
はじめに

このデジタルカメラをご購入いただき、誠にありがとうご
ざいます。この製品は 4K 動画を撮影できます。2880 * 2160
の超高解像度を備えており、Sony 1/3 インチイメージセンサ
ー、H.264 ビデオエンコーディング形式を採用しており、ビデ
オファイルは小さく、より高画質に再現します。さらに、Wi-Fi
を介してスマートフォンに接続して P2P のリモート操作を実
現したり、リアルタイムでレンズを介して画像、ビデオ録画、
写真撮影などを再生できます。

安全上のご注意
●本製品を落としたり、ぶつけたり、穴を開けたりしないでく

ださい
●本製品をホコリの多い、高温、低温、多湿、または振動の激

しい場所で保管または使用しないでください。そうでなけれ
ば、製品を損傷させる可能性があります

●本製品を清掃する際、腐食性のある化学薬品または溶剤を使
用しないでください

●本製品内部の部品は、ユーザー様が直接に修理してはいけま
せん。製品が故障した場合、メーカーに修理するよう出品者
に 返送してください

警告
●子供一人に本製品や付属品、梱包材を触れさせないでくださ

い。そうでなければ、窒息の原因になる可能性があります
●爆発の原因になるため、本製品を火に入れないでください
●製品を長時間使用しない場合、バッテリーを満タンまで充電
してから使用してください
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1

使用前

パッケージ内容

4K Ultra HD カメラ 赤外線リモコン
バッテリー 1-in-2 アダプターケーブル
充電スタンド DV パッケージ
USB データ転送用ケーブル 取扱説明書
HD ケーブル 保証書

バッテリーの充電

充電スタンドで充電する

充電中、インジケーターランプは赤色で点灯します。充電が完
了すると、インジケーターランプは緑色に変わります。

100-240V 電源
ソケットに差

し込む



AC アダプターで直接本体に充電

1.USB ケーブルを取り出します。
2.順を追って USB ケーブルをビデオカメラの USB ポートと充

電アダプタに接続します。
3.充電中、インジケーターランプは赤色で点灯します。充電が

完了すると、赤色のインジケーターランプが消灯します。

ご注意：
1．5V/2A-2.5A の充電アダプタで充電してくだ

さい。
2．本機を USB ケーブルに接続して、充電しな

がら作業をする場合、USB ケーブルが外れる
と、カメラは自動的にシャットダウンします。

ビデオカメラの USB
ポートに差し込む



ビデオカメラ部品の説明

正面
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上図の関連部品の機能説明は下記の表をご参照ください

番号 名称 説明

① IPS ピクチャーウ
ィンドウ

レンズ画面のプレビューとカメ
ラのビデオと写真の再生。

②
ホットシューの
メスインターフ

ェース

外付けホットシュー製品。

③
ステータスラン

プ
赤色：充電中。
青色：動作中。

④
T/W ズームボタ

ン

録画モードと撮影モードでは、
左右にスライドしてズームを操
作できます。
写真を再生するとき、左右にス
ライドして写真を切り替えま
す。
メニュー画面では、左右にスラ
イドしてメニューから項目を選
択できます。
ビデオを再生するとき、音量を
調整できます。

⑤ 撮影ボタン

二段スイッチを備えています。
撮影モードで軽く押して焦点を
合わせます。もう一度押すと、
写真を撮ります。
機能メニューで、もう一度押す



と確認します。
ビデオを再生するとき、もう一
度押すと再生/一時停止します。

⑥
モード切り替え

ボタン

録画、撮影、設定モード：
SET は設定モード。

は録画モード。
は撮影モード。

⑦ 録画ボタン
録画/停止ボタン。
ビデオ再生中に、再生を停止さ
せます。

⑧
LED ランプのスイ

ッチ
LED フィルライトのオン/オフ。

⑨
バッテリーコン
パートメントの

開閉ボタン

右にスライドすると、バッテリ
ーコンパートメントは自動的に
はじけて開けます。

⑩
バッテリーコン

パートメント
NP-120 バッテリーを取り付け
る。

⑪
I/O インタフェー

ス

10PIN USB インターフェース：
充電用ケーブルまたは 1-in-2
アダプタケーブルを接続すれ
ば、外付けマイクと充電ケーブ
ルに接続できます。
HDMI インターフェース：外付
け HD ケーブルをテレビに接続
します。

