
取扱説明書（基本編）

VG-165/D-765
VG-180/D-770

デジタルカメラ

● オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しなが
らこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。

●大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
● 取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があり
ます。
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取扱説明書（応用編）、ユーザー登録、閲覧ソフト Olympus Viewer 3
については、Olympus Webサイトをご確認ください。

箱の中身を確認する

その他の付属品 : 取扱説明書（本書）、保証書

リチウムイオン電池
（LI-42B）

USBケーブル
（CB-USB4）

USB-ACアダプタ
（F-2AC）

デジタルカメラ

別売のUSB-ACアダプタを
使う
本製品は別売の USB-ACアダプタ F-3ACが
使用できます。専用の USB-ACアダプタ以
外は使用しないでください。F-3ACを使用す
る際は、必ずカメラに付属の USBケーブル
を使用してください。
また、USB-ACアダプタ付属の電源コードは
USB-ACアダプタ専用です。他の製品に使用
しないでください。
F-3ACでの撮影はできません。

別売の充電器を使う
付属の充電池は充電器（LI-41C：別売もしく
は UC-50と UC-42BC：別売）を使って充
電することもできます。

 海外での使用について
• 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中の
ほとんどの家庭用電源AC100～ 240V
（50/60Hz）でご使用になれます。ただし、
国や地域によっては、電源コンセントの形
状が異なるため、変換プラグアダプタ（市
販）が必要になる場合があります。

変換プラグアダプ
タ（市販品の一例）

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
• 市販の海外旅行用電子変圧器（トラベルコ
ンバーター）は、充電器とUSB-ACアダプ
タが故障することがありますので使用しな
いでください。
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 電池とカード（市販）を入れる、
取り出す

1 1、2の手順で電池／カードカ
バーを開く。

2

11

電池／カードカバー

 電池／カードカバーの開け閉めの際は、
電源を切ってください。

2 電池ロックノブを矢印の向きに
押しながら電池を入れる。

電池ロックノブ

 電池はmを電池ロックノブ側にして図の
ように入れてください。
電池の外装にキズ等のダメージを加えま
すと、発熱・破裂のおそれがあります。

 電池を取り出すには、電池ロックノブを
矢印の向きに押してロックを外してから
取り出します。

3 カードをまっすぐに差し、カ
チッと音がするまで押し込む。

書き込み禁止スイッチ

  SD/SDHC/SDXCカード以外は、絶対に
カメラに入れないでください。

• カードの金属部には直接手を触れないでくだ
さい。

カードを取り出すには
カチッと音がするまでカードを押しこみ、
ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り
出します。

4  1、2の手順で電池／カードカ
バーを閉じる。

11

2

 カメラをご使用の際は、必ず電池／カー
ドカバーを閉じてください。
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  電池を充電する
カメラに USBケーブル、USB-ACアダプタ
を接続して充電します。
• お買い上げのとき、電池は十分に充電され
ていません。お使いになる前に、動作ラン
プが消えるまで（最長約 3時間）電池を充
電してください。

接続方法

電源
コンセント

USBケーブル
（付属）

コネクタカバー

USBコネクタ

動作ランプ
点灯：充電中
消灯：充電完了

 付属または当社指定以外のUSBケーブル
は絶対に使用しないでください。
発煙や発火の恐れがあります。

 充電が完了、または再生を終了したら、
必ずUSB-ACアダプタの電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

 電源を入れ、初期設定をする
初めて電源を入れたときは、モニタに表示さ
れるメニュー表示等の言語の設定、日付の設
定をする画面が表示されます。

1 nボタンを押して電源を
入れ、十字ボタンのFGHI
で言語を選び、Aボタンを押す。

2 十字ボタンのFGで［年］を選
ぶ。

-- -- -- --:..

MENU

2013

日時設定画面
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3 十字ボタンのIで［年］を確定す
る。

4 手順2、3と同様に、十字ボタン
のFGHIで［月］、［日］、［時
刻］（時、分）、［年/月/日］（日
付の順序）を設定したら、Aボ
タンを押す。

5 十字ボタンのHIで地域を選び、
Aボタンを押す。
• FGで［サマータイム］の設定ができま
す。

  静止画を撮る

1 nボタンを押して電源を
入れる。

2 撮影モードを選ぶ。

3 カメラを構えて構図を決める。

 カメラを構えるときは、フラッシュやマ
イク等に指などがかからないようご注意
ください。
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4  シャッターボタンを半押しし
て、ピントを合わせる。

