撮った映 像をいろいろ楽しめる
かんたんワイヤレス再生 ※1

USBハードディスクに残す

お部屋ジャンプリンク
対応機種

内蔵メモリーやSDカードの容量が 不足したときは、USBハードディスクに
撮影した映 像をどんどん保 存しましょう。
また、保 存した映 像は、そのままビ
デオカメラ本体で再生し、
テレビで見ることができます。

WX1M/WZX1M・VX1M/VZX1M・WXF1M/WZXF1M・
VX990M/VZX990M・W585M

DLNAに対応したテレビとWi-Fi ® 接 続することで、ケーブル 接 続などの面
倒な手間なく、撮影した思い出の映像をテレビの大画面で楽しめます。

●本 機と推 奨のUSBハードディスクを接 続してコピーしたビデオ・写 真、
またはHD Writer
AE5.4 / LE3.2 / LE3.0でコピーしたビデオ・写真のみ再生できます。

●4K、
MP4 1080/60p、
MP4 1080/30p、
iFrame、
2160/24p、
1080/24pで記 録・保 存した映
像は非対応です。 ※1 DLNA対応テレビ・レコーダーおよび無線LANブロードバンドルーター
（別
売）
が必要です。
対応機器がWi-Fi®または有線LANで、
対象ビデオカメラと同じ無線LANアクセス
ポイント
（無線LANルーター）
に接続されている必要があります。
「お部屋ジャンプリンク」
「かんたん
バックアップ」
対応のビエラ/ディーガについては、
サポートサイトをご確認ください。

http://panasonic.jp/support/video/connect/

動 作 確認済みUSBハードディスクについての情 報は当社サポートサイトをご 覧ください。

●当社で動画/写真を保存できることを動作確認した情報で、
動作を保証するものではありません。
●4Ｋビデオカメラ/ハイビジョンビデオカメラとUSBハードディスクを接続するUSB接続ケーブル
は、
各々のUSB端子に合ったものをお使いください。
4Ｋビデオカメラ/ハイビジョンビデオカメラの
USB端子はmicro A端子です。
USBハードディスクのUSB端子については、
USBハードディスクの
説明書をご確認ください。

パソコンでかんたん自動編集
表示メニューから行いたい操作をクリックするだけで、
ダビングが可能。
さら
に、
ショートムービーストーリーで、
テーマやBGMに合わせて動画をラクラク
自動編集できます。

Windowsユーザーは

HDMI
ケーブル
（同梱）

USB
接続ケーブル

対応ソフト（ダウンロード提供）

スマホアプリでフォトコラージュ
おまかせフォトコラージュ
対応機種

撮影した映 像の中から、
ベストシーンの静止画を
おまかせで切出し、
スマートフォンへ転送します。
届いた画 像は スマートフォン 側で 操 作しフォト
コラージュ作成が可能。

＜表示メニュー＞

Macユーザーは

WX1M/WZX1M・VX1M/VZX1M・WXF1M/WZXF1M・
VX990M/VZX990M・W585M

● AVCHDのみ対応。

iMovieで、便利に楽しめる

● VX990M/VZX990M・W585M・V480MSは、iMovieに最適な記録フォーマット「iFrame」に対応。

リアルタイムの映 像をライブ中継
対応機種

WX1M/WZX1M・VX1M/VZX1M・WXF1M/WZXF1M・
VX990M/VZX990M・W585M

インターネットの動画共有サービス
「IBM Cloud Video
（Ustream）
」
でライブ
配信が可能です※2。家 族のまさに今の様 子を、遠くの友 人や親 戚と一 緒に
楽しめます。
しかも中継しながら同時にフルハイビジョン記録も可能です。

■｢Panasonic Image App｣について ●スマートフォン/タブレットでのリモート操作、
SNSへ
のアップロードなどには、
スマートフォン/タブレットで専用アプリ
「Panasonic Image App」
をダウ
ンロード、
インストールする必要があります。
対応OS Android用：Android OS4.2以上 iPhone
用：iOS9.0以上
（2018年3月現在） ●
「Panasonic Image App」
はパナソニック株式会社の提
供する、
Wi-Fi® 搭載デジタルビデオカメラから送信された動画を受信したり、
Webサービスへ中
継するアプリケーションです。
「Panasonic Image App」
（無料配布）
は
「Google PlayTM」
または
「App Store」
より入手することができます。●
「Panasonic Image App」
の情報はこちらをご覧く
ださい。
http://panasonic.jp/support/software/image̲app/index.html

