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準備

1. 電池 /SD カードカバーを取り外し、電池
とmicroSD カードを入れる

・ USB 端子に専用の AC アダプター（ZOOM AD-17）を接続して、AC 電源で使
用することもできます。

・ パソコンと接続した場合は、USB から電源を供給できます。

HINT

2. を押して、電源を入れる

電源を切る場合は、 を長押しして
ください。

HINT

3. 表示言語を設定する
言語の選択： または を押す
決定： を押す

4. 日時を設定する
値の変更：対応するボタンを押す
決定： を押す

表示言語、日時の設定は後から設定画面で変更することもできます。設定画面を
表示するには、録画画面で を押します。

HINT

・ 電池残量を正確に表示するために、取り付けた電池の種類に合わせて設定画面
で「電池種類」を設定してください。

・ 新規にご購入いただいたmicroSD カードは、性能を最大限に発揮させるため、
必ず で初期化してください。microSD カードの初期化を行うには、設
定画面で「SDフォーマット」を選択してください。

NOTE

microSDカード
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■録画画面の操作
電源を入れると、録画画面が表示されます。

録画開始
録画終了（録画中に押す）

録画中　　：録画時間
録画待機中：録画可能時間

画質

シーン

視野角

低域ノイズ軽減

電池残量

自動レベル調節

音質

■録画の設定
・画質の設定： VIDEOを押す
動画の解像度と 1 秒あたりのフレーム数を設定します。
・視野角の設定： FOVを押す
動画の視野角（Field of View）を設定します。
・シーンの設定： SCENEを押す
撮影時の周囲の状況（シーン）に応じたカメラの設定を行います。

■録音の設定
・低域ノイズ軽減の設定： LO CUTを押す
風雑音やボーカルのポップノイズなどを軽減する設定を行います。
・音質の設定： AUDIO を押す
サンプリング周波数（kHz）／量子化ビット数（bit）を設定します。

各項目の設定内容については、オペレーションマニュアルを参照してください。

HINT

録画する
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■録音レベルの調節

・手動で調節する： を回す
レベルメーターの表示が最も大きい音で -12 dB
付近になるように調節してください。

・自動で調節する： AUTO GAINを押す
設定 説明

OFF 自動レベル調節を無効にして、録音レ
ベルを手動で調節します。

CONCERT バンド演奏、コンサートなど、大きな
音の録音に適しています。

SOLO ソロ演奏など小音量向けです。

MEETING 会議などフィールドレコーディング向
けです。

・ ピークインジケーターを消灯させるには、 を押して一度設定画面を表
示させてください。

・ 外部入力端子に外部マイクやオーディオ機器を接続すると、 に音声を
取り込んで録画・録音することができます。

・ プラグインパワー対応マイクを接続する場合は、設定画面で「プラグインパ
ワー」を「オン」にしてください。

HINT

■録画の操作

1. を押す

2. 録画を終了するには、もう一度 を押す

microSDHC カードで長時間録画すると録画ファイルは 4 GB で分割されます。
microSDXCカードを使用することでファイルサイズが4 GBを超えても1つのファ
イルに記録されます。

HINT

の使用中に内部の温度が上がると、警告音とメッセージが表示されて、
自動的に電源が切れます。温度が下がるのを待ってから使用してください。

NOTE

大小

ピークインジケーターレベルメーター

1,2
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再生する

■再生の操作

1. 録画画面で を押す
録画したファイルが再生されます。

2. 再生を停止して録画画面に戻るには、
を押す

■再生中の操作
機能 操作
一時停止／再開 を押す

早送り を長押し

早戻し を長押し

次のファイルに移動する を押す

前のファイルに移動する を押す

ファイル情報の確認 を押す

ファイルの削除 ①削除画面の表示： を押す
②ファイルの選択： を押す
③削除の実行： を押す
　キャンセル： を押す

■ヘッドフォンを使用する ■ HDMI 対応テレビで見る

1 2

電池残量
残り再生時間

ステータス表示
　再生中　　：
　一時停止　：
　停止中　　：

ヘッドフォン端子に
ヘッドフォンを接続
して、 を押して音
量を調節します。

MicroHDMI 端子に
HDMI 対応テレビなど
を接続して、動画と音
声を出力します。
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設定項目一覧

録画画面で を押すと設定画面が表示され、以下の機能・設定を使用できます。

■ 1ページ
項目 説明
NTSC/PAL 録画時の基準フレーム数を地域の映像方式に合わせて設定します。

［NTSC(30 FPS)/PAL(25 FPS)］
操作音 起動時や操作音の音量を設定します。［ / / ］

再生モード ファイルを連続して再生するか、再生後に停止するかを設定します。［単一
再生／全再生］

プラグインパワー プラグインパワー対応マイクを使用する場合に設定します。［オン／オフ］
SDフォーマット SDカードを初期化します。

■ 2ページ
項目 説明
WEB カメラ WEB カメラとして使用します。
カードリーダー パソコンに接続し、カードリーダーとして使用します。
カードリーダー iOS iOS デバイスに接続し、カードリーダーとして使用します。
USB マイク パソコンに接続し、USB マイクとして使用します。
USB マイク iOS iOS デバイスに接続し、USB マイクとして使用します。