⑫
メニューボタン

押してメニュー画面に入りま
す。

DISP ボタン 押して画面表示モードを切り替



えます。

電源スイッチ 電源オン/オフ。

再生ショートカ
ットキー

押して再生オプション画面に入
ります。

ショートカット
削除キー

押して最近のビデオまたは写真
を削除します。

⑬ 内蔵マイク 録音。

⑭
SD カードス
ロット

開いてメモリーカードを取り付
けます。

背面

⑥

①

⑤

②

③
④

ご注意：ビデオカメラ画面は 270 度の回転をサポー

トしています。



上図の関連部品の機能説明は下記の表をご参照ください

番号 名称 機能説明

① レンズ ファインダー。

② スピーカー
本機で音声とキー音を再
生する。

③ LED ランプ 作業中の補助照明。

④
赤外線リモコン受

信機
リモートコントロールコ
マンドを受信する。

⑤ 標準の 1/4 ネジ穴 三脚設置場所。

⑥
取付穴付きハンド

ル
調整可能なハンドストラ
ップを取り付ける。

使用手順

SD カードの取付



SD カードを取り付ける
1. SD カードスロットカバーを開けます。
2.メモリカードを図の向きにして差し込みます。
3. SD カードスロットカバーを閉じます。

SD カードを取り外す
SD カードスロットカバーを開け、メモリーカードを押すと
自動的に取り外せます。

バッテリーの取付

1.「OPEN ボタン」を右にスライドします。
2.NP-120 バッテリーを図の向きにして差し込みます。
3.バッテリーコンパートメントを閉じます。

ご注意：初めてビデオカメラを使用するとき、本機で SD
カードを初期化してください。



録画モード

1.画面を開いてビデオカメラの電源を入れ、モード切替ボタン
を押して録画モードにスライドして、録画モードに入ります。

2.数値設定メニューで必要な機能の数値オプション設定を完
了します。

3.「録画ボタン」を押して録画を開始します。
4.録画中、「撮影」ボタンを押して録画を一時停止できます。
5.もう一度「録画ボタン」を押して録画を停止できます。

① 録画モード ⑤
SD カードが挿入

されている
② 現在の解像度 ⑥ メニューボタン
③ 録画の残り時間 ⑦ ズームバー
④ バッテリー残量

④③②①

⑦⑥⑤



録画数値設定メニュー

1.録画モードのスタンバイ画面に入り、「メニューボタン」

を押すか、または をタップまたは押してメインメニ
ューに入ります。

2.「数値設定」をタップして機能オプションのホーム画面に入
ります。

解像度 4K/2K/1080P/720P/VGA
ホワイトバラ オート/昼間/曇り/蛍光灯/タングステン



3.T/W ズームボタンで数値設定オプションを自由に選択でき
ます。

4.「撮影」ボタンをタップまたは押して数値設定のオプショ

ンを選択します。 をタップまたは押してメインメニュ

ーに戻ります。 をタップまたは押してスタンバイホー
ム画面に戻ります。

タイムラプス撮影

1.画面を開いてビデオカメラの電源を入れ、モード切替ボタン
を録画モードにスライドして、録画モードに入ります。

2.ボタンを押すか、または画面の ボタンを押してメイ
ンメニューに入ります。

3.「タイムプラス撮影」機能をタップして機能オプション画面
に入ります：オフ/1 秒/3 秒/5 秒。

4.「撮影」ボタンをタップまたは押して数値設定オプション

を選択します。 をタップまたは押してメインメニュー

に戻ります。 をタップまたは押してスタンバイメイン
メニューに戻ります。

ンス ランプ

カラー
スタンダード/ブラウン/モノクロ/リアル
カラー

露出 +3/+2+1/0/-1/-2/-3
日付ラベル オン/オフ

メータリング 平均/センターフォーカス/中央 1 点 AF



撮影モード

1.画面を開いてカメラの電源を入れ、モード切り替えボタ
ンを押してカメラモードにし、カメラモードに入ります。

2.数値設定メニューで必要な機能のオプションの数値設定
を完了します。

3.「撮影」ボタンを押して撮影を完了します。

① 撮影モード ⑤
SD カードが挿入

されている
② 現在の解像度 ⑥ メニューボタン
③ 残りの写真枚数 ⑦ ズームバー
④ バッテリー残量

