高速・微速度撮影HDカメラ「そこが撮りたい」
取り扱いマニュアル
Version1.0. c

サポートのご案内

● タッチ式液晶ディスプレイ

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開してい
る場合がございます。ダウンロードぺージをご確認ください。
http://www.thanko.jp/support/download.html
お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる
症状が発生した場合は、Q&Aぺージをご確認ください。
http://www.thanko.jp/support/qa.html

● 基本操作
■本製品の液晶画面はタッチパネル操作が可能です。
※各メニュー画面では操作アイコンをタッチし、設定します。

タッチ式
液晶ディスプレイ

改善が見られない場合は、
まずはメールにてお問い合わせく
ださい。

①②③

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、
ご利用のOS（Vista,7）、
お問い合
わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

保証期間：12ヶ月

本マニュアルについて

■「メイン画面」から
「メインメニュー」アイコンをタッチします。
☞「メインメニュー」画面になります。

①動画撮影

※本マニュアルは「タッチパネル操作」についての簡易マニュアルで
すので、詳細な使用方法については製品に同梱されている
CD-ROMや冊子型の製品マニュアル
（日本語）
を参照して下さい。

① ② ③ ④

■「メインメニュー」から
「動画撮影」アイコンをタッチします。
☞「動画撮影メニュー」画面になります。

①
⑤

②

③

④

①動画解像度

④各種設定

⑥

④スローモーション撮影
⑤微速度撮影

動画撮影メニュー画面

メインメニュー画面

⑤微速度撮影
タイムラプス
（コマ撮り、微速度撮影）撮影のON / OFF。
※撮影間隔を１秒ごと、
３秒ごと、
５秒ごとから選択できます。
⑥プレ録画機能
バックグラウンドで常に録画をし、録画ボタンが押される数秒前から
記録できます。
とっさの時の撮り逃しを防げます。

②手ブレ防止機能
③動作検知モード

● 撮影モードメニュー
仕様
（メインメニュー▶撮影モード）
■「メインメニュー」から
「撮影モード」アイコンをタッチします。
☞「撮影モードメニュー」画面になります。

①

②

③

④

①

②

③

①静止画解像度
②ISO 設定
③セルフタイマー機能

静止画撮影メニュー画面
①静止画解像度
16MP / 5MP / 3MP
②ISO設定
Auto / 800 / 1600
③セルフタイマー機能
セルフタイマー機能のON / OFF。

■「メインメニュー」から
「各種設定」アイコンをタッチします。
☞「各種設定」画面になります。

①

②特殊撮影

④顔認識機能

■「メインメニュー」から
「静止画撮影」アイコンをタッチします。
☞「静止画撮影メニュー」画面になります。

● 各種設定メニュー （メインメニュー▶各種設定）

①照明機能

③ホワイトバランス

● 静止画撮影メニュー （メインメニュー▶静止画撮影）

⑥プレ録画機能

①動画解像度
1080P（30fps）/ 720p（60fps）/ 720p（30fps）/
640x480
②手ブレ防止機能
手ブレ防止機能のON / OFF。
③動作検知モード
動作検知録画機能のON / OFF。
※動作検知録画中は液晶画面左にセンサーバーが表示されます。
メーターが０になると録画を一時停止します。
④スローモーション撮影
スローモーション撮影のON / OFF。
※スローモーション撮影時は、QVGA (320 x 240) 240fps
になります。

②静止画撮影
③撮影モード

☞CD-ROMからマニュアルを参照する場合は、
「CDドライブ▶Manual▶Manualj」を開いて下さい。

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 動画撮影メニュー （メインメニュー ▶動画撮影）

OFF

● メインメニュー （メイン画面▶メニュー）

動作しない、
お買い上げ時から問題が発生しているなどの場
合は、
ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ぺー
ジをご確認いただき、商品の送付を御願いします。
http://www.thanko.jp/support/repair.html

〒101-0021
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
（月〜金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く）
TEL:03-5297-7143 FAX：03-5297-7144

ON

①メインメニュー ②プレビュー ③ライト設定

修理のご案内

サンコーカスタマーサポート

操作アイコン
戻る

メイン画面

撮影モードメニュー画面
①照明機能
LED照明のON（通常 / 高感度）/ OFF。
②特殊撮影（画像・動画ともに適用される）
Auto（通常）/ ポートレート撮影 / 夜間撮影 / 逆光撮影 /
白黒撮影 / セピアカラー撮影 / ネガポジ撮影
③ホワイトバランス
Auto / 太陽光 / 蛍光灯 / 白熱電球
④顔認識機能
顔認識機能のON / OFF。

■各メニュー共通の操作方法
※各メニューの「ON / OFF」設定は、「操作アイコン」をタッチします。
※それ以外の設定（解像度の選択など）はそのアイコンをタッチします。

⑤

②

③

④

①操作音設定
②TV 出力設定
③メニュー言語設定

⑥

⑦

各種設定メニュー

④日時設定
⑤タイムスタンプ
⑥メモリフォーマット
⑦設定初期化

①操作音設定
ボタン操作音のON / OFF。
②TV出力設定
NTSC(日本国内）/ PAL（海外）
③メニュー言語設定
英語 / 日本語 / その他言語に切り替え出来ます。
④日時設定
日時設定ができます。
⑤タイムスタンプ
撮影時に日時を記録の切り替えのON / OFF。
（記録する：ON / 記録しない：OFF）
⑥メモリフォーマット
メモリを初期化します。
⑦設定初期化
各種設定を初期状態に戻します。

● 製品仕様
サイズ

幅110×奥行き65×高さ45 (mm)、232g

パッケージサイズ

幅200×奥行き290×高さ27 (mm) 、712g

電源

USBまたはACアダプタよりバッテリーへ給電

インターフェース

USB2.0、HDMI、AV出力

内蔵メモリ

128MB

保存用カード

SD、SDHC、SDXCカード（最大32GB）

バッテリー

充電式リチウムイオンバッテリー

充電時間

約3〜4時間

バッテリー駆動時間

フル充電で最大約120分

ズーム

1×-16×（16×デジタルズーム）

液晶モニタ

3インチ タッチ式液晶

静止画解像度

16MP: 4608 x 3456 (16M ピクセル)
5MP: 2592x1944 (5M ピクセル)
3MP: 2048x1536 (3M ピクセル)

動画解像度

Full HD (1080p 30): 1920X1080(30fps)
HD+ (720p 60): 1280X720(60fps)
HD (720p 30): 1280X720(30fps)
VGA (640X480): 640X480(30fps)
※Full HDの場合：10秒で約10MB使用

保存ファイル形式

静止画：JPEG
動画：AVI (H.264)

付属品

本体、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダ
プタ、充電式バッテリー、
ポーチ、CD-ROM（日本語マニュアル・
専用ソフトウェア）

