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FULL HD VIDEO CAMERA T1000
フルハイビジョン動画・写真撮影カメラ

●ご使用前の準備
1.
2.
3.

付属品の充電式バッテリーを＋−の向きを合わせてセットします。
SDカードスロットにSDカードを挿入します。
（推奨メモリ：1GB以上）
付属品のACケーブルを接続し、電源につないで充電します。

※本体内蔵のメモリは128MBです。
※SDカードは本製品には付属しておりません。別途ご用意ください。
充電式バッテリー

クイックガイド
このたびは、弊社製品「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」をお買い上げい
ただきまことにありがとうございます。このクイックガイドでは、基本操作につ
いて説明しております。詳細につきましては付属品のCD内に保存されている
ユーザーズマニュアルをご覧いただき、正しくご使用ください。このクイックガ
イドは、お読みになった後も大切に保管してください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧下さい。http://thanko.jp/question/
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●電源オン/オフ
1.
2.

背面

LCDパネルを開くと、電源がオンになり、閉じるとオフになります。
LCDパネルを開いて電源がオンになっている状態で、電源ボタンを押す
と電源がオフになり、もう1回押すと電源がオンになります。
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●動画を撮る
1.

側面

2.
底面

電源をオンにし、動画シャッターボタンを押すと、動画の撮影が開始され
ます。
動画シャッターボタンをもう1回押すと、撮影が終了され、動画ファイル
が自動保存されます。
(ズーム)
※テレ/ワイドボタン
でズーム/ワイドの
調整ができます。

SDカードスロット
LCDモニタ

三脚ソケット

付属品

動画シャッターボタン

(ワイド)

電源をオンにし、写真シャッターボタンを半押しします。
フォーカスフレームが白色から緑色に変わったら、そのままシャッターを
完全に押します。写真が撮影され、画像ファイルが自動保存されます。
テレ/ワイドボタン

・CD（ソフトウェア、ユーザーズマニュアル）
・ストラップ
・ポーチ
・クイックガイド

・USBケーブル
・TVケーブル
・HDMIケーブル
・ACアダプタ
・充電式バッテリー

テレ/ワイドボタン

●写真を撮る
1.
3.

電源ボタン

電源ボタン

※テレ/ワイドボタン
でズーム/ワイドの
調整ができます。

(ズーム)
フォーカス
フレーム

メニュー/
OKボタン
(ワイド)
写真シャッターボタン

本体仕様

※充電時間や連続使用時間は、使用環境により変動します。

はじめに、充電式バッテリーを本体にセットして充電してください。

緑色…撮影可能

●LCDモニタで再生する

2.

▼

記録/再生ボタンを押し、
ムービー、画像のどちらかを
ボタンで選択
し、
メニュー/OKボタンを押し込みます。
任意のファイルを
ボタンで選択し、
メニュー/OKボタンを押し込む
と、LCDパネルに画像が表示されます。動画の場合、
この状態で動画シ
ャッターボタンを押すと再生され、もう1回押すと停止されます。

▼

1.

▼

●動画解像度： 最高1920×1080pixel
●写真解像度： 最高4000×3000pixel
●フレームレート： 30fps
●内蔵メモリ： 128MB
●対応SDカード： 最大32GB
●対応OS： Windows XP/Vista

▼

●本体寸法： W82×H104×D38mm
●本体重量： 135g (本体のみ)
●充電時間： 約4時間半
●連続使用時間： 約2時間半
●ズーム： 1〜10倍（光学5倍/デジタル2倍）
●ファイル形式： JPEG(写真)、AVI（動画）

※記録/再生ボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

充電中はLEDライトが赤く点滅し、充電が完了すると消灯します。
※充電をせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。
■充電時間：約4時間半 ■連続使用時間：約2時間半（使用環境により変動します）

［製品サービス保証書］
この度は弊社製品をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施い
たしますので、
お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたし
ます。尚、
やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、
大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、
字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、
地震、
水害、
落雷、
その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、
移動時の落下など、
お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害
（データ損失を含む）
につきましては、弊社はその責を
負いません。

サポートについて

不具合と思われる症状が発生した場合などは、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコーサポートページ：http://thanko.jp/support/
上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善されない場合は、
■メールでのお問い合わせ
サポートセンターメールアドレス：support@thanko.jp
◇電話でのお問い合わせ
基本的にメールでのお問い合わせ対応となります。電話でのお問い合わせは迅速にご対応できない場合があります、
ご了承ください。

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。

シリアル番号

※お買い上げ日

年

保証期間

お買い上げ日より

1年間

月

日

※販売店名、
お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

ふりが な

ご氏名
E - Mail

詳しくは下記ページをご覧下さい。

サンコー株式会社

なし

※販 売 店

〒

http://thanko.jp/repair

ご住所

サポート部

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-16 長坂第一ビル３F
TEL 03-5846-7813 FAX 03-5846-7814 E-mail support@thanko.jp

FULL HD VIDEO CAMERA T1000

製品名

URL http://thanko.jp/

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
http://thanko.jp/download/

電話番号

（

）

●ワイドテレビ（16:9）で再生する
1.
2.
3.