AFターゲットマーク

 半押し

シャッター速度 絞り値

PP

F2.8F2.81/4001/400

• AFターゲットマークが赤く点滅したとき
は、ピントが合っていません。もう一度や
り直してください。

5 カメラが揺れないよう、シャッ
ターボタンを静かに全押しして
撮影する。

半押し 全押し

  ズームを使う
ズームボタンを押して撮影する範囲を調節し
ます。

広角（W）側を押す 望遠（T）側を押す

画像サイズ ズームバー表示

16M*1/
14M*2

光学ズーム

その他
*3

*1 VG-180/D-770のみ
*2 VG-165/D-765のみ
*3 画素数増加の処理による画質劣化はありま
せん。設定されている画像サイズにより倍
率が変わります。
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 フラッシュを使う
撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機
能を選びます。

1 Iを押す。
PP

MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

:34

2 HIで設定項目を選び、Qボタ
ンを押して確定する。
項目 説明

オート発光
暗いときや逆光のとき、フ
ラッシュが自動的に発光しま
す。

赤目軽減
予備発光を行い、目が赤く写
るのを軽減します。

強制発光 フラッシュが必ず発光します。
発光禁止 フラッシュは発光しません。

 セルフタイマーを使う
シャッターボタンを全押しした後、時間を空
けて撮影します。

1 Gを押す。
PP

1212 22

MENUMENU

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

:34

2 HIで設定項目を選び、Qボタ
ンを押して確定する。
項目 説明

セルフタイマー 
オフ

セルフタイマーを解除し
ます。

セルフタイマー 
12s

セルフタイマーランプが
約10秒点灯し、さらに約
2秒点滅した後、シャッ
ターが切れます。

セルフタイマー 
2s

セルフタイマーランプが
約2秒点滅した後、シャッ
ターが切れます。

動作中のセルフタイマーを中止するには
ボタンを押します。
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  撮影モードを選ぶ
 は、初期設定を表します。
撮影モード サブモード

 P（Pモード） ー
M

（Mモード）
ー

N（ぶれ軽減
モード）

ー

a（スーパー
マクロモード）

ー


（モード）

B ポートレート/F 風景/
G 夜景/M 夜景＆人物/
C スポーツ/N 屋内撮影/
W キャンドル/R 自分撮り/
S 夕日/X 打ち上げ花火/
V 料理/d 文書/
q ビーチ＆スノー / ペット

P

（Pモード）
ポップ/ピンホール/
フィッシュアイ/ウェディング/
ロック/クリスタル/水彩/
ミラー /ミニチュア

n（ムービー
モード）

ー

1 撮影待機画面で、十字ボタンの
Hを押し、HIで撮影モードを
選ぶ。

 、Pでは、さらにGでサブモー
ドを表示してから、HIで目的のサブモー
ドを選び、Qボタンを押します。

MENUMENU

16M

:34

サブモードを選択するには

MENUMENUMENUMENU

16M

:34

16M

0:00:340:00:3444 NORM

:34

設定したサブモードのアイコン
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     撮った画像を再生する

1 qボタンを押す。
コマ番号／撮影総枚数

12:30’13/02/26’13/02/26 12:30

4/304/30

再生画像

2 HIで画像を選ぶ。

前の画像
を表示

次の画像
を表示

• Iを長押しすると早送り、Hを長押しす
ると早戻りします。

• もう一度qボタンを押すと撮影画面に戻
ります。

   再生中の画像を消去する

1 消去する画像の再生中にG（）
を押す。

1 MENU
4/304/30

100-0004100-0004

2 FGで［消去］を選び、Aボタ
ンを押す。
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   ムービーを撮る

1 撮影待機画面で、十字ボタンの
Hを押し、HIでムービーモー
ドを選ぶ。

2 シャッターボタンを半押しし
て、撮りたいものにピントを合
わせてから、そのまま静かに全
押しして撮影をはじめる。

半押し

全押し 0:00RECREC 0:00 0:00:340:00:34

0:00:340:00:340:000:00RECREC撮影中赤く点灯

撮影時間
撮影可能時間

• 音声も同時に録音されます。

3 シャッターボタンを静かに全押し
して撮影を終了する。

  ムービーを再生する
ムービーを選び、Aボタンを押します。

00:12/00:3400:12/00:34

再生中ムービー
’13/02/26 12:30’13/02/26 12:30

4/304/30

OK

一時停止する／
再生を再開する

Aボタンを押すと、一時停
止します。一時停止、早送
り、巻き戻し中にAボタン
を押すと、再生を再開しま
す。

早送りする

Iを押すと、早送りをしま
す。さらにIを押すと、早
送りの速度が早くなりま
す。

巻き戻しする

Hを押すと、巻き戻ししま
す。さらにHを押すと巻
き戻しの速度が早くなりま
す。

 ムービー撮影時に記録した音声は、カメ
ラでは再生されません。記録した音声を
聞く場合は、パソコンに接続して再生し
てください。

Basic_J_d4568_70.indb   10Basic_J_d4568_70.indb   10 2012/12/24   16:18:292012/12/24   16:18:29



