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同梱品
.本体
.USB ケーブル
.
. 
.清掃用ブラシ
.120フィルムホルダー
.135ネガホルダー
.127/135スライドホルダー

取り扱い説明書
AC アダプター

この度は弊社商品をお求め頂き誠にありがとうございます。
本取り扱い説明書をお読みの上、正しくご利用下さい。
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操作パネル

のメニューへ移動する
C

スキャンする/前のメニューに戻す
ボタン：メニューの決定/実行

Powerボタン：電源のオン/オフ
Leftボタン（左ボタン）：左のメニューへ移動する
Rightボタン（右ボタン）：右

onvert/Modeボタン（Cボタン/スキャンボタン/モード
　　ボタン）：
OK/Enter

各部の機能と名称

操作パネル

本体背面
SDカードスロット

HDMI出力 USB接続ポート
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操作開始
1.電源に繋ぐ
　AC アダプターをコンセントに接続します。USB ケーブ
　ル端子（小さい方）を本体背面のUSB接続ポートに接続
　します。USBケーブル端子（大きい方）をAC アダプタ
　ーに挿し込みます。本機器を30分使わないと自動的に電
　源オフします。
2.内蔵メモリーを使う
　内蔵メモリには約50個の画像が保存できます。外部SD
    カードのない状態で電源オンしたとき、”カードがあり
　ません"のアイコンが３秒間表示されます。この状態で
　は内蔵メモリーを使います。
3.SD/SDHCカードを使う
　128GB以内のSD/SDHCカードは使えますが、操作を高
　速化するために16GB以下のカードを勧めます。
　電源オフを確認してからSDカードの印刷面が上になるよ
　うにして、SDカードスロットにカチッと音がするまで押
　し込みます。
　SDカードを取り外す時は、電源オフを確認してからSD
     カードカチッと音がするまで軽く押し込みます。SD
     カードが少し飛び出ます。

　*SDカードをこのスキャナーで使用する前には、必ず
　フォーマットを行ってください。（次のページを参照）
　

ロックを解除するように
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4.内蔵メモリー/SDカードをフォーマットする
　フォーマットを行うとSDカードに記録されたすべてのデー
　タが消去され、初期化されますのでご注意ください。
　SDカードのフォーマットは、必ず本製品のフォーマット機
　能で行ってください。
　フォーマットする前に必要に応じてファイルをパソコンに
　コピーしてください。
　1.SDカードを挿し込みます。（SDカードがセットされて
　　いない場合は、内蔵メモリーがフォーマットされます）
　2.電源をオンにしてから右ボタンを押してフォーマット
　　を選択して、OKボタンを押します。
　3.左ボタンを押して”はい”を選択して、OKボタンを押し
　　て ます。
　4.フォーマット完了は自動的に起動画面に戻ります。

　*SDカードのロックを解除しないとフォーマットはでき
　ません。

フォーマットし

5.モードの選択
　本製品は次のように六つのモードがあります。
　.フィルムタイプ--タイプを選択します。ネガフィルム/
　　スライド/白黒/Microfiche 四種類があります。
  .フォーマット--内蔵メモリー/SDカードをフォーマット
　　する
　.キャプチャーモード--フィルムをスキャンする
　.再生--スキャンした画像を再生する
　.USBアップロード--PCに繋ぐ
　.Language言語--英語か日本語を選択する
　それぞれのモードを選択してOKボタンを押すと対応モー
　ドに入ります。

、
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7.フィルムタイプの設定
　1.フィルムタイプモードでOKボタンを押します。
　2.まずはフィルムの種類を決定します。
　　左右ボタンでネガフィルム/スライド/白黒/Microfiche
         を選択してOKボタンを押します。
　　ネガフィルム--　　
　　　四つの120フィルムサイズ、127VPK、135
　　スライド--
　　　四つの120フィルムサイズ、127VPK、135
　　白黒--
　　　四つの120フィルムサイズ、127VPK、135
　　Microfiche
　3.次は左右ボタンで正しいフィルムサイズを選択して
　　OKボタンを押すとキャプチャモードに入ります。

5

35mm スライド 127VPKスライド 120フィルム（60ｘ90） 120フィルム（60ｘ45）

6.発光板のクリーニング
　読み込んだ画像に汚れなどがある場合は発光板のクリーニ
　ングを行ってください。
　1.クリーナー部を下に向けて挿し込みます。
　2.清掃用ブラシで発光板を一方向に数回なぞります。
　3.清掃用ブラシを奥から手前になぞり清掃用ブラシを引き
　　出します。
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8.

135ネガホルダーを127/135スライドホルダーに下図
　　のようにセットします。

　　
　　

　2.ネガフィルムを光沢のある面を上にして、ディスプレの
　　イメージを見ながら、ホルダーに挿し込みます。
　　イメージが中心にあることを確認してください。

　3. 、OKボタンを押す
　とスキャン が完成します。フィルムを左に押し込んで次の
　スキャンをします。

フィルムをスキャンする
ネガフィルム：
　1.

