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規制情報
FCC 声明

本製品はFCC 規則パート15 に準拠しています。操作は次の2 つの条件に規制されます: (1) 電波障害を

起こさないこと、 (2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に

動作すること。

この装置はテストの結果、FCC 規制パート15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが

証明されています。 これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護する

ことを目的としています。 この装置は電波を発生、使用しており、放出する可能性があるため、説明書に

従って設置及び使用しないと、無線通信を妨害することがあります。 ただし、特定の設置条件で電波干渉

が起こらないという保証はありません。 この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合は ( 装置を

オフ/ オンにして調べることができます)、次の方法のいずれかまたはいくつかの組み合わせを試し、妨害

を正すことをお勧めします：

  • 受信アンテナの方向や位置を変える

  • 装置と受信機の距離を離す

  • 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する

  • ラジオ/ テレビの販売店か経験ある技術者に相談する

警告: FCC 準拠に責任を持つ第三者からの明確な許可を受けることなく、本体に承認されていない変更や

改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が規制される場合があります。

カナダの場合

  • このクラスB デジタル機器はカナダICES-003 に準拠しています。

  • Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州諸国のCE 適合性

装置はEMC 指令2004/108/EC および低電圧指令2006/95/EC に準拠しています。

以下の記述はEU 加盟国にのみ適用します。

右記のマーク表示はWEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/

EC) に基づくものです。

このマークは、このマークが表示されている製品を、一般のゴミとして廃棄してはならず、廃

棄を行う国や地域の規則に従って適切な回収システムを使用しなければならないことを示

します。

本機器に付属のバッテリ、アキュムレーター、ボタン電池に元素記号Hg、Cd、Pbが表示されて

いる場合、0.0005%以上の水銀、0.002%のカドミウム、0.004%以上の鉛の重金属が含まれること

を意味します。
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重要な安全上の注意

1. この製品をお使いになる前に、次の注意をすべてお読みください。

2. この安全のしおりを安全な場所に保管してください。

3. すべての警告に従ってください。

4. すべての指示に従ってください。

5. 本製品を水のそばで使用しないでください。 警告： 火事や感電の危険を避けるため、本製品を雨や湿

気に晒さないでください。

6. 拭き取りは柔らかい乾いた布を使用してください。更なる手入れが必要な場合は、このガイドの「ディス

プレイのお手入れ」を参照してください。

7. 換気孔を塞がないでください。 製造元の指示に従い製品を設置してください。

8. 放熱器やヒーター、ストーブなどの熱源や、その他熱を発生するデバイス（アンプを含む）などのそばに

設置しないでください。

9. 分極プラグや接地プラグの安全規定を妨げないようにください。 分極プラグは2つの刃があり、一方が

他方より幅広になっています。 接地プラグには2 つの刃と接地用の足がついています。 幅広の刃と接

地用の足は安全のために用意されているものです。 プラグがコンセントと合わない場合には、電気技師

に相談しコンセントを取り替えてください。

10. プラグや機器から突出した部分が踏まれたり、挟まれたりすることのないよう、電源コードを保護してくだ

さい。 簡単に接続できるよう、製品のそばに電源コンセントがあることを確認してください。

11. 付属品/ アクセサリは製造元指定のもののみを使用してください。

12. 製造元の指定する、または製品と一緒に販売されているカート、スタンド、三脚台、ブラケッ

ト、テーブルのみを使用するようにしてください。 カートを使用して製品を移動する際には、

転倒によって怪我をしないように気をつけてください。

13. 長期間使用しない場合には、プラグを抜いてください。

14. 製品の整備点検は、認定されたサービス担当者にご依頼ください。 製品が破損した場合には整備点検

が必要です。例えば： 電源コード やプラグが破損した場合、液体がこぼれた場合、物体が製品の上に

落 ちた場合、雨や水にぬれた場合、製品が正常に作動しない場合、もしくは落とした場合など。

15. 注意：バッテリを間違ったタイプのものと交換すると爆発の危険があります。指示に従って、使用済みバ

ッテリを廃棄してください。

16. メーカーが認証するバッテリパックのみを使用してください。この指示に反すると、損傷することがあり

ます。
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RoHS 準拠の通知
本製品は、電気および電子機器 (RoHS 指令) に含まれる危険物質の使用の制限に関して、欧州議会お

