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Wi-Fi® かんたんガイド

 ● 本機はWi-Fi ホット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。

スマートフォンとできること

さらにできること

 ●カメラの画像をスマートフォ
ンに保存する
（本書をご覧ください）

 ●カメラをリモートで操作する
（本書をご覧ください）

 ●テレビに画像を映す 
 ●パソコンに画像を送る 
 ●ワイヤレスでプリントする
 ●AV 機器に画像を送る
 ●カメラの画像をSNSなどに送る　 など・・・

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。

まずはじめに スマートフォンとつないでみよう
スマートフォンに専用アプリケーション
「Panasonic Image App」をインストールする
1 アプリケーションをダウンロードする

iOS  App StoreSM を起動する
Android Google Play™ストアを起動する

2「Panasonic Image App」または「LUMIX」と入
力して検索する

3「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。
 •スマートフォンおよびタブレットでお使いいただけます。本書ではス
マートフォンとタブレットをまとめて「スマートフォン」と表記します。
 •本書では「Image App」と表記します。

 ■対応OSバージョン（2014 年１月現在）
iOS 5.0 以上

Android 2.3.3 以上

 • ImageApp の最新情報については、下記サポートサイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/dsc/

iOS 機器（iPhone、 iPod touch、
iPad）をお使いの方はこちら

1 カメラの［Wi-Fi］ ボタンを長めに押す
接続に必要な情報が表示されます。

［Wi-Fi］ 接続ランプ（青色に点灯）

パスワード

QRコード

SSID

2 スマートフォンで「Image App」を起動する

3［QR コード］ → ［OK］ を選ぶ

4 手順 1  でカメラに表示されたQRコードをスマー
トフォンの「Image App」で読み取る

5「IMAGE APPプロファイル」をインストールする

［インストール］※ を選び、［インストール］※ →［完了］※ を選んでく
ださい。
ブラウザにメッセージが表示されます。

 •スマートフォンのロック解除のパスコードを設定されている場
合は、パスコードの入力が必要です。

6 ホームボタンを押してブラウザを終了する

QRコードを使って簡単に設定する

7 スマートフォンで［設定］※の［Wi-Fi］※を選ぶ

8 手順 1  でカメラに表示されたSSIDを選ぶ

9 ホームに戻り、「Image App」を起動する
起動後、裏面の「3 スマートフォンと使ってみよう」に進んでく
ださい。

 •再接続いただく場合には、手順 2  ～ 6  は不要です。

Android™機器をお使いの方
は裏面へ

 ● 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。
 ● iPad, iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
 ● QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
 ● 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。

 ● 製品のイラストや画面は、実物と異なる場合があります。

 ■パスワードを入力して接続することもできます
左の手順 1  のあと、
① スマートフォンで［設定］※の［Wi-Fi］※を選ぶ
② 手順 1  でカメラに表示されたSSIDを選ぶ
③  手順 1  でカメラに表示されたパスワードを入力す
る（初回接続時のみ）

④  ホームに戻り、「Image App」を起動する
 •再接続いただく場合には、パスワードの入力は不要です。

※お使いの言語設定によって表示が異なります。
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NFC機能を使って接続する
 •スマートフォンで［  ］が出ない場合は、スマートフォンのNFC機
能が無効になっています。ご使用のスマートフォンの説明書をお読み
のうえ有効にしてください。
 • 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）

1 スマートフォンで「Image App」を起動する
2 画面に［  ］が表示されている状態でスマートフォ
ンの［  ］をカメラの［  ］にかざす

ここにかざす
（約5 mm以内）

3 カメラにスマートフォンとの接続を確認する
メッセージが表示されたら［はい］を選び、
［MENU/SET］ボタンを押す

4 もう一度スマートフォンをカメラにかざす

 •再接続いただく場合には、手順 3  4  は不要です。

QRコードを読み取って接続する

1 カメラの［Wi-Fi］ ボタンを長めに押す

［Wi-Fi］ 接続ランプ（青色に点灯）

パスワード

QRコード

SSID

2 スマートフォンで「Image App」を起動する

3［QRコード］を選ぶ

4 手順 1  でカメラに表示されたQRコードをスマー
トフォンの「Image App」で読み取る

スマートフォンとつないでみよう （つづき） スマートフォンと使ってみよう
Android™機器をお使いの方はこちら 

 ■パスワードを入力して接続することもできます
上の手順 1  のあと、
① スマートフォンで「Image App」を起動する
② ［Wi-Fi］を選ぶ
③ 手順 1  でカメラに表示されたSSIDを選ぶ
④  手順 1  でカメラに表示されたパスワードを入力す
る（初回接続時のみ）
 •再接続いただく場合には、パスワードの入力は不要です。
パスワードを表示する項目にチェックを入れると、入力中のパス
ワードを確認できます。

カメラの画像をスマートフォンに保存する

 ■リモートで再生して保存する

1 スマートフォンで「Image App」を起動する

2「Image App」の画面で［  ］を選ぶ
スマートフォンの画面にカメラからの映像が表示されます。

3 画像を長押ししてドラッグし、スマートフォンに保存
する
スマートフォンに画像が保存されます。

画像の参照先を
切り換える

 • RAW形式の画像データ、AVCHD動画は保存できません。
 • 3D写真（MPO形式）は、2D写真（JPEG）で保存されます。

 ■NFC 機能を利用して保存する

iOS 機器（iPhone、 iPod touch、iPad）では、NFC機能は
ご使用になれません。

1 カメラで画像を再生する

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、カメラの［  ］にスマートフォンの
［  ］をかざす

ここにかざす
（約5 mm以内）

 • NFC機能でスマートフォンと接続後、画像の保存はWi-Fi 接続
にて行われます。
 •複数選択して保存する場合は上記の「■リモートで再生して保
存する」を参照ください。

カメラをリモートで操作する

 ■リモートで撮影する

1 スマートフォンで「Image App」を起動する

2「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。

 •ズームを使うと、レンズ鏡筒が伸びて本機が傾くおそれがあります。
三脚を使用するなどして、本機を固定してください。

 ■リモートで再生する

1 スマートフォンで「Image App」を起動する

2「Image App」の画面で［  ］を選ぶ

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。

接続を終了する
使用後はカメラとスマートフォンの接続を解除してください。

1 カメラの［Q.MENU/ ］ボタンを押し、確認画面
で［はい］を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

2 iOS   「Image App」の画面でスマートフォンの
ホームボタンを押してアプリを終了する

Android   「Image App」の画面でスマートフォンの
戻るボタンを2回押してアプリを終了する

 ■NFC機能について
 •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。
 •  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。

ご使用の機器がNFCまたは、おサイフケータイ ®機能に対応していますか？

はい いいえ

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/


