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ここでは、同梱の取扱説明書の補足、追加/変更される機能の紹介や 

使いかたについて説明します。
本機の「取扱説明書」もあわせてお読みください。
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時計設定

MENUから  時計設定で、年月日および時間を設定します。

また年月日の表示形式も選択できます。

 1 MENUボタンを押して設定項目一覧を表示させ、 メイン設定→ 
 時計設定を選択する。

 2 表示形式を選択して、REC/ENTERボタンを押す。

MENU

Y-M-D

Y-M-D 年-月-日

M-D-Y 月-日-年

M(Eng)-D-Y 月（英語表示）-日-年

D-M-Y 日-月-年

 3 UPボタンまたはDOWNボタンを押して希望の日時を設定し、REC/
ENTERボタンで確定させて、年月日および時間を設定する。
MENUボタンでひとつ前の設定に戻せます。

MENU

1 1- -2014

ご注意
 初回起動時、または本体ソフトウェアのアップデート後、時計設定画面が表示さ
れます。時計設定を行ってから本機をご使用ください。
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ボタンホールド機能

携帯時など、誤ってボタンが押されることを防ぎます。
本機のMENUボタンを2秒以上押すとボタンホールド状態になります。

REC
ENTER

ボタンホールド状態になると、LCD画面内に が表示され、REC/ENTERボタン、
DISPボタン、UPボタン、DOWNボタンが無効となります。

ボタンホールドを解除する場合は、ボタンホールド状態で再度MENUボタンを2秒
以上押すか、ON/OFF(電源)ボタンを押して電源をOFFにしてください。

ご注意
 ボタンホールド機能はカメラとWi-Fiで接続した状態でのみ使用できます。接続
していない状態ではボタンホールド機能は有効になりません。

 メニュー表示中、ボタンホールド機能は使用できません。
 カメラとのWi-Fi接続が切断されると、ボタンホールド機能は解除されます。
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画面表示

動画／インターバル静止画撮影時のREC表示
REC/ENTERボタンを押して撮影を開始すると、REC/Wi-Fiランプが青の点灯から
赤の点灯に変わります。また、画面左下に●が点灯します。

REC
ENTER

DISPボタン操作による画面表示切り換え
本機とカメラをWi-Fiで接続した状態で本機のDISPボタンを押すと、下記のように
本機の液晶モニターの画面表示が切り替わります。

Live-View表示 アイコン消灯 時計表示 画面OFF

AM
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カメラ設定

本機のMENUからカメラの設定を変更する
本機のMENUボタンを押すと、設定を変更することができます。
本機とカメラがWi-Fiで接続されているときに本機のMENUボタンを押すと、接続
されたカメラの設定をすることができます。

 手ブレ補正設定
MENU→ *カメラ設定から、カメラの手ブレ補正設定を切り替えることができま
す。

ON 手ブレ補正機能を使う。
OFF 手ブレ補正機能を使わない。

* 表示されるアイコンは、設定されている撮影モードによって異なります。

 画角設定
MENU→ *カメラ設定から、カメラの画角設定を切り替えることができます。

120° 120度で撮影する。
170° 170度で撮影する。

* 表示されるアイコンは、設定されている撮影モードによって異なります。

ご注意
 本機とカメラがWi-Fiで接続されていないときは、カメラ設定アイコンは表示さ
れません。

 手ブレ設定、画角設定は、対応カメラでのみ設定できます。互換情報もあわせて
参照してください。
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露出モード自動設定
本機をデジタルスチルカメラQXシリーズおよび対応カメラに接続した場合、カメ
ラの露出モードは自動的に「  おまかせオート」に設定されます。

ご注意
 HDR-AS15/AS30V/AS100Vは、露出モード自動設定機能に対応していません。
 露出モード自動設定機能は、対応カメラでのみ使用できます。互換情報もあわせ
て参照してください。

 接続する機種によっては、露出モードが変わらない場合があります。（モードダイ
ヤルを備えたカメラ等）

カメラの日時自動設定
本機をデジタルスチルカメラQXシリーズに接続した場合、本機の日時設定が自動
的にカメラに反映されます。

ご注意
 HDR-AS15/AS30V/AS100Vは、カメラの日時自動設定機能に対応していません。
 カメラの日時自動設定機能は、対応カメラでのみ使用できます。互換情報もあわ
せて参照してください。
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ズーム

接続されたカメラに応じて、撮影時のズーム機能が可能となります。
Live-View表示、または録画状態で、本機のUPボタンまたはDOWNボタンを押すと、
カメラのズームが操作できます。

REC
ENTER

望遠（Telephoto）になる。

広角（Wide）になる。

ご注意
 HDR-AS15/AS30V/AS100Vは、ズーム機能に対応していません。
 ズーム機能は、対応カメラでのみ使用できます。互換情報もあわせて参照してく
ださい。



9-JP

警告表示

メモリーカード警告表示
本機をWi-Fiで接続されたカメラにメモリーカードが装着されていない場合、画面
の左上に  が点滅表示されます。

REC
ENTER

ご注意
 メモリーカード警告表示は、対応カメラでのみ表示されます。互換情報もあわせ
て参照してください。
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マルチカメラコントロール HDR-AS100V