よび欧州委員会の指令 2002/95/EC に準拠して設計され製造され、次に示すように欧州技術適合委員会 

(TAC) が発行した最大濃度値を遵守していると見なされています。

物質 提示された最大濃度 実際の濃度

鉛 (Pb) 0.1% < 0.1%

水銀 (Hg) 0.1% < 0.1%

カドミウム (Cd) 0.01% < 0.01%

六価クロム (Cr6+) 0.1% < 0.1%

多臭素化ビフェニル (PBB) 0.1% < 0.1%

ボリ臭素化ジフェニルエーテル 
(PBDE)

0.1% < 0.1%

上に示した製品の成分の一部は、次に示すように RoHS 指令の付録で免除されています。

免除された成分の例を、次に挙げます。

1. ランプあたり5 mg を超えない電球型蛍光ランプの水銀、および RoHS 指令の付録で具体的に触れて

いない他のランプの水銀。

2. ブラウン管、電子部品、蛍光灯、および電気セラミック部品( 例えば、ピエゾ電気装置) の鉛。

3. 高温タイプのハンダの鉛( すなわち、重さで 85% 以上を含む鉛系の合金)。

4. 重さで最大 0.35% の鉛を含むスチール、重さで最大 0.4% の鉛の含むアルミ、重さで最大 4% の鉛を含

む同合金の構成要素として鉛。
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著作権情報
著作権 © ViewSonic® Corporation, 2011. 版権所有。

ViewSonic、3 羽の鳥のロゴ、OnView、ViewMatch 及び ViewMeter は ViewSonic 社の登録商標です。

免責条項： ViewSonic 社は, 本書における技術的または編集上の誤りについてその責を負いません。ま

た、本資料の提供または本製品の動作或いは使用に起因する二次的または間接的損害についてもその

責を負いません。

製品の継続的改良のために、ViewSonic 社は製品の仕様を予告なしに変える権利を有します。 本文書の

内容は予告なしに変更されることがあります。

本書のいかなる部分も、ViewSonic 社から事前に書面による許諾を得ることなく、いかなる方法によっても

無断で複写、複製、伝達をすることを禁じます。

製品登録
今後のお客様のニーズに応えるため、また追加的製品情報をお客様にお知らせするため、インターネット

でお買い上げの製品の登録を行ってください：www.viewsonic.com。ViewSonic ウィザード CD-ROM にプ

リントアウト用の登録フォームが含まれていますので、郵送またはファックスで ViewSonic へお送りいただ

くこともできます。

控え用

製品名：

型番：

文書番号：

シリアル番号：

購入日：

DPF8-CAM
ViewSonic Digital Photo Frame
VS13784
DPF8-CAM_UG_JPN Rev. 1B 02-18-11
_______________________________
_______________________________

製品寿命が切れたときの製品廃棄

ViewSonicは環境に留意し、仕事と生活で緑を守ることをお約束いたします。スマートで、グリーンなコン

ピュータ環境の一部になっていただき、ありがとうございます。詳細については、ViewSonic Webサイトにア

クセスしてください。

米国 & カナダ: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ヨーロッパ: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
台湾: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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パッケージ内容

製品機能

フォトフレーム フレームスタンド AC アダプタ USBケーブル

リモート 
コントロール

CD クイックスタート
ガイド

- 5 メガピクセルカメラ付き 20.32cm (8 インチ) デジタルフォトフレーム
- 8 インチ TFT LCD ディスプレイ (800x600 ピクセル)
- 固定フォーカス
- 古いピクチャのデジタル化のための取り外し可能で拡張可能なスタンド
- 複数の遷移エフェクトのある自動スライドショー
- 最大 16 メガピクセルの高解像度 (JPEG) をサポート
-  SD、SDHC、MMC、MS Pro カード (最大 32GB) および USB フラッシュドライブを

サポート
- 電源節約のための自動オフ機能としてのスリープモード
- 高速 USB 2.0
- カレンダー、クロックおよびアラーム

パッケージには以下のアイテムが含まれます。

はじめに
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フォトフレーム概要

メニューナビゲ
ーション

支え.*

USB.ドライブのコ
ネクタ

SD/SDHC/MMC/.
MS.Pro.カードスロット.

