下（特
ころに放置

≥ 端子部（+
≥ バッテリー
の販売店に
ついたら、
目に入っ
にきれいな

≥ 外装ラベル
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異常

異常

分解

による火災の原因になります。
た布でふく（ほこりなどがたま
で絶縁不良となり、火災の原因

に差し込む
属類（クリップなど）を放置しない

いかたをしない
による火災の原因になります。
つけない
けない
ない
い電源コンセントには使わない
定格外（交流100 V～240 V以

き差ししない

などの液体をかけたりぬらし

により、火災・感電・故障の原因

水などの液体の入った容器や金
いでください。
はご注意ください。
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・故障時には

があったとき
≥ 煙
≥ 映
≥ 内
≥ 電
≥ 本
その
– A
グ

– 電

、改造をしな
内部
にな
内部に金属物を入れたり、水
たりしない

ショートや発熱
になります。
≥ 機器の近くに
属物を置かな

≥ 特にお子様に
警告
直ちに使用を中止する

には、バッテリーを外す
が出たり、異常なにおいや音がする
像や音声が出ないことがある
部に水や異物が入った
源プラグが異常に熱い
体やACアダプターが破損した
まま使うと火災・感電の原因になります。
Cアダプターを使っている場合は、電源プラ
を抜いてください。
源を切り、販売店にご相談ください。

い
には電圧の高い部分があり、感電の原因
ります。

電源プラグは、正しく扱う
感電や、ショート
≥ 定期的に乾い
ると、湿気など
になります）

≥ 根元まで確実
≥ 接点部周辺に金

ACアダプターは、誤った使
感電や、ショート
≥ 加工しない・傷
≥ 熱器具に近づ
≥ 傷んだら使わ
≥ 差し込みがゆる
≥ たこ足配線や
外）で使わない

≥ ぬれた手で抜
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の手の届くところに置かない

むと、身体に悪影響を及ぼします。
込んだら、すぐ医師にご相談ください。

ガスなどのある場所で使わない

原因になります。
生する場所でも使わない

なります。
アダプターには、金属部があります。
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安全上の

乗り物の運転

事

運転者などに

事

電源を入れた

本
い
長
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。
必ずお守りくださいご注意 （続き）

警告
中に使わない

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

向けてフラッシュを発光しない

故の誘発につながります。

まま長時間、直接触れて使用しない

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

メモリーカードは乳幼児

誤って飲み込
≥ 万一、飲み

可燃性・爆発性・引火性の

火災や爆発の
≥ 粉じんの発

雷が鳴ったら、触れない

感電の原因に
≥ 本体やAC
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航空

満員
メー
切る

自動
を切

ある場所では電源を切る

波が医療用電気機器に影響を
あり、誤動作による事故の原
。

着している方は装着部か

波がペースメーカーの作動に
場合があります。
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機内では電源

運航
※や

電車の中な
カーを装着し

本機
える

ドア、火災報
る

本
ぼ
に

知器などの自動制御機器の近くでは電源

機からの電波が自動制御機器に影響を及
すことがあり、誤動作による事故の原因
なります。
警告
を切る※

の安全に支障をきたすおそれがあります。
むをえずこのような環境でカメラ本体を
使用するときは、無線LAN機能を使用しな
いでください。ただし、航空機の離着陸時な
ど、カメラ本体の使用が禁止されている場
合もありますので注意してください。

ど混雑した場所では、付近に心臓ペース
ている方がいる場合があるので、電源を

からの電波がペースメーカーの作動に影響を与
場合があります。

病院内や医療用電気機器の

本機からの電
及ぼすことが
因になります

心臓ペースメーカーを装
ら22 cm以上離す

本機からの電
影響を与える
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ない
原因になることがあります。
度が高くなるところ（特に真夏の車
ットの上など）
の当たるところ
りの多いところ

を抜く・バッテリーを取り出す
たはバッテリーを入れたまま放
縁劣化やろう電などにより、火災
ことがあります。
ないとき
とき

に向けたままにしない
、内部部品が破損し、火災の原因に
ります。
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安全上の

フラッシュ発
ない

誤
な

フラッシュを
視

フラッシュの
物が付いたま

や
発
が

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

集光により
なることがあ
必ずお守りくださいご注意 （続き）

注意
光部およびAF補助光は、至近距離で直接見

って発光した場合、視力障害などの原因に
ることがあります。

人の目に近づけて発光しない
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。

発光部分を直接手で触らない・ごみなどの異
ま使わない・テープなどでふさがない
けどの原因になることがあります。

次のような場所に放置し
火災や感電の
≥ 異常に温
内やボンネ

≥ 油煙や湯気
≥ 湿気やほこ

次のときは、電源プラグ
通電状態、ま
置すると、絶
の原因になる
≥ 長期間使わ
≥ お手入れの

レンズを太陽や強い光源
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ださい。

してください。
.jp/

合は、携帯電話のメールアド

ってアクセスする場合

スする場合
anasonic.jp/ 他

の
そ
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CLU
このた
まこと
さて、弊
できる
登録を
ぜひ、こ