11JP

    メニュー設定
撮影モードによっては設定できない機能があります。

PP

0.00.0
AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

MENUMENU

16M

:34
6
7

3
2
1

5
4

ファンクションメニュー

セットアップメニュー

 ファンクションメニュー

1 フラッシュ 3 露出補正 5 ISO感度 7 アスペクト
2 セルフタイマー 4 ホワイトバランス 6 画像サイズ

 ファンクションメニューの使い方

1 十字ボタンのHでファンクショ
ンメニューを表示させる。

2 十字ボタンのFGで設定した
い機能に移る。

3 十字ボタンのHIで設定値を選
び、Aボタンを押して確定する。

PP± 0.0

22 11

MENUMENU

AUTO
WB

AUTO
WB

AUTO
ISO

AUTO
ISO

16M

:34

222 11

露出補正の例
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セットアップメニュー

MENU

Off
On

iESP

Off

2

5

3

4

1

3 再生メニュー

q

スライドショー
編集
消去
プリント予約
プロテクト

1 撮影メニュー 4 設定メニュー 1

z

リセット
圧縮モード
AF方式
デジタルズーム
アイコンガイド
日付写し込み

d

内蔵メモリ初期化／カード初期化
データコピー
USB接続モード
再生ボタン起動
撮影モード保持
操作音
ピクセルマッピング

2 ムービーメニュー 5 設定メニュー 2

A

画像サイズ
フレームレート
ムービー録音

d

モニタ調整
節電モード
l（言語設定）
日時設定
ワールドタイム
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  セットアップメニューの使い方
撮影時または再生時にボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。
セットアップメニューでは、撮影／再生時の機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な
機能を設定します。

1 ボタンを押す。
•  セットアップメニューが表示されます。

MENU

Off
On

iESP

Off

2 Hでページタブを選択する。
FGで目的のページタブを選
び、Iを押す。

MENU

Off

W
’13.02.26 12:30

ページタブ
MENU

Off

W
’13.02.26 12:30

サブメニュー 1

3 FGで目的のサブメニュー 1を
選び、Aボタンを押す。

MENU

Off
W

’13.02.26 12:30

サブメニュー 2
MENU

W
On
Off

4 FGで目的のサブメニュー 2を
選び、Aボタンを押す。
•  設定が確定してサブメニュー 1に戻り
ます。

• 設定後、さらに個別の操作があること
があります。

MENU

On
W

’13.02.26 12:30

5 ボタンを押して設定を終
える。
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アフターサービス

• 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしま
すので「販売店名・お買い上げ日」等の記入された
ものをお受け取りください。もし記入もれがあっ
た場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し
出ください。また保証内容をよくお読みの上、大
切に保管してください。

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせ
や、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社
修理センター、または当社サービスステーション
にご相談ください。取扱説明書にしたがったお取
扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買
い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づ
いて無料修理いたします。

• 保証期間経過後の修理等については原則として有
料となります。

• 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5 年
間を目安に当社で保有しております。したがって本
期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、
期間後であっても修理可能な場合もありますので、
お買い上げの販売店、当社修理センター、または当
社サービスステーションにお問い合わせください。

• 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス
代理店リストに記載の マークが付いた販売店・
サービスステーションまでご依頼ください。

• 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要し
た諸費用、および撮影により得られる利益の喪失
等）については補償しかねます。また、運賃諸掛
かりはお客様においてご負担願います。

• 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書
面を同封して十分な梱包でお送りください。また
控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用を
お願いします。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い
いただき、お客様や他の人々への危害と財産の
損害を未然に防止するためのものです。内容を
よく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う差し迫った危
険の発生が想定される内容を示しています。危険

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負う可能性が想定される内
容および物的損害のみの発生が想定される
内容を示しています。注意
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製品の取り扱いについてのご注意