終了ボタン

(上ボタン
下ボタン
左ボタン
右ボタン)

メニューボタン

電源インジケータ
トリミングコントロール電源スイッチ

コピーボタン

削除ボタン

DC.電源ジャック/PC.用.
USB.コネクタ

レンズ

LCD.パネル

カメラボタン
(このボタンを使
用して写真を撮
ります)

リモコン用赤外線
受信部

スライドショー./.
OK.ボタン
(このボタンを使用
して、スライドショ
ーを再生/一時停止
します)

スピーカーと通気孔

*.左の図に従って、支えを引き
出して、フォトフレームを支えて
ください。
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スタンドフォトフレーム

1 2

スタンドの設定方法

1) スタンドの マークをフォトフレーム背面の マークに揃えます。次に、レンズ上部に
スタンドのリングを静かに置いて、スタンドを取り付けます。

2) 指示の通り静かにスタンドを時計回りに回して、 マークを マークに揃えます。
3) 図の手順に従って、テーブルの上でスタンドを開きます。

4) フォトフレームをテーブルのような平らな表面の上に置きます。
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フォトフレームの電源を入れるには、電源スイッチをON.(オン)の位置に切り替えます。電
源がオンになると、電源インジケータが点灯します。フォトフレームをオフにするには、電
源スイッチをOFF.(オフ)の位置に切り替えます。

電源ケーブルの片方をフォトフレームに
接続し、もう片方をコンセントに差し込み
ます。

注記:.必ず付属の電源ケーブルをお使いください。

内部メモリまたは互換性のある外部メモリ機器 (SD/SDHC/MMC/MS.Pro/USB.機器) 
を使用して、撮った写真を保存することができます。

注記:.最初に外部メモリ機器をフォトフレームに接続してから、電源を入れると、USB.ドライブのデータが
最初に読み込まれます。ただし、フォトフレームの電源がすでに入っている場合、最後に挿入されたメモリ
機器が最初に読み込まれます。

電源の接続

フォトフレームの電源をオン/オフにする

内部/外部メモリ機器を使用する

電源インジケータ

電源スイッチ

SD/SDHC/MMC/.
MS.Pro.カードスロット

USB.ドライブのコネクタ
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操作と機能
最高のキャプチャ環境

フォトフレームに古い写真を取り込
んだとき、写真は指示通り十分に明
かりに照らされる必要があります。

光源は、最良の結果を生むために
は、操作する人の後方および上部に
ある必要があります。

フォト

光源

1) メニューボタン.(. .) を押すと、メインメニューが表示されます。

2) メニューナビゲーション.(. .)を上/下/左/右に動かして、Setting.(設定)を選択して、 
を押して確定します。メニューナビゲーション.(. .)を上または下に動かして、

Language.(言語)を選択して、さらにメニューナビゲーション.(. .)を右に動かして、
言語のサブメニューに入ります。

3) メニューナビゲーション.(. .)を上または下に動かして、希望の言語を選択して、
を押して確定します。

言語を設定する
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●.古い写真を再キャプチャする方法.
1) 写真をフットスタンドのベースラインに揃えて

置きます。

2) を押して、プレビューモードに入ります。
3) を再度押して、写真を撮ります。
注記:.カメラの焦点範囲は、19～23cm.がスタン
ドの古い写真の再キャプチャに最適です。フォト
フレームは、新しい写真を撮るためのレギュラー
のカメラとして使用するのに適しています。

4) フォトフレームは、撮った写真を自動的に再生し、メニュー (Save.(保存)/Cancel.(キャ
ンセル)/Adjust.(調整)) が表示されます。

5) メニューナビゲーション.(. .)を上または下に動かすことにより、[Save.(保存)]または
[Cancel.(キャンセル)]または[Adjust.(調整)]を選択して、 を押して確定します。

●.プレビューモードでの.LCD.インジケーター

●.カメラ解像度の選択：
以下の 2 つの解像度で写真を撮ることができます。3 または 5 メガピクセル。デフォ
ルトの解像度は、5 メガピクセルです。写真のサイズを小さく維持するために、より低
い解像度に変更するには、背面のメニューボタン.(. .)を押して、メニューナビゲー
ション.(. .)を使用して、設定を選択します。カメラ解像度に進み、3M を選択します。
スライドショーボタン.(. .)を押して、確定します。プレビューに戻るには、背面の終了
ボタン.(. .)を押します。

残り撮影枚数

古い写真の再キャプチャ

メモリ機器
( .:.SD/SDHC/MMC/MS Pro、
  .:.USB デバイス、
  インジケーターなし.:.内部メモリ)

画像解像度

電源インジケータ
( .:.AC 電源)
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●.写真を保存またはキャンセルする方法. 