③② ④①

⑤ ⑥
⑦



撮影数値設定メニュー

1.撮影モードのスタンバイ画面に入り、「メニュー」ボタン

または を押してメインメニューに入ります。
2.「数値設定」をタップまたは押して機能オプションのホーム

画面に入ります。

解像度
24M/20M/16M/12M/10M/7MHD/
5M/3M/2MHD/VGA

ホワイトバラ オート/昼間/曇り/蛍光灯/タングステン



3.T/W ズームボタンを使用して、数値設定オプションを自由に
選択します。

4.「撮影」ボタンをタップまたは押して数値設定オプション

を選択します。 をタップまたは押してメインメニュ

ーに戻ります。 をタップまたは押してメインメニュ
ーに戻ります。

機能オプション

このオプションメニューの様々な機能を使用することにより、
より簡単かつ便利に写真を撮ることができます

ンス ランプ

カラー
スタンダード/ブラウン/モノクロ/リアル
カラー

露出 +3/+2+1/0/-1/-2/-3
日付ラベル オン/オフ

メータリング 平均/センターフォーカス/中央 1 点 AF
シャープネス ソフト/スタンダード/シャープ

感光度 オート/100/200/400



1.撮影モードのスタンバイ画面に入り、「メニュー」ボタン

または をタップまたは押してメインメニューに入り
ます。

2.「機能オプション」をタップまたは押してオプションのメイ
ンメニューに入ります。

3.T/W ズームボタンを使用して、機能オプションを自由に選択
します。

4.「撮影」ボタンをタップまたは押してオプションを選択し

ます。 をタップまたは押してメインメニューに戻りま

す。 をタップまたは押してスタンバイホーム画面に
戻ります。

機能名称 機能説明
撮影方法 オフ、2 秒、5 秒、10 秒
ブレ防止 オン、オフ

顔優先 オン、オフ
接写 オン、オフ

連続撮影 オン、オフ

日付ラベル オン、オフ



設定

1.画面を開いて電源を入れ、モード切り替えボタンを設定モー
ドにスライドし、設定モードに入ります。

2.T/W ズームボタンを使用して、機能オプションを上下にスラ
イドして選択します。

3.「撮影」ボタンを押して、オプション機能を確認します。

4. または をタップまたは押して、メイン設定画
面に戻ります。

機能名称 機能説明
言語 13 ヵ国の言語

WI-FI オン、オフ
キー音 オン、オフ

設定日付 日付と時間のカスタマイズ
周波数 50Hz/60Hz

自動シャット
ダウン

電源をシャットダウンしない、3 分、5
分、10 分

初期化 はい、いいえ

デフォルト設
定

はい、いいえ



再生



録画

1.撮影または録画モードで、 再生ショートカットキーを
押して再生モードに入ります。

2. 録画オプションをタップまたは押して、録画再生モー
ドに入ります。

3.任意のビデオのサムネイル表示を選択してタップすると、プ
レビュー画面に入ります。

4. または をタップまたは押して、前の曲と次
の曲を切り替えます。

5. 再生ボタンをタップするか、または「撮影」ボタンを
押して再生を開始します。

6.再生中、「T/W ズームボタン」を回して音量を調整します。
「撮影」ボタンを押すと、再生を一時停止します。「録画」
ボタンを押すと、再生を停止します。

7. または「メニュー」ボタンをタップまたは押すと、
現在のファイル、すべてのファイルを削除するか、または現
在のファイルをロック、現在のファイルのロックを解除、す
べてのファイルをロック、すべてのロックを解除する操作を
実行できます。



撮影

1.撮影または録画モードで、 再生ショートカットキーを
押して再生モードに入ります。

2. 録画オプションをタップまたは押して、写真再生モ
ードに入ります。

3.任意の写真サムネイル表示を選択してタップすれば、写真を
閲覧できます。

4. または をタップまたは押して「T / W ズー
ムボタン」をスライドして、前の曲と次の曲を切り替えます。

5. または「メニュー」ボタンをタップまたは押すと、
現在のファイル、すべてのファイルを削除するか、または現
在のファイルをロック、現在のファイルのロックを解除、す
べてのファイルをロック、すべてのロックを解除する操作を
実行できます。

