
Intova HD2マリングレードアクションカメラをお買い上げ
いただき誠にありがとうございます。HD2は防水で頑丈
なので様々な環境で高画質な写真や動画が撮ることが
できます。この説明書をよくお読みになり、注意点をお守
りください。

楽しみましょう！

HD 2 説明書
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注意事項

 » 使用する前に、最適な状態と長持ちするように、正しい使い方を確認してください。

 » 直射日光の元にカメラを置くこと、特にレンズを置くことは絶対におやめください。直射

日光下での長期間の放置はイメージセンサーを傷つける可能性があります。

 » 涼しく、乾燥した場所で保管してください。

 » 操作性を維持するためにも、バッテリーは保管中でも定期的に充電してください。完全に

放電された状態が続くと電池の能力が失われる場合があります。

 » 乾燥した柔らかい布でレンズのまわりを清潔に保ってください。

 » 毎回の使用前にOリングを確認してください。ゴミがある場合、水漏れの原因になりま

す。

 » はじめてお使いになる前にメモリーカードのフォーマットを行ってください。

米国連邦通信委員会（FCC）宣言

この装置は、FCC 規制の Part 15 に準拠しています。操作は次の 2つの条件に従う必要

があります：

(1) この装置は有害な干渉を引き起こすことはほとんどありません。

(2) このデバイスを使用するには、望まざる動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、す

べての干渉を受け入れる必要があります。　

この装置はテスト済みであり、FCC 規制の