カメラにより写真が撮られた後、フォトフレームは自動的に再生モードに入ります。黄色
のフレーム ( ) は、写真のサイズがフォトフレームに保存される準備ができているこ
とを示しています。

カメラは黄色のフレーム内に表示された写真のサイズを自動的に検知するようプログ
ラムされています。ただし、ときには調整が必要です。

背面のメニューナビゲーション.(. .)を使用して、上または下に動かして、Save.(保存)、
Cancel.(キャンセル)、またはAdjust.(調整)機能を選択します。

A. 写真のサイズが正しい場合、Save.(保存)を選択して、カメラボタン (  ) を押して、写
真を保存します。

B. その写真が気に入らない場合は、Cancel.(キャンセル)を選択して、カメラボタン (  ) 
を押して、保存せずに写真をキャンセルします。
●.写真を調整する方法
黄色のフレーム内の写真のサイズが古い写真に完全に一致しない場合は、Adjust.(調
整)を選択して、カメラボタン (  ) を押して、写真調整モードに入ります。

メニューナビゲーションを上/下/左/右に動かして、調整する写真のサイ
ズを選択します。

写真の縁を調整するために、トリミングコントロールをオンにして赤色
の線を移動させます。

 (スライドショー/OK.ボタン) を押して、写真を回転させます。

 (終了ボタン) を押して、プレビューモードに戻ります。

 (カメラボタン) を押して、確定します。

注記:.必要な場合は、最初に写真の構図を変えてから、写真を回転してください。回転機能は、線の内部に
ある画像に対してのみ有効です。

トリミングコントロール
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この製品は、デジタルカメラで撮った写真 (JPEG) を再生するためのフォトフレームで
す。取り込んだ写真を表示するには、2、3 の簡単なステップを実行するだけです。
1) お気に入りの写真をメモリカードまたは USB ドライブに保存します。(この操作には、

コンピュータとカードリーダーが必要な場合があります。)
2) カードをフォトフレームに挿入するかUSBドライブをフォトフレームに差し込みます。
3) フォトフレームの電源をオンにします。
4) スライドショーが自動的に開始されるのを待ちます。

●.スライドショーの再生
デフォルトで、フォトフレームは電源をオンにすると写真スライドショーを自動的に再生
します。フォトフレームが他のモードに入っている場合、 を一度押して、スライドショー
モードに切り替えます。

●.機能バーを使用する
スライドショーに入っている間、メニューボタン.
(. .)を約 2 秒押して、機能バーを表示させま
す。機能を実行するには、メニューナビゲーション.
(. .).(上/下/左/右) を使用して、項目間を移動し
てから、 を押して確定します。

ファイルを再生する

写真機能バー

写真機能バーには、次の項目が用意されています。

1).写真の回転： 現在の写真を時計回りに 90°回転させます。
2) 写真をズームイン/アウトします。（または、メニューナビゲーション(  )を上下に移
     動して写真をズームイン/アウトします。）
3).前の写真を表示します。
4).スライドショーを一時停止/再開します。
5).次の写真を表示します。
6).インデックスの再生：

画像インデックスモードでは、1枚のページに12のミニチュア画像を表示します。す
べての写真をすばやく閲覧する場合、または山のような画像ファイルの中から特定
の写真を選択する場合に、この機能は便利です。

1 2 3 4 5 6 7
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インデックスモードで、以下を実行できます。
●.写真を全画面で表示する。
メニューナビゲーション.(. .).(上/下/左/右) を使用して、ハイライトしたボックス
に移動します。ページもそれにつれて、上または下にスクロールします。希望の写
真を選択したら、 を押して確定します。この操作により、モードがスライドショー
に切り替わることにご注意ください。

