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同梱品
.本体
.USB ケーブル
.8ｍｍ/Super8インサート
. 110ネガインサート
.清掃用ブラシ
.35ｍｍネガホルダー
.35ｍｍポジホルダー
.110ポジインサート
.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/画像を上下反転する

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/Mirrorボタン（左ボタン/ミラーボタン）：左の
    メニューへ移動する/画像を左右反転する
　Right/Flipボタン（右ボタン/フリップボタン）：右

　Convert/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

フィルムホルダースロット

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
　ーに差し込みます。本機器を30分使わないと自動的に電
　源オフします。
2.内蔵メモリを使う
　内蔵メモリには35～40個の画像が保存できます。外部
　SD カードを使わない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
　では内蔵メモリを使います。
3.SD/SDHCカードを使う（32GBまで）
　32GB以内のSD/SDHCカードを使ってください。その他
　の種類のカードを使用しますと、製品及びカードが故障
　する可能性があります。
　電源オフを確認してからSDカードの接触面が上になるよ
　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。
　

接触面が上になるように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
　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。
　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カードを差し込みます。（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
　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。
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
  .フォーマット
　.キャプチャーモード
　.再生
　.USBアップロード
　.Language言語
　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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6.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。
　　左右ボタンでスライド/ネガフィルム/映画フィルム/
　　白黒を選択してOKボタンを押します。
　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ボタンを押します。通常は135（35ｍｍ）です。
　　135以外の場合はフィルムサイズを確認してから選択
　　してください。

　スライドは下記の様なサイズがあります。　

　

スライド
種類

フィルム
寸法

外形寸法

135 110 110 126 127
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7.

＃１：35ｍｍポジホルダー

　＃２：35ｍｍネガホルダー
　

　＃４：110ネガインサート

　
　＃５：110ポジインサート

　

フィルムホルダーの選択
　フィルムホルダーは五つがあります。（丸印の所に番号
　があります）
　

スライドの127VPK/135/126KP
K/110に適用します。ネガフィ
ルムのMicrofiche、APSと127
にも適用します。110とAPSは
ホルダーの組み合わせが必要。
詳しくは次のページを参照。

ネガフィルムと白黒フィルム
135/126KPK/110に適用します。
110はホルダーの組み合わせが
必要。詳しくは次のページを参
照。

の

ネガフィルムの110と白黒
に適用します。ホルダーの組み
合わせが必要。詳しくは次の
ページを参照。

の110

スライドの
適用します。ホルダーの組み合
わせが必要。詳しくは次のペー
ジを参照。

110とネガのAPSに
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8.

　＃２と＃４の組み合わせ（ネガの110と白黒の110

　

フィルムホルダーとインサートの組み合わせ
     1.ホルダーを開けます。
　2.インサートを装着します。
　3.ホルダーを閉めます。

　＃１と＃５の組み合わせ（スライドの110とネガのAPS
         に適用します）
　　

に適
　　用します）

＃６：8ｍｍ/Super8インサート

映画フィルムに適用します。
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9.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差し込みます。
　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。

10.正しいホルダーを差し込む
　＃１の35ｍｍポジホルダーと＃２の35ｍｍネガホルダ
　ーは右から差し込みます。

　
　＃６の8ｍｍ/Super8インサートは手前から差し込みま
　す。

番号
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11.

＃１の35ｍｍポジホルダーを右から本体に差し込み
　　ます。
　2.スライドを光沢のある面を上にして、ホルダーに差
　　し込みます。
　3.次に二枚目と三枚目のスライドを差し込みます。三枚
　　目のスライドで二枚目のスライドと一枚目のスライド
　　を押し込みます。ディスプレを見ながら一枚目のスラ
　　イドのイメージがディスプレの中心にあることを確認
　　してください。
　

　
　*フィルムタイプの設置が間違いとX線みたいのイメー
　　ジが表示されます。その場合は正しい設定をしてくだ
　　さい。

フィルムのセット
　スライド：
　1.

*スキャンするフィルムの上下、表裏に注意してセット
　　してください。

　*スライドの110とネガのAPSには＃１と＃５の組み合
　　わせをしてから本体に差し込みます。

スライド
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ネガフィルム：
　1.

*110のネガと白黒フィルムには＃2と＃4の組み合わせ
　をしてから本体に差し込みます。

＃2の35ｍｍネガホルダーを右から本体に差し込み
　　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、ホルダーに差し込みます。
　　イメージが中心にあることを確認してください。

ネガフィルム

8ｍｍ/Super8フィルム
　8ｍｍ/Super8フィルムはガイド穴を右向きにして
　＃６のインサートに差し込んでから、インサートを
　手前から本体に差し込みます。
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12.画像の向きを編集する
　キャプチャモードで左ボタンを押すと左右反転しま
　す。右ボタンを押すと上下反転します。
　

13.
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。

露出、RGBとシャープネスの調整
　 露出

シャープネス

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

左右ボタンを押す
OKボタンを押す

Cボタンを押す

画像向きの編集 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
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14.フィルムをスキャンする
　1.キャプチャモードでCボタンを押してスキャンします。
　2.OKボタンを押して画像を保存します。
　3.フィルムを移動して次のフィルムをスキャンします。

　*もし に下記の”FULL”アイコンが出ればメモ
　　リがいっぱいです。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。

メモリがいっぱい

15.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。左右ボタ
　　ンで画像を手動で変換できます。

再生中 再生が一時停止中
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3.再生停止中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
　タンで画像の削除やホームメニューに戻ります。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。

消去

戻る
ホーム

再生

16.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）
　　をパソコンに差し込みます。
　2.SDカードを本体に差し込みます。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。

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(32GBまで）
　露出補正：8段階
　色調補正：8段階
　スキャン解像度：3200ｄpi
    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
    寸法：115ｘ99ｘ169ｍｍ
　重量：390ｇ
　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。
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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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