






Image App

カメラとWi-Fi  ® 対応機器を無線接続することができます。
直接接続するか、無線アクセスポイントを経由して接続できます。 

カメラとスマートフォン /タブレット
を直接接続する場合

「Google Play ストア TM」を選ぶ

「App StoreSM」を選ぶ

AndroidTM

iOS

無線アクセスポイントを経由して
テレビやパソコンなどと接続する場合 ［DISP.］ ボタンを押すと、接続方法を変えることができます。

（［WPS接続］ や ［ネットワーク経由］ など）
詳しくは「取扱説明書 詳細操作編」をお読みください。
SSID とは、無線 LANで特定のネットワークを識別するための名前のことで 
す。このSSIDが双方の機器で一致した場合、通信可能になります。
WPS（Wi-Fi Protected Setup  TM）とは、WPS に対応した無線 LAN機器
どうしの接続やセキュリティーに関する設定を行うことができる機能です。

Android およびGoogle Play は Google Inc. の商標または登録商標です。 
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 
“Wi-Fi”、“Wi-Fi Protected Setup”は“Wi-Fi Alliance”の商標または登録商標です。 
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certifi cation marks of the Digital  
Living Network Alliance.

スマートフォン/タブレットとカメラを接続する

スマートフォン/タブレットアプリ「Panasonic Image App」をインストールする

スマートフォン/タブレットとカメラを接続する（リモートで撮る）
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Wi-Fi でつないでみよう！

VQC9259-1Wi-Fi® 接続ガイド
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

デジタルカメラ
品番 DMC-SZ9

詳しくは「Panasonic Image App」のヘルプをお読みください。

スマートフォン /タブレットで操作

カメラで操作
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スマートフォン /タブレットで操作

［新規に接続］を選ぶ

3 の画面で表示された
SSIDと同じものを選ぶ

［リモートで撮る］を選ぶ

3の画面で表示されたパス
ワードを入力し、接続する

SSID、パスワードが表示
されます。

「Image App」を起動する
（接続が完了すると、撮影
画面が表示されます）

 電源ボタンを押す
 ［Wi-Fi］ ボタンを押す

スマートフォン / タブ
レットの設定メニューで、
Wi-Fi 機能をONにする

対応OS 
Android 用：Android 2.2 ～ Android 4.2
iOS用  ：iOS 4.3 ～ iOS 6.0
お使いのスマートフォン /タブレットによっては、正し 
く動作しない場合があります。動作確認済みの機器につ
いては、下記サポートサイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/dsc/ 
3G等の携帯電話回線を利用してアプリケーションをダ 
ウンロードしたり写真や動画を転送したりする場合、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。

［履歴から接続］ を選ぶと、以
前と同じ設定でWi-Fi 接続を
することができます。
詳しくは、「取扱説明書 詳細
操作編」をお読みください。

Wi-Fi 接続ランプが点灯して
いることを確認してください。
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
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スマートフォン /タブレットをネットワークに接続する

検索フィールドに「Panasonic Image App」と入力する

「Panasonic Image App」  を選び、インストールする

3 接続してからスマートフォン/タブレットでできること

スマートフォン /タブレットで操作

スマートフォン / タブレットを使って撮
影することができます（リモート撮影）。
撮影した画像はカメラに保存されます。

カメラ内の画像を再生したり、Webサー
ビスに投稿、保存することができます。

撮る 見る /送る

裏面をお読みください

（Android 端末使用時の一例です。ご使用になるOSにより画面が異なります。）
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接続したいパソコンおよび送信先の
フォルダーを選ぶ

［１枚設定］ または ［複数設定］ を選
び、送信したい画像を選ぶ

接続したいパソコンおよび送信先の
フォルダーを選ぶ

カメラで撮影する
撮影した写真がパソコンに送信されます。

接続したい機器を選ぶ
接続が完了すると画面が表示されます。

カメラで撮影または写真を再生する
※動画は表示できません。

PHOTOfunSTUDIO をインストールする
動作環境やインストールについて、詳しくは「取扱説明書 詳細 
操作編」をお読みください。
PHOTOfunSTUDIO で受信するフォルダーを作成する
受信するフォルダーを自動で作成する「おまかせ作成」、または 
受信するフォルダーの指定・新規作成とパスワード設定が可能な 
「個別作成」から選んでください。
詳しくは、PHOTOfunSTUDIO の取扱説明書（PDFファイル） 
をお読みください。

「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。

受信するフォルダーを選択し、右クリックする

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。

カメラで操作

無線アクセスポイント経由
で接続する

無線アクセスポイントを経由せず 
に、お使いの機器と本機を直接接
続することもできます。
詳しくは「取扱説明書 詳細操作編」
をお読みください。

（目的に応じて）
カメラを操作する

接続方法を選ぶしたいことから選ぶ［新規に接続］ 
を選ぶ

Wi-Fi 機能を呼
び出す

54321

DLNA対応テレビと連携して、撮影し
た画像をテレビに表示することができ
ます。
詳しくは、お使いのテレビの説明書  
をお読みください。

写真を撮るたびに、スマートフォン /
タブレットやパソコンなどに自動で画
像を送ることができます。
パソコンに送る場合、受信するフォル 
ダーを設定しておく必要があります。

撮影後にスマートフォン /タブレット
やパソコンなどに画像を選んで送るこ
とができます。
パソコンに送る場合、受信するフォル 
ダーを設定しておく必要があります。

TVで見る

撮影中に画像を送る

カメラ内の画像を送る

［TVで見る］ を選ぶ

［ネットワーク経由］ 
を選ぶ

［WPS（プッシュボタン）］
を選ぶ

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 

［撮影中に画像を送る］ 
を選ぶ

［カメラ内の画像を送る］
を選ぶ

無線アクセスポイントを経由してテレビやパソコンなどと接続する 接続方法の一例を紹介しています。 
詳しくは「取扱説明書 詳細操作編」をお読みください。

［PC］ を選ぶ

［PC］ を選ぶ

（例）

設定されたフォルダーの下に送信日ごとのフォル 
ダーが作成され、そこに画像が保存されます。
ユーザーアカウントとパスワードを入力する画面 
が表示された場合は、お使いのパソコンで設定し
たものを入力してください。

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

■ PHOTOfunSTUDIO を使用しない場合
（Windows をお使いの場合）
対応OS：Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
例）Windows 7

（Mac をお使いの場合）
対応OS：OS X v10.4 ～ v10.8
例）OS X v10.8

受信するフォルダーを選択し、以下の順にクリックする
「ファイル」→「情報を見る」

テレビとの接続例

パソコンに送る例

パソコンに送る例

［履歴から接続］を選ぶと、以
前と同じ設定でWi-Fi 接続を
することができます。
詳しくは、「取扱説明書 詳細
操作編」をお読みください。
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 電源ボタンを押す
 ［Wi-Fi］ ボタンを押す

Wi-Fi 接続ランプが点灯して
いることを確認してください。
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

［WPS（プッシュボタン）］で接続 
する例です。

接続先のパソコンのワークグループを標準設定から変更している 
場合、［PC接続設定］で本機の設定も変更する必要があります。

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。

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。
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