●.メモリカードから内部メモリ (またはその逆) に写真をコピー
します。メニューナビゲーション.(. .) (上/下/左/右) を使用し
て、希望のファイルを選択して、コピーボタン.(. .)を押しま
す。YES/NO.(はい/いいえ)ウィンドウが表示されます。メニュ
ーナビゲーション.(. .)を上または下に動かし、選択して、
を押して確定します。

●.内部/外部メモリ機器に存在しているファイルを削除します。
メニューナビゲーション.(. .) (上/下/左/右) を使用して、希
望のファイルを選択して、削除ボタン.(. .)を押します。YES/
NO.(はい/いいえ)ウィンドウが表示されます。メニューナビゲ
ーション.(. .)を上または下に動かし、選択して、 を押して
確定します。

7).現在の写真のファイル名。

スライドショーモードで写真機能バーがアクティブでないとき、以下が可能です。
● を押して、スライドショーを再生/一時停止/再開する。
● メニューナビゲーション.(. .) を左または右に動かして、前の写真または次の写真

を表示します。
必要な場合、メニューナビゲーション.(. .).を上または下に動かして、写真をズーム
イン/ズームアウトします。

● を押して、写真を撮るためにプレビューモードに進みます。
● 終了ボタン (. .)を押して、メインメニューに戻ります。
● コピーボタン.(. .)を押して、メモリカードから内部メモリ (またはその逆) に写真を

コピーします。
● 削除ボタン.(. .)を押して、現在のメモリ機器から写真を削除します。
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初めてフォトフレームをオンにするとき、時間と言語設定を調整することをお勧めします。
日付/時間を設定するには、メニューボタン.(. .)を押して、メインメニューに進みます。
メニューナビゲーション.(. .)を上/下/左/右に動かして、Date/Time.(日付/時間)を選択
して、 を押して確定します。

以下ができます。
● メニューナビゲーション.(. .)を左/
右に動かして、アナログ/デジタルクロッ
ク間で切り替えます
● メニューナビゲーション.(. .)を上/
下に動かして、カレンダーをオン/オ
フします

●.日付、時間およびアラームの調整手順：
1) メニューボタン.(. .)を約2秒間押します。時計がデジタル形式に変わり、ハイライト

ボックスが表示されます。
2) メニューナビゲーション.(. .)を上または下に移動して、値を調整します。メニューナビ
ゲーション.(. .)を左または右に移動して、項目を切り替えます。

3) メニューナビゲーション.(. .)を左または右に動かし続けて、アラームアイコンを選択
します。メニューナビゲーション.(. .)を上または下に動かして、オン (ハイライト) ま
たはオフ (グレーアウト) 間で切り替えます。
注記:.アラーム機能は、フォトフレームの電源をオンにするたびにOFF.(オフ).に設定されます。ただし、
アラームの設定は保存されます。

4) すべての設定が完了したら、メニューボタン.(. .)を約 2 秒間押して、終了します。(ま
たは、フォトフレームを2、3秒間そのままにしておくと、ハイライトボックスが消えます)。

●.目覚ましアラームについて
時計が設定した時間に達し、アラームが鳴り始めたら、以下ができます。

1) を押して、アラームをオフにする。
2) 他のボタンを押すと、アラームは 5 分間鳴り止みます。5 分後、アラームは再度鳴り始

めます。このスヌーズ機能により、もう少し睡眠を取ることができ、2 度起動します (合
計で 10 分間)。

3) アラーム音が 1 分間鳴り、どのボタンも押されない場合、アラームはスヌーズ機能モ
ードに入ります。

注記:.アラームの音量は調節できません。

日付/時間/アラームの設定

アナログクロック付きカレンダー デジタルクロック付きカレンダー
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メインメニュー
メインメニューでは、この製品の機能を微調整するためのオプションがいくつか用意さ
れています。次の表で、メインメニューの詳細を説明します。

方法... 操作

メインメニューを表示する メニューボタン.(. .)を押します。

ハイライトバーを移動する メニューナビゲーション.(. .).(上/下/左/右) を使用
します。

サブメニューに入る/項目を確定する  (スライドショー/OK.ボタン) を押します。

メニューを終了する/スライドショー表示
に戻る 終了ボタン.(. .)を押します。

.