■ 3ページ
項目 説明
日付 /時刻 日時を設定します。［年／月／日／時／分］

■ 4ページ
項目 説明
電池種類 電池の種類を設定します。［アルカリ／ニッケル水素／リチウム］
省電力 一定時間操作が行われない場合、自動的に画面の表示が暗くなるように設

定します。再生中には無効になります。［オフ／ 1 分／ 3 分／ 5 分］
オートパワーオフ 一定時間操作が行われない場合、自動的に電源が切れるまでの時間を設定

します。録画、再生中およびUSB端子から電源を供給した場合は無効になり
ます。［オフ／1 分／3 分／5 分］

言語 ディスプレイの表示言語を設定します。
初期化 工場出荷時の設定に戻します。
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USB 接続

仕様

1. 録画画面で を押し、設定画面に移動する

2. 「→」を押して、USB 接続の設定画面に移動する

3. 使用する機能のボタンを押す
4. 確認画面で を押して「はい ●」を選択する

5. USB ケーブルでパソコンや iOS デバイスと接続する
6. USB 接続を終了するには、各機能の画面で を押す

3

4 1,6

3

2

撮影素子 1/2.3"  16 M ピクセル CMOS センサー
レンズ F 2.8、150° FOV
動画フォーマット MPEG-4 AVC/H.264（MOV）
動画解像度 4K/30 p、25 p、24 p　　1080/60 p、50 p、30 p、25 p、24 p　　720/30 p、25 p
音声フォーマット WAV 96 kHz/24-bit、48 kHz/24-bit、44.1 kHz/16-bit
音声機能 ・ LO CUT：OFF、80 Hz、120 Hz、160 Hz　　・ AUTO GAIN：OFF / CONCERT / SOLO / MEETING

・ DELAY：0.0 F、0.5 F … 10.0 F（WEB カメラ時のみ）　　・ DIRECT MONITOR：ON / OFF（USB マイク時のみ）
映像機能 ・ FOV：WIDE ・ 0 ・ TELE（5 段階）

・  SCENE：AUTO / OUTDOOR / SUNSET / NIGHT / CONCERT LIGHT / JAZZ CLUB / DANCE CLUB / MONOCHROME / 
SEPIA / FILM / X-PROCESS / FLAT

ディスプレイ 1.77" フルカラー LCD （160 x 128 dot）
オーディオ入力 Mic 120°固定 XY ステレオマイク　　最大音圧：120 dBSPL　　入力ゲイン：-∞ ～ +39 dB

Line 入力端子：ステレオミニジャック（プラグインパワー対応）　　入力ゲイン：-∞  ～ +39 dB
入力インピーダンス：2 k Ω以上　　プラグインパワー対応（2.5 V）

出力端子 ヘッドフォン／ライン兼用ステレオミニジャック　　HDMI micro Type D
内蔵スピーカー 300 mW 8 Ω Mono Speaker
記録メディア microSD / microSDHC / microSDXC （最大 256 GB）
USB microUSB

＜WEB カメラ＞　Class： UVC 1.0 + UAC 1.0、仕様：ビデオ WVGA、720 p、オーディオ 48 kHz/16-bit
＜カードリーダー＞　Class：USB Mass Storage Class
＜ USB マイク＞　Class： UAC 1.0、仕様：44.1 kHz/16-bit
※カードリーダーとUSB マイクは iOS デバイスに対応

電源 単三電池× 2 : アルカリ乾電池 LR6(1.5 V)、ニッケル水素蓄電池 HR6(1.2 V)、リチウム乾電池 FR6(1.5 V)
AC アダプター（ZOOM AD-17）：DC 5 V/1 A
※ USB バスパワー対応

連続録画中の 
電池持続時間の 
目安  

画質 アルカリ LR6 (1.5 V) ニッケル水素 HR6 (1.2 V) リチウム FR6 (1.5 V)
720/30 p 2.0 時間 3.0 時間 6.0 時間
1080/30 p 1.2 時間 2.0 時間 4.0 時間
4K/30 p 0.5 時間 1.0 時間 2.0 時間
音質：48 kHz/24-bit 
※上記の値はあくまで目安です。
※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。  

外形寸法 本体（最大外形） 58.7 mm（D）× 68.5 mm（W）× 83.0 mm（H）
質量（本体のみ） 124 g
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