※2 事前にアカウント登録、LUMIX CLUB PicMateの登録、LUMIX CLUB PicMateとの連携が必要
です。宅内では無線LANルーター、宅外ではモバイルWi-Fi®ルーター、
またはテザリング機能が使用でき
るスマートフォンが必要です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更になることがあります。
●2018年8月1日以降にIBM Cloud Video（Ustream）
でライブ中継を行うためには有料契約をする必要
があります。●AVCHD 60iでの撮影になります。●W585Mはライブ配信モード時は記録できません。

ディーガ SDカード再生・ダビング対応機種：UBZ1
●ハードディスクへの4K/30p保存・再生※3 ●1080/60p再生・ダビング※4
●AVCHD動画再生・ダビング
●ブルーレイディスクへの4K/30pバックアップ保存

ご確認
ください

※3［再生］
SDカードスロットで直接再生、
および内蔵HDDへの取り込み後の再生が可能。
［保存］
内蔵HDD
に保存可能。
※4［再生］
SDカードスロットで直接再生、
および内蔵HDDへの取り込み後の再生が可能。
［ダビング］
ブルー
レイディスク、
内蔵HDDにダビング可能。
●対応ディスク：BD-RE/-RE DL/-R/-R DL、
DVD-RAM/-R/-R DL
［12cmディスクのみ。
8cmディスクは非対応。
］
上記、
対応機種一覧は、
最新機種のみ掲載しています。
お持ちの機種の対応や詳細については、
サポートサイ
トをご覧ください。http://panasonic.jp/support/video/connect/

AVCHD規格で記録されたSDカードでは、
直接再生に対応していないディーガに搭載されているSDカードスロットからの動画再生はできません。AVCHD規格で記録したディスク
はAVCHD規格に対応していない機器には入れないでください。
ディスクの取り出しができなくなることがあります。
また、AVCHD規格に対応していない機器では再生できません。

■ 無線LAN機器使用上の注意事項
この機器の使用周波数帯域では、
電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局
（免許
を要する無線局）
および特定小電力無線局
（免許を要しない無線局）
、
ならびにアマチュア無線局
（免許を要する無線局）
が運用されています。
1. この機器を使用する前に、
近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
2. 万一、
この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、
すみやかに場所を変更するか、
または電波の使
用を停止したうえ、
右記連絡先にご連絡いただき、
混信回避のための処置などについてご相談してください。
3. その他、
この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困り
のことが起きた時は、
右記連絡先へお問い合わせください。
本機が2.4GHz周波数帯を使用するDSSSとOFDM変調方式を採用した無線設備で、
与干渉距離が約40mであることを意味します。

連絡先：パナソニック株式会社

パナソニック
・ムービー
LUMIX（ルミックス）
ご相談窓口〈受付9時〜18時 〉
●電話 フリーダイヤル 0120-878-638
（携帯電話・PHSからもご利用になれます）
※上記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187
●FAX フリーダイヤル 0120-878-236

●SDXCメモリーカードはSDXCロゴが機器または取扱説明書に表示されている商品で使用できます。
SDHC/SDメモリーカードのみに対応した商品では使用できません。 ●1080/60pに対応していない機器では、
1080/60p記録の映像が表
示されない場合があります。 ●動画または静止画をダビングしたディスクを他の機器に入れると、
フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。
大切なデータが削除され元に戻すことはできませんので、
フォーマットしないでください。
®
●Wi-Fi（無線LAN）
は、
全てのご利用環境下での動作を保証するものではありません。 ●画面はハメコミ合成写真です。 ●写真、
イラストの内容はイメージです。●HC-WX1M/WZX1Mの両品番において、
商品スペックに差異はありません。
●HC-VX1M/VZX1Mの両品番において、
商品スペックに差異はありません。●HC-WXF1M/WZXF1Mの両品番において、
商品スペックに差異はありません。●HC-VX990M/VZX990Mの両品番において、
商品スペックに差異はありません。