●.Camera (カメラ)： カメラプレビューモードに移動します。
●.Photo (フォト)： 内部/外部メモリ内に保存されたすべての写真を表示します。

また、このオプション内の写真をコピー.(. .)または削除.(. .)することができます。
●.Date/Time (日付/時間)： 日付、時間およびアラームを設定します。

(「日付/時間/アラーム」のセクションを参照してください)
●.Card Select (カードの選択)： ストレージ機器を変更します。

Exit

内部メモリ

SD/SDHC/MMC/MS Pro

USB ドライブ

メインメニューに
戻ります 

カードの選択
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後部のメニューナビゲーション.(. .)を使用し、上/下/左/右
を動かして、項目を選択して、スライドショーボタン.(. .)を
選択して、設定を確定します。

Language (言語): 
「オンスクリーンディスプレイ」で使用する言語を設定
します。
Camera resolution (カメラの解像度)： 
写真解像度を 3 メガピクセルまたは 5 メガピクセルに設
定します。
Sleep mode (スリープモード)： 
自動電源オフ機能を設定します。
オフ/30 分/1 時間/2 時間/4 時間/8 時間
Screen setting (画面設定)：
画面の輝度/コントラスト.(-4～+4)を設定します。
Slideshow speed (スライドショーの速度): 
スライドショーの再生速度を設定します。
5 秒/10 秒/15 秒/30 秒/1 分/3 分/5 時間/10 時間/24 時間
Memory size (メモリサイズ)： 
このオプションは、現在の機器の残りのサイズを表示します。
Display mode (表示モード)：
[Smart ratio] (スマート比)：フォトフレームは、スマートプログラムにより、自動的
に最高の比率で写真を表示します。
[Original] (オリジナル)： オリジナルモードで写真を表示します。
[Fit to screen] (画面に適合)：写真を画面に合わせて表示します。
Slideshow effect (スライドショーのエフェクト)：
スライドショー再生のパターンを設定します。
Date stamp (日付スタンプ)：
日付スタンプ機能を有効にすると、日付が撮った写真に印字されます。
Date/time (日付/時間)：
日付、時間およびアラームの状態を確認します。
Default (デフォルト)：
工場出荷時のデフォルト設定を復元します。デフォルト機能が有効になると、現在
の設定は無効になります。

拡張設定
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問題 原因 解決方法

電源ランプが点灯し
ない。

電源がオフになっているか、
または電源ランプが故障し
ています。

電源 (AC アダプタ) がしっかりと接続
されているか、およびコンセントが正
常に機能しているかを確認します。

画像ファイルの順番が望
みどおりにならない。

ファイルの順番がファイル名
でソートされます。数字はアル
ファベットよりも先になります。

ファイル名を変更してください。

注記:メモリカードのブランドは数多くあるため、メモリカードを購入する際は店で互換性をテストして
ください。このデジタルフォトフレームは海賊版のカードには対応していません。メモリカードが正しく
挿入されており、起動画面が表示されても、フォトフレームがカードを読み取れない場合、フォトフレー
ムの電源を入れなおすか、またはファイルを再度コピーしてください。

付録
トラブルシューティング

リモコンの使用
ボタン 説明

1

このボタンを押してスタンバ
イモードに入ります。 2 秒間
押したままにして電源をオン
にします。

2 方向ボタン

3 シャッターボタン

4 決定／再生／停止

5 終了ボタン

6 メニューボタン

7 上/右

8 下/左

9 削除ボタン

10 コピーボタン

11 決定／確定／スライドショー

1

3

2

7

6

510

9

8

11

4

リモコンをご使用にな
る前に、絶縁体を取り
外して下さい。



ViewSonic 15 DPF8-CAM

項目 仕様

パネル
パネルサイズ 20.32cm (8 インチ) TFT LCD

パネル解像度 800x600 RGB

写真キャプチャ

画像センサー 5 メガピクセル CMOS (2592x1944)

解像度 ベストモード (5 メガピクセル) / 
ファインモード (3 メガピクセル)

レンズ 固定レンズ (焦点範囲： 19～23cm)

古い写真のデジタル化 9x13cm (3.5 インチ x 5 インチ) と 10x15cm  
(4 インチ x 6 インチ) の写真をサポートしています

フォト

フォト形式 JPEG

最大解像度 16メガピクセル

自動スライドショー はい

写真効果 14 のオプション

編集機能 コピー/削除

ストレージ

内蔵メモリ 128MB (ストレージ用 100MB)