ご注意：
1.スタンバイ画面またはプレビュー画面でショートカッ

ト削除キーを押すと、現在のファイルを直接削除するこ
ともできます。

2.ロックされたファイルは削除できないため、手動でロッ
クを解除する必要があります。



スライドショー再生

1.撮影または録画モードで、 再生ショートカットキーを
押して再生モードに入ります。

2. ビデオオプションをタップして、スライドショー再生
モードに入ります。

3. 再生ボタンをタップするか、または「撮影」ボタンを
押して再生を開始します。

4. または「メニュー」ボタンをタップまたは押すと、
3 秒、5 秒、10 秒の再生時間を選択できます。

テレビに接続

1.画面を開いてビデオカメラの電源を入れます。
2. HDMIケーブルを取り出し、順を追って本機とテレビの

HDMIインターフェースに接続します。
3. TVチャンネルを挿入されたHDMIインターフェイスのチャ

ンネルに調整すると、ビデオカメラのプレビュー画面はテレ
ビに表示されるようになります。



PC に接続

1.画面を開き、ビデオカメラの電源を入れます。
2. USB ケーブルを取り出して、順を追って本機と PC の USB

ポートに接続します。
3.ビデオカメラから「PC に接続」と「カメラ」のオプション

が表示されたら、T/W ズームボタンを上下にスライドして
選択し、「撮影」ボタンを押して確認してください。

4.「PC に接続」機能を選択すると、ビデオカメラのプレビュ
ー画面が「リムーバブルディスク」モードになり、コンピュ
ータに「リムーバブルディスク」が表示されるようになりま
す。

5.「カメラ」機能を選択し、ビデオカメラのプレビュー画面が
「カメラ」モードに入ります。コンピュータのビデオデバイ
スソフトウェアを開けば、レンズ画面を閲覧できます。

ご注意：ビデオカメラをウェブカメラとして使用する場
合、その他の操作は禁止されています。録画または撮影
の機能はサードパーティのソフトウェアを介して実装
する必要があります。



アプリの使用について用

アプリのダウンロード

iOS ユーザーの皆様は、APP スト
アにアクセスして「D Video」を
検索してアプリをダウンロードし
てください。Android ユーザーの
皆様は、Google Play で「D Video」
を検索してアプリをダウンロードし
てください。右側の QR コードをス
キャンしてアプリをダウンロードすることもできます。

アプリの接続

1.画面を開いてビデオカメラの電源を入れ、モード切り替
えボタンを設定モードにスライドし、Wi-Fi 機能をオン
にします。

2.スマートフォンの電源を入れて Wi-Fi 機能に入り、Wi-Fi
名「HDVxxxxxx」を見つけてください。

3. Wi-Fi パスワード「12345678」を入力すれば、Wi-Fi
に接続できます。



4.スマートフォンで「D Video」を開き、「カメラに接続」を
タップしてアプリのメインプレビュー画面に入ります。

ご注意：
1.ビデオカメラのデフォルト Wi-Fi パスワードは

12345678 です。デバイスが接続できなかった場合
は、Wi-Fi パスワードが正しく入力されているかどう
かを確認してください。

2.この Wi-Fi の最大伝送距離は約 10 メートルです。
有効距離内で Wi-Fi を使用してください。



アプリケーション（応用）

アプリで録画

1． をタップまたは押すと、プレビュー画面の左上に
「REC」アイコンが表示されながら点滅します。アプリから
「ドン」というビープ音を鳴らすと、録画が開始されます。