キャプチャモードでCボタンを押して

開閉口を上向き持ち上げスライド
ホルダーを開きます

ネガホルダーをセットします

丸印の所を押してしっかりと閉じます

ネ
ガ

スライドホルダーが止まるまで
右側からスロットに押し込みます



スライド：
1.

キャプチャモードでCボタンを押して

127/135スライドホルダーが止まるまで右側からスロット
　に押し込みます.

2.スライドの光沢ある面を上にして、画像が画面に表示され
　るまで、一つずつ送ります。（次のスライドで前のスライ
　ドを左へ押し込みます）　
　　　　　　

3.ディスプレのイメージを見ながら、イメージが中心にある
　ことを確認してください。
4. 、OKボタンを押すと
　スキャン が完成します。また次のスライドを左に押し込ん
　で次のスキャンをします。
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120フィルム：
1.120フィルムホルダーで四つの120フィルムサイズを
　スキャンします。（60x45,60x60,60ｘ80,60ｘ90）
2.ホルダーを開けて、フィルムをセットして、ホルダーを
　閉じます。あるいは、フィルムを右から挿し込みます。
　フィルムが中心にあることを確認してください。

3.

キャプチャモードでCボタンを押して

カチッと音がするまでフィルム付きホルダーをスロット
　に挿し込みます。

4.120フィルムはカラーネガ/スライド/白黒の三種類があり
　ます。正しいフィルムタイプを選択し、

から 、OK
    ボタンを押すとスキャン が完成します。ホルダーを引き
　出し、次のフィルムを同じの操作を繰り返します。

正しいサイズを
　選択して

あるいは

フィルムを挿し込みます開閉口を上向き持ち上げ120ホルダー
を開いてフィルムをセットします

*もし に下記の”FULL”アイコンが出ればメモリー
　がいっぱいです。データを

　

ディスプレ
パソコンにアップロードして

　からデータを削除してください。
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9.
キャプチャモードでOKボタンを押すとEV（ ）、

　R、G、BとSHP（ ）の調整ができます。
　左右ボタンで数値を変換してOKボタンで次の項目に移
　動します。 が完了したらCボタンを押すと

露出、RGBとシャープネスの調整
　 露出

シャープネス

設定 キャプ
　チャモードに戻ります。

キャプチャモード

キャプチャモード

フィルムタイプ スキャンした画像のカウンタ

露出

SDカードあり

OKボタンを押す Cボタンを押す

保存する/キャンセル

保存する
キャンセル

OKボタンを押して保存する

露出、RGBとシャープネスの調整

左右ボタンで数値を変換してOKボタン
で次の項目に移動します。設定が完了
したらCボタンを押すとキャプチャ
モードに戻ります。
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10.再生
　1.左右ボタンで再生モードを選択してOKボタンを押し
　　てスキャンした画像を2秒間隔で再生します。

　2.OKボタンを押すと再生が一時停止します。ここで画像の
　　編集ができます。

再生中

再生が一時停止中
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3. OKボタンを押す
　と下記の画面がでます。

　
4.OKボタンを押すと再生に戻ります。あるいは左右ボタン
　で実行したい操作を行います。再生停止中二回Cボタン
　を押すと直接ホームメニューに戻ります。

左右ボタンで編集したい画像を選択して

消去

戻る

ホーム

再生/編集

回転-90°
回転+90°

編集結果を保存する



11.画像をパソコンにアップロードする
　1.USB ケーブル端子（小さい方）を本体背面のUSB接続
　　ポートに接続します。USBケーブル端子（大きい方）
　　をパソコンに挿し込みます。
　2.SDカードを本体に挿し込みます。SDカードがないと
　　内蔵メモリーを使います。
　3.本体の電源をオンします。
　4.左右ボタンでUSBアップロードを移動してOKボタン
　　を押します。

　5.パソコンにリムーバブルディスクがでます。画像の
　　アップロードができます。

USBアップロード USBアップロード
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テレビに接続する
　1.テレビと本機器の電源をオンにしてください。
　2.背面のHDMI 端子に専用ケーブル（別売）を差し込み
　　ます。反対側をテレビのHDMI 端子に接続しテレビの
　　画面をHDMI入力に変更して下さい。
　3.本体の画面が真黒になってテレビの画面にメニューが
　　出ます。



仕様
　イメージセンサー：1400万画素CMOS
　液晶モニター：4.3型TFT
    外部メモリーカード：SD/SDHC(128GBまで）
　露出補正：8段階
　色調補正：8段階
　スキャン解像度：2000万ピクセル
    画像型式：JPEG
　光源：LEDバックライト
　電源：ACアダプタ
　出入力ポート：USB2.0/HDMI
    寸法：177ｘ192ｘ118ｍｍ
　重量：580ｇ
　言語：日本語/英語

サポートについて
取り扱い説明書記載内容と実際の操作方法に違いがある
場合、新しいマニュアルを公開している場合がございま
す。ダウンロードページをご確認下さい。
ご質問などが多い内容については、Q&A ページに解決方
法が記載されている場合がございます。合わせてご確認
下さい。
www.wolverine.com.tw

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、
次のアドレスまでご連絡下さい。
mikel@tic-computer.com
mikelee@wolverine.com.tw
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