外部メモリ SD/SDHC/MMC/MS Pro (最大 32GB)

USB フラッシュドライバ はい

インターフェース USBポート PC 接続用の高速 USB 2.0 および USB フラッ
シュドライブ

日付/時間
時計/カレンダー はい

アラームモード/スリープモード はい

電源 外部電源装置 AC 入力： 100～240V、50～60Hz
DC 出力： 5V、1A

操作環境
温度 0～40℃

湿度 80% RH (結露なきこと)

ストレージ環境
温度 -10～50℃

湿度 80% RH (結露なきこと)

仕様
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カスタマーサポート

技術サポートまたは製品サービスについては、下表を参照するか販売店にお問い合わせください。

注意： 製品のシリアル番号が必要となります。

国/ 地域 ウェブサイト 電話 電子メール

日本 www.viewsonicjapan.co.jp 0120 341 329 service@jp.viewsonic.com
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限定保証
ViewSonic® デジタル写真フレーム

保証の範囲：

ViewSonic は、保証期間内において、当社製品がその正常な使用下で材質及び製造に欠陥がないことを

保証します。 保障期間内に製品の材質または製造に欠陥が認められた場合、ViewSonic は当社単独の

選択で当該製品の修理または同等製品との交換を行います。 代替製品または部品は、再生または修復

された部品または部材を含んでいることがあります。

保証期間：

ViewSonic デジタル写真フレームは、最初にお買い上げいただいた日から1年間仕上げに対して保証い

たします。

保証の対象者：

この保証は最初に製品をお買い上げになった消費者の方のみを対象にしています。

次の場合、この保証の対象外となります：

1. シリアル番号が損傷、修正または取り除かれた製品。

2. 次を原因とする損傷、破損または故障：

a. 事故、誤用、不適切な取り扱い、火災、水害、落雷、その他天災地変、許可のない製品の改造、ま

たは製品の取扱説明書を逸脱して使用した場合。

b. 輸送による製品の損害。

c. 製品の取り外しまたは設置。

d. 異常電圧や停電など、製品外部の原因。

e. ViewSonic の仕様に合わない消耗品や部品の使用。

f. 正常損耗。

g. 製品の欠陥に無関係のその他原因。

3. 静止画像が製品上に長時間表示されることに起因する「画面の焼き付き」と通常呼ばれる状況を呈

するあらゆる製品。

4. 取り外し、取り付け、一方向の輸送、保険およびサービス料のセットアップ。 

サービスを受けるには：

1. 保証に基づきサービスを受けるには、ViewSonic カスタマーサポートにお問い合わせください（カスタ

マーサポートページを参照）。 その際製品のシリアル番号を示す必要があります。

2. 保証サービスを受けるには、(a) 日付入りの保証書原本、(b) お名前、(c) ご住所、(d) 問題の詳細、(e) 

製品のシリアル番号の提示が求められます。

3. 製品を元の箱に梱包し、ViewSonic の認定サービスセンターまたは ViewSonic に持ち込みまたはご

送付ください。

4. より詳しい説明またはお近くの ViewSonic サービスセンターの名前については、ViewSonic にお問い

合わせください。

黙示保証の制限：

特定目的に対する適合性の黙示保証を含め、明示的または黙示的を問わず、ここで説明される内容を超

えたいかなる保証もありません。
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損害の除外：

ViewSonic の賠償責任は製品の修理または代替の費用に限定されます。 ViewSonic は

次に対し賠償の責を負いません：

1. 当社がそのような損失の可能性について報告を受けていたとしても、本製品の欠陥により発生した他

の財産に対する損害、不便さ、本製品の使用不能、時間的損失、利益の損失、商業的機会の損失、

商業的信用の損失、取引関係への干渉、またはその他商業的損失に基づく損害。

2. 二次的、間接的またはその他を問わず、その他あらゆる損害。

3. 第三者によるお客様に対するあらゆる要求。

4. ViewSonic から権限を付与されていない人物による修理または修理の試み。

4.3: ViewSonic DPF Warranty DPF_LW01 Rev. 1A 06-20-08