HDR-AS100Vをご使用の場合、本機で最大５台のカメラを同時に操作することがで
きます。

本機を準備する
 1 本機のMENU内の ネットワーク設定から、接続設定を選択する。

 2  MULTI接続を選択する。

SINGLE接続
1台のカメラを操作する。
MULTI接続
複数台のカメラを操作す
る。

ご注意
 マルチコントロール機能は対応カメラでのみ使用できます。
 マルチコントロール非対応カメラを操作する場合は、  SINGLE接続に設定
してください。

 対応カメラについてはカメラの取扱説明書、互換情報もあわせて参照してください。
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本機にカメラを登録する

 1 MENUから  を選択する。

登録待ち受け状態になります。（約2分で待ち受け状態は解除されます。）

 2 カメラ側の［SETUP］から［confg］→［Wi-Fi］→［multi］→［NEW］を
選択する。
カメラ側の表示が［PREP］と点滅し、登録準備を開始します。

 3 本機の画面に［OK］が表示されたら、REC/ENTERボタンを押して登
録を完了する。
登録に成功すると、カメラ側に［DONE］が表示され、2秒後に撮影モードに戻り
ます。

 4 接続したいカメラごとに手順1から3を繰り返して、すべてのカメラ
を登録する。

ご注意
 カメラの取扱説明書もあわせてご確認ください。
 本機の接続待ち受け状態が解除される前にカメラの設定を行ってください。
 すでに5台のカメラと接続しているときは、カメラ登録はできません。
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本機の液晶モニターの画面表示について

 カメラの撮影モード、状態表示
接続されたカメラの撮影モードと状態を表示します。

撮影モード／状態 アイコン表示
静止画撮影モード

動画撮影モード

インターバル静止画撮影モード

接続中

カーソル表示で、現在Live-View表示しているカメラを表します。

接続されたカメラが撮影中の場合、アイコン上に が表示されます。

通信、接続処理中など、処理中のステータスを表示します。
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 エラー表示

エラーアイコン
接続されたカメラの状態に応じて、エラーアイコンが表示されます。

エラーアイコン 症状 原因

カメラ側がエラーにな
りました。

接続先のカメラをご確認ください。

カメラ側がエラーにな
りました。

接続先のカメラまたはメモリーカード
をご確認ください。

通信に失敗しました。
 接続先のカメラをご確認ください。
 電波の混雑、接続先との距離が離れす
ぎているなどが考えられます。

非対応機器です。
非対応機器と接続しています。接続さ
れている機器をご確認ください。

エラー番号
マルチカメラコントロールのエラー情報として、次のような番号が表示されること
があります。

エラー番号 症状 原因

03-03
接続に失敗しまし
た。

 認証できませんでした。接続する機器側
での操作が必要です。

 電波の混雑、接続先との距離が離れすぎ
ているなどが考えられます。03-04

03-05
接続できませんで
した。

 接続最大台数に達しています。接続する
カメラの台数をご確認ください。
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本機とカメラを接続する
本機と登録済みのカメラの電源を入れると、自動で接続動作に入ります。

ON

ON

ご注意
 接続するカメラを［MULTI］に設定してください。設定の方法については、カメラ
の取扱説明書を参照してください。

 最大同時接続台数は5台です。
 本機の電源を入れると、REC/Wi-Fiランプが青く点灯します。

Live-Viewを切り換える
本機のUPボタン/DOWNボタンを押して、アイコンのカーソルを移動させ、本機
の液晶モニターの画面を希望の接続カメラのLive-Viewに切り替えることができま
す。

REC
ENTER
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撮影する
本機のREC/ENTERボタンを押して、接続されたすべてのカメラの撮影を開始、ま
たは静止画を撮影します。
動画撮影またはインターバル静止画撮影を停止するときは、もう一度本機のREC/

ENTERボタンを押してください。

REC

REC

REC

ご注意
 マルチコントロール中の本機でのカメラ操作は、接続されたすべてのカメラに対
して通信されます。 
本機からは、下記のカメラ操作が可能です。

 撮影モード変更
 動画撮影、インターバル撮影時のスタート／ストップ操作
 静止画撮影のシャッター操作
その他のカメラ設定（録画画質など）については、カメラ側で設定を行ってください。

 接続されたカメラの反応時間は、それぞれのカメラの状況によって変化すること
があります。録画スタートなど、カメラごとでタイムラグが発生する場合があり
ます。

 接続されたカメラの撮影モードが異なる場合は、それぞれのカメラの撮影モード
に応じた撮影操作を行います。

 接続されたカメラのうち1台でも録画中のカメラがある場合は、本機のREC/Wi-Fi

ランプが赤の点灯となります。 
その状態でREC/ENTERボタンを押すと、接続されたすべてのカメラに撮影停止
の指示が送信されます。
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ネットワーク設定をリセットする
MULTI接続のネットワーク設定をリセットする場合は、下記操作を行ってください。

 1 本機のMENU内の ネットワーク設定から、  ネットワークリ
セットを選択する。

 2 OKを選択し、REC/ENTERボタンを押す。
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