※ 皆様
いた
だき

お問い

ご登録

ご登録

ご登録
合わせ先：CLUB Panasonic事務局
club-info@panasonic.jp
B Panasonic ご愛用者登録のご案内
びは、パナソニック商品をお買い上げいただき、
にありがとうございました。
社ではより良い商品とサービスをお客様にご提供
ようにパナソニック商品をご購入の方にご愛用者
お願いしています。
の機会にご愛用者登録をお願いいたします。

の貴重なご意見を、製品の開発や改善の参考とさせて
だきたいと思いますので、アンケートにもご協力いた
ますようお願い申し上げます。

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。

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。

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。

下記のいずれかを選んでく

■パソコンからの登録方法
次のアドレスにアクセス
http://club.panasonic

■携帯電話からの登録方法
携帯電話から登録する場
レスが必要です。
●二次元バーコードを使

●URLを入力してアクセ
http://mobile.club.p

ご登録手順



アプリ」のダウンロード方法や

pss/ap/

トアプリ」のご利用には、パナソ
CLUB Panasonic」のログイン
リからも新規会員登録いただけ

トアプリ」は無料です。
通信料が発生します。
ができない環境では、本アプリを

応OSやサポート機種は上記サイ
す。
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「パ

スマ
ます

●

●

●

「

ることができます。
カメラを操作できる「Panasonic Image App」など
のアプリを一括で管理できます。
お楽しみコンテンツ・サービスの利用や、ソフト更新情報、
キャンペーンなど、各種のお得な情報を入手できます。

●スマートフォンの対
トでご確認いただけま
ナソニックスマートアプリ」のご案内
「パナソニックスマートアプリ」について
パナソニック商品を、スマートフォンで
楽しく快適に使うための総合アプリです。

ートフォンに取扱説明書を簡単にダウンロードでき
。

カメラとスマートフォンをご自宅の無線アクセスポイ
ント（無線LANルーター）につないで、ご愛用者登録す

パナソニックスマートアプリ」で取扱説明書を読む

取扱説明書 お出かけ先で困ったとき
にもすぐ参照できる！

「パナソニックスマート
使い方はこちら

http://panasonic.jp/

●「パナソニックスマー
ニックの会員サイト「
IDが必要です。本アプ
ます。

●「パナソニックスマー
ダウンロードには別途

●インターネット接続
ご利用になれません。
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規定に従ってお買い上げの販
きますので、おそれ入ります
ご持参ください。

から本体1年間
をして修理できる場合はご要
だきます。
成されています。
点検などの費用
料代
費用

間 5年
ラの補修用性能部品（製品の
品）を、製造打ち切り後5年保

他
の
そ
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保証
使いか

■まず

修理を
「メッセ
および
ときは
下の内

●
●
●

販

電

お

▼お
とアフターサービス （よくお読みください）
た・お手入れ・修理 などは

､お買い求め先へご相談ください

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

製品名 デジタルカメラ
品　番 DMC-SZ8
故障の状況 できるだけ具体的に

売店名

話　          （　　  ）　      ー

買い上げ日　        年　　  月　　  日

買い上げの際に記入されると便利です

●保証期間中は、保証書の
売店が修理させていただ
が、製品に保証書を添えて
保証期間 : お買い上げ日

●保証期間終了後は、診断
望により修理させていた

※修理料金は次の内容で構
技術料 診断・修理・調整・
部品代 部品および補助材
出張料 技術者を派遣する

※補修用性能部品の保有期
当社は、このデジタルカメ
機能を維持するための部
有しています。



場合があります。
案内
申し込みいただけます）

修理依頼に基づき当社指定の宅配
引取りにお伺いし、修理が完了し
までお届けするサービスです。
の場合、別途宅配費用がかかります）

用のデジタルカメラの点検を !
んな症状はありませんか

ご使用中止

り、異常なにおいや音がする
声が乱れたり出ないことがある
や異物が入った
Cアダプターが破損した
異常や故障がある

故防止のため、本体の電源を切り、
ター使用時はコンセントから電源
いて、必ず販売店に点検をご相
。
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保証と
■転居や
ご使用

●使いか

●「パナソ
・ 本体やA
・ その他の

故障や事
ACアダプ
プラグを抜
談ください
アフターサービス （よくお読みください）（続き）
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。
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
た・お手入れ・修理に関するご相談は

ニックスマートアプリ」の使いかたなどの相談は

●宅配修理サービスのご
（Webサイトからもお

■お申込みいただいた
業者が修理依頼品をお
た後に修理品をご自宅
（このサービスをご利用

愛情点検 長年ご使

こ

・ 煙が出た
・ 映像や音
・ 内部に水
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掲出しております。

他
の
そ
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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
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html



対応などに利用させていただき、
に発信番号を通知いただいており
を除き、第三者に開示・提供いた
。
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保

【

証とアフターサービス （よくお読みください）（続き）

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
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
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
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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デジタルカメラ保証書
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