 警告
• 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するお
それのある場所では使用しない
引火・爆発の原因となります。

• フラッシュやLEDを人（特に乳幼児）に向けて至近
距離で発光させない

• カメラで日光や強い光を見ない
視力障害をきたすおそれがあります。

• 幼児や子供、ペットなどの動物が触れる可能性の
ある場所に放置しない
以下のような事故が発生するおそれがあります。
• 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
• 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み
込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

• 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
• カメラの動作部でけがをする。

• ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使
用したり、保管しない
火災・感電の原因となります。

• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しな
い

• 連続発光後、発光部分に手を触れない
やけどのおそれがあります。

• 分解や改造をしない
感電・けがをするおそれがあります。

• 内部に水や異物を入れない
火災・感電の原因となります。
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったと
きは、すぐに電源を切り電池を抜き、お買い上げ
の販売店、当社修理センター、または当社サービ
スステーションにご相談ください。

• 本機の温度の高い部分に長時間触れない
低温やけどのおそれがあります。このような条件
での使用が予想される場合は、あらかじめ三脚や
手袋などを用意してください。

• 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時
間触れない
充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高く
なります。長時間皮膚が触れていると、低温やけ
どのおそれがあります。

• 専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、
USB-ACアダプタ以外は使用しない
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。
またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故
がおきる可能性があります。専用品以外の使用により
生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

• SD/SDHC/SDXCカード以外は、絶対にカメラに
入れない
その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取
り出さず、お買い上げの販売店、当社修理セン
ター、または当社サービスステーションにご相談
ください。

 注意
• 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じ
たときは使用を中止する
火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、お
買い上げの販売店、当社修理センター、当社カス
タマーサポートセンター、または当社サービスス
テーションにご連絡下さい。
（電池を取り外す際は、素手で電池を触らないで
ください。また可燃物のそばを避け、屋外で行っ
てください。）

• 濡れた手でカメラを操作しない
故障・感電の原因となることがあります。
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• カメラをストラップで提げて持ち運んでいるとき
は、他のものに引っかからないように注意する
けがや事故の原因となることがあります。

• 高温になるところに放置しない
部品の劣化・火災の原因となることがあります。

• 本製品には精密な電子部品が組み込まれていま
す。以下のような場所で長時間使用したり放置す
ると、動作不良や故障の原因となる可能性があり
ますので、避けてください。
• 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車
の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、
または温度・湿度変化の激しい場所

• 砂、ほこり、ちりの多い場所
• 火気のある場所
• 水に濡れやすい場所
• 激しい振動のある場所

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動や
ショックを与えないでください。

• レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置し
ないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起
こすことがあります。

• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変
わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があ
ります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、
カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。

• カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど
故障の原因となることがあります。使用前には動
作点検をされることをおすすめします。

• テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大
型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使
用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、
カメラが誤動作する場合があります。カメラが正
常に動作しない場合は、電源を切ってから、電池
を抜き差しして再度電源を入れてください。

• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、
フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやす
いものを近づけないでください。データが壊れて
使用できなくなることがあります。

• 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジ
を回してください。

• カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリ以外
（三脚など）は取り外してください。

• 本体の電気接点部には手を触れないでください。
• レンズに無理な力を加えないでください。

 電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるや
けどやけがを避けるため、以下の注意事項を必
ずお守りください。

 危険
• 火の中に投下したり、電子レンジやホットプレー
ト、高圧容器で加熱しない

• 電磁理器の上や傍らに置かない
発熱・発火・破裂の原因となります

• 端子を金属類で接続しない
• 電池とネックレスやヘアピン、鍵等の金属と一緒
に持ち運んだり、保管しない
ショートにより発熱・破裂・発火し、やけど・け
がの原因となります。

• 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブ
のそばなど高温になる場所で使用・放置しない
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・
けがの原因となります。

• 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因と
なります。
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• 電源コンセントや自動車のシガレットライターの
差し込み口等に直接接続しない
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因と
なります。

• 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがある
ので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水
で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受
けてください。

• カメラから電池が取り出せなくなった場合は、無
理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修理
センター、または当社サービスステーションにご
相談ください。
電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、
発熱･破裂のおそれがあります。

 警告
• 水や海水などの液体で濡らさない。
• 濡れた手で触ったり持ったりしない
発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。

• 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合
は、充電を中止する
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