2.もう一度 をタップまたは押すと、アプリから「ドン」
というビープ音を鳴らすと、録画が停止されます。

戻る 設定

現在の解像度

プレビュ
ー画面

ビデオカメ
ラのバッテ
リー残量

録画モード 撮影モード

解像度
クイック設定

録画/撮影

再生



アプリで撮影

1.アプリのホームページのプレビュー画面で ボタンを
タップまたは押すと、撮影モードに入ります。

2. をタップまたは押すと、アプリから「カチャッ」音を
鳴らすと、撮影が完了します。

アプリ設定

アプリのホームページのプレビュー画面で をタッ
プまたは押して、設定オプション画面に入ります。

機能名称 機能説明
解像度 現在のビデオ解像度をカスタマイズする

写真サイズ 現在の写真サイズをカスタマイズする
露出補正 +3～-3

Wi-Fi 設定
Wi-Fi 名とパスワードをカスタマイズす
る

初期化 はい/いいえ
デフォルト設

定
はい/いいえ

空き容量 メモリーカードの空き容量
ファームウェ
アバージョン

ビデオカメラのファームウェアバージョ
ン



アプリ再生

A.写真

1.アプリのホームページのプレビュー画面で ボタンを
タップまたは押して、再生を開始します。

2.再生ホーム画面で、「写真」を選択してプレビューに入りま
す。

3.任意ドキュメントのサムネイルをタップまたは押すと、オン

ラインで見たり、 削除するかまたは本機のアルバムにダ

ウンロードする ことができます。

4. をタップまたは押して写真を本機のアルバムにダウ

ンロードする場合、右上の をタップして、主要ソーシ
ャルメディアプラットフォームにシェアすることができま
す。

B.ビデオ

1.アプリのホームページのプレビュー画面で ボタンを
タップまたは押して、再生を開始します。

2.再生ホーム画面で、「ビデオ」を選択してプレビュー画面に
入ります。

3.任意ドキュメントのサムネイルをタップまたは押して、オン
ラインで再生するか、またはビデオを本機にダウンロードで
きます。



4.右上の をタップして、一つまたは複数のビデオを選択

し、 削除するか、または本機のアルバムにダウンロード

できます。

5. をタップまたは押して写真を本機のアルバムにダウン

ロードする場合、右上の をタップして、主要ソーシャ
ルメディアプラットフォームにシェアすることができます。

C.本機のアルバム

1.カメラ接続ホーム画面でのプレビュー画面で ボタン
をタップまたは押して、本機のアルバムに入ります。



2.本機のアルバムのホーム画面で「写真」または「ビデオ」を
選択して、サムネイルプレビュー画面に入ります。

3.任意ドキュメントのサムネイルをタップまたは押すと、オ

ンラインで閲覧できます。 削除するか、または
主要ソーシャルメディアプラットフォームにシェアするこ
とができます。

技術パラメータ

イメージセンサ
ー

500 万画素 CMOS センサー

絞り F：2.8～3.1

焦点距離 f=4.9～59mm

フォーカス範囲
wide: 0.1m~INF Tele: 1.5m~INF
Marco: wide 0.1m~Tele 1m

レンズタイプ 光学ズームレンズ
ズーム 12X

記憶媒体
SD カードに対応、最大 128GB までサ
ポート

表示画面 3.1 インチ IPS タッチスクリーン

ビデオ解像度

4K :2880*2160 24fps
2K :2560*1440 30fps
FHD :1920*1080 60fps
HD:1280*720 120fps
VGA:640*480 30fps

写真解像度
5600x4200(24M)/5200x3900(20M)
4608x3456(16M)/4000x3000(12M)



3648x2736(10M)/3648x2052(7MHD)
2592x1944(5M)/2048x1536(3M)
1920x1080 (2MHD)/640x480(VGA)

ISO オート/ 100/200/400
ファイルフォー

マット
ビデオ：MP4 写真：JPEG

防振機能 サポート
Wi-Fi サポート

ホットシュー サポート
USB インターフ

ェース
USB2.0：マイク入力/DC 入力

レンズの口径サ
イズ

M=37mm

スピーカー 内蔵
マイク 内蔵

給電 NP120 リチウムイオン充電池
動作温度 0〜40℃

トラブルシューティング

故障 考えられる理由 解決策

電源を入らない

バッテリーが正しく
取り付けられていな
い/バッテリーが切れ

ている

この取扱説明
書に従ってバ
ッテリーを正
しく取り付け
る/バッテリ

ーを正しく充
電する



焦点が合ってい
ない

焦点範囲を超えてい
る/レンズが汚れてい

る

ピントが合う
範囲で撮影す
る/レンズを

清掃する

メモリーカード
が使えない/録

画できない

SD カードが破損して
いる/SD カードは製品

の読み取りや書き込
みができない

SD カードを
交換する/本
機で SD カー
ドを初期化す

る/

PC Cam として
使用するとき、
カメラを呼び出

せない

USB コネクタが緩ん
でいる/コンピュータ
システムバージョン

と互換性がない

USB ポートを
変更する/互

換性のあるシ
ステムを選択

する


	使用前
	パッケージ内容                                        
	バッテリーの充電                                     
	 ビデオカメラ部品の説明                                

	使用手順
	 SDカードの取付                                         

	SDカードを取り付ける
	バッテリーの取付                                     
	録画モード                                           
	撮影モード                               
	テレビに接続                     
	PCに接続

	1.画面を開いてビデオカメラの電源を入れ、モード切り替えボタンを設定モードにスライドし、Wi-Fi機
	2.スマートフォンの電源を入れてWi-Fi機能に入り、Wi-Fi名「HDVxxxxxx」を見つけてく
	3. Wi-Fiパスワード「12345678」を入力すれば、Wi-Fiに接続できます。
	技術パラメータ                                      
	トラブルシューティング                                       