●パソコンで再生する

付属品のHDMIケーブルを本体のHDMIポートに接続し、
ワイドテレビに
つなぎます。
ワイドテレビの入力ソースを「HDMI」に設定します。
前ページ「LCDモニタで再生する」の手順で再生します。
※ワイドテレビに接続した状態では、動画および写真の撮影操作はできません。

1.

付属品のUSBケーブルを接続し、パソコンにつなぎます。LEDが赤く点
灯して点滅します。
2. 動画ファイルや写真ファイルは「マイコンピューター」→「DV(X:)」→
「DCMI」→「100MEDIA」内にあります。ファイルをダブルクリックする
などして、再生します。
3. 再生が終わりましたら、OSの指示に従って安全にUSBケーブルを取り
外してください。
※動画の再生には無料ソフトの「ゴムプレーヤー」をお使いください。下記Q&Aを参照のうえ、
ダウンロードしてください。
※再生ソフトにつきましてはサポート外とさせていただきます。

HDMIポート
HDMIケーブル

●テレビ（4:3）で再生する
1.
2.

付属品のAVケーブルを本体のAV出力ポートに接続し、
テレビにつなぎ
ます。
前ページ「LCDモニタで再生する」の手順で再生します。
※テレビに接続した状態では、LCDモニタには何も映りません。

●ユーザーズマニュアルのダウンロード
付属品のCDからユーザーズマニュアルをダウンロードできます。ユーザーズ
マニュアルに、本製品の詳細な使用方法が記載されております。ユーザーズ
マニュアルをご覧いただくためには、アプリケーションの「Adobe Reader」
が必要となります。既にインストールされている方以外は、下記の手順でイン
ストールしてください。
1. 付属品のCDをドライブにセットします。
2. 「Read User s Manual」を選択し、画面上の指示に従って「Adobe
Reader」をインストールします。
3. インストールが完了しましたら再起動してください。日本語のユーザー
ズマニュアルのファイル名は「manualj.pdf」です。こちらのファイルを
開いてよくお読みのうえ、本製品をご活用ください。

AV出力ポート

AV出力ケーブル

【FULL HD VIDEO CAMERA T1000 Q&A】
Q1:
撮影した動画ファイルをパソコンで再生できないのですが？
A1:
Windows Media Player などでは再生ができない場合がございます。パソコンでの動画再生には、無料ソフトの『ゴムプレイヤー』をお使いください。
http://www.gomplayer.jp/ よりダウンロード後、インストールしてご使用ください。
■動画の再生方法
プレイヤーの画面上で右クリックしていただき、「開く」⇒「ファイル」を選び再生したい動画ファイルを選択してください。
■撮影した動画ファイルの場所が分からない方へ
Windows XP の場合
『マイコンピュータ』の中の『リムーバルディスク』内に撮影した動画ファイルがあります。
Windows Vista の場合
『コンピュータ』の中の『リムーバルディスク』内に撮影した動画ファイルがあります。
Q2:
映像を撮影したはずなのに、動画のファイルが見当たらないのですが？
A2:
ファイルが破損し、エラーが起こっている可能性があります。一度、フォーマット※a をおこなってみてください。
それでも症状が変わらない場合は、大変お手数をお掛けしますが弊社までお問い合わせください。
Q3:
「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」内のデータを削除するため、データをゴミ箱に捨てても削除できないのですが？
A3:
フォーマット※a をおこなってデータの削除をしていただくようお願いいたします。
※a…フォーマット→フラッシュメモリやハードディスクの内容をすべて消去すること。

◆「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」のご利用にはパソコンでの作業やソフトが必要となります。
◆不明な用語がございましたら、お手持ちのパソコンの説明書等などもあわせてご確認いただき、
ご理解いただいた上で
「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」をご使用ください。
※パソコン
（Windows等）の操作方法につきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承ください。

ご注意
※本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為に使用しないでください。
※撮影した動画はゴムプレーヤーなどの再生ソフトで再生をおこなってください。再生プレーヤーなどに関しては
サポート外とさせていただきます。
※動作環境：自然の温度環境内で利用し、
人体が悪影響を受けるような温度下では使用しないでください。
※本商品を直接太陽など強烈な光源に向けて撮影した場合、
機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。
ご注意く
ださい。

※低電池容量の場合、
ライト機能が使用できません。充電してから使用してください。
※本商品は精密機械ですので、強い衝撃や圧力、磁気等を当てないでください。
※動作中に電池がなくなった場合、
自動的にファイルが保存され電源が落ちます。
その際は再び充電してからご
利用ください。電池がなくなるまでこの動作を繰り返します。
※毎回録画を停止した後、再度開始するたびに新しいファイルを作成します。電池がなくなるまでこの動作を繰
り返します。