• 外装にキズや破損のある電池は使用しない
破裂・発熱の原因となります。

• 落下や打撃により電池に強い衝撃を与えたり、投
げたりしない
破裂・発熱・発火の原因となります。

• カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたり
しない

• 液漏れや異臭、変色、変形その他異常が発生した
場合は使用を中止し、すぐに火気から遠ざける
火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カ
スタマーサポートセンター、または当社サービス
ステーションにご連絡ください。

• 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害
を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などの
きれいな水で洗い流してください。

 注意
• 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあと
は、すぐに電池を取り出さない
やけどの原因となることがあります。

• 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池
を外しておく
液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の原因と
なることがあります。
長期間保管する場合は、涼しいところに保管して
ください。

• 電池は、当社製リチウムイオン電池1個を使用し
ます。指定の電池をお使いください。指定以外の
電池を使用した場合、爆発（または破裂）の危険が
あります。

• カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく
異なります。

• 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費す
るため、電池の消費が早くなります。
• ズーム動作を繰り返す。
• 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、
オートフォーカス動作を繰り返す。

• 長時間、モニタで画像を表示する。
• プリンタとの接続時。

• 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表
示されずにカメラの電源が切れることがあります。

• 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカ
メラ専用です。他の機器に使用しないでください。

• 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。
汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因と
なります。充電や使用する前に、乾いた布でよく
拭いてください。

Basic_J_d4568_70.indb   17Basic_J_d4568_70.indb   17 2012/12/24   16:18:322012/12/24   16:18:32



18 JP

• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長
時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必
ず充電してください。

• 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性
能が低下することがあります。寒冷地で使用する
ときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるな
ど保温しながら使用してください。低温のために
性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復
します。

• 長期間の旅行などには、予備の電池を用意される
ことをおすすめします。海外では地域によって電
池の入手が困難な場合があります。

• 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式
電池を捨てる際には、端子をテープなどで絶縁し
てから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持
ちください。
詳しくは一般社団法人JBRCホームページ
（http://www.jbrc.com）をご覧ください。

 USB-ACアダプタについてのご注意

 危険
• USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態また
は濡れた手で触ったり持ったりしない
故障・感電の原因となります。

• USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用し
ない
熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・
発熱の原因となります。

• USB-ACアダプタを分解・改造しない
感電・けがの原因となります。

• USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使用する
指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・
発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。
USB-ACアダプタが、熱い、異臭や異常音がする、
煙がでているなど異常を感じたら、ただちに電源
プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お
買い上げの販売店、当社修理センター、当社カス
タマーサポートセンター、または当社サービスス
テーションにご連絡ください。

 警告
• コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダ
プタ本体を持つ
USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電
の原因となることがあります。

 注意
• お手入れの際は、USB-ACアダプタ本体をコンセ
ントから抜いて行う
USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・
けがの原因となることがあります。

• 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ専用
です。付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接
続して電池を充電することはできません。

• 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ以外
の機器に接続して使用しないでください。

• プラグインタイプのUSB-ACアダプタについて：
付属のUSB-ACアダプタF-2ACは垂直、または床
に水平に正しく据え付けてください。

Basic_J_d4568_70.indb   18Basic_J_d4568_70.indb   18 2012/12/24   16:18:322012/12/24   16:18:32



19JP

電波障害自主規制について

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装
置は、家庭環境で使用することを目的としていま
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に
近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ
とがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ（USB-ACアダ
プタ対応機種のみ）は、必ず、当製品指定のもの
をお使いください。指定品以外では、VCCI協会
の技術基準を超えることが考えられます。

 商標について
Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商
標です。
MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標
または登録商標です。
SDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブラン
ド名または商品名は、それらの所有者の商標また
は登録商標です。

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成の
ソフトウェアを含んでいます。
第三者作成のソフトウェアは、その所有者または
著作権者により所定の条件が課せられており、そ
の条件に基づいてあなたに配布されています。こ
の条件の中であなたに告知するものがある場合に
は、以下のURLのウェブサイトに必要に応じて準
備されたsoftware notice PDFファイル内に見出
すことができます。
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm

カメラファイルシステム規格について
カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術
産業協会（JEITA）で制定された規格「Design rule 
for Camera File system/DCF」です。

USB ケーブル CB-USB4
リチウムイオン

電池
LI-42B

USB-AC
アダプタ

F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/
F-2AC-4C/
F-2AC-5C/F-2AC-1D/F-2AC-3D/
F-2AC-4D/
F-2AC-5D/F-2AC-6D

使用環境温度 0℃～ 40℃（動作時）/
-20℃～ 60℃（保存時）
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