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システム情報







1 12



“撮影開始”



LCD画面に“処理中”アイコンが表示され、ビープ音が鳴
り、後処理の完了を通知します。

1. 2. 3.







1 2 3 4

5 6 7

日中
夕方
夜間



1-1 1-2



インターバル : 1分    露出モード : 夕方
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：3秒

インターバル : 5分   露出モード : 夕方
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：0.6 秒

インターバル : 3分  露出モード : 夕方
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：1.0 秒

インターバル : 5分   露出モード : 夜間
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：0.6 秒



インターバル : 20秒    露出モード : 夕方
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：9秒

インターバル : 30秒   露出モード : 夜間
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：6秒

インターバル : 5秒  露出モード : 夕方
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：36秒

インターバル : 10秒   露出モード : 夕方
HDR: On                      FPS: 20
1時間あたりの動画の長さ：18秒



2-1 2-2 2-3



オプション レベル I  レベル II

システム情報 現在のカメラのステータスを表示する 

メニューモード クイックメニュー
フルメニュー

画像設定

ホワイトバランス

露出補償
コントラスト

飽和
シャープネス
画像をデフォルト
に戻す キャンセル

戻る メインメニューに戻る

自動 /タングステン
/蛍光灯（1）/蛍
光灯（2）/曇り /
影 / 日光

露出

彩度



オプション レベル I  レベル I I

詳細設定

LEDインジケータ Yes/No

日付時刻 カメラの日付と時刻を設定する

タイムスタンプ Yes/No

バッテリータイプ アルカリ/ NiMh /リチウム

解像度 720P/1080P

フォーカス ズームイン/ズームアウト
/確定して閉じる

再生FPS 1/5/10/20/30/カスタム

システム情報 カメラのファームウェアバージョン

SDカードのフォーマット Yes/No

カメラをリセット Yes/No

戻る メインメニューに戻る

戻る メインメニューに戻る

フリッカーフィルター None/60Hz/50Hz



3-2 3-23-1

“連続” “日毎”



3-3 3-4



連続

日毎





1 2 3 4

5 6 7

日中
夕方
夜間



1-21-1





1-3

1-4

“撮影開始”



“処理中”

1-8

1-6

1-7



1-9 1-10 1-12

1-11

“ストップモーション開始”



1-13

1-14

“ストップモーショ
ン終了”



1-15



2-1 2-2 2-3



オプション レベル I  レベル II

システム情報 現在のカメラのステータスを表示する

メニューモード クイックメニュー
フルメニュー

モード タイムラプス / ステップビデオ / スチル / ス
トップモーション

インターバル設定 ASAP ̃ カスタム  ( 間隔オプションは、選択
した露出モードによって異なります )

露出モード 日中 / 夕方 / 夜間

HDR OFF/ON

フリッカーフィルタ
ー None/60Hz/50Hz

スケジュール
* 時間のみ経過モー
ド、情報は 32～ 34 ペ
ージを参照してくださ
い。

連続
カメラは、複数の日次ファイル
を1つのAVI ファイルに自動結
合します。

日毎 毎日の記録ごとに1つのファイル
が作成されます。



オプション レベル I  レベル II

画像設定

ホワイトバランス
自動 /タングステン /蛍光灯
（1）/蛍光灯（2）/曇り /
影 / 日光

露出補償

コントラスト

飽和

シャープネス

画像をデフォルトに戻す キャンセル

戻る メインメニューに戻る

露出

彩度



オプション レベル I  レベル II

詳細設定

LED インジケータ Yes/No

日付時刻 カメラの日付と時刻を設定する

タイムスタンプ Yes/No

バッテリータイプ アルカリ / NiMh / リチウム

解像度 720P/1080P

フォーカス ズームイン / ズームアウト
/ 確定して閉じる

再生 FPS 1/5/10/20/30/ カスタム

システム情報 カメラのファームウェアバージョン

SDカードのフォーマット Yes/No

カメラをリセット Yes/No

戻る メインメニューに戻る

戻る メインメニューに戻る
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3-3 3-4 3-5



記録媒体

画角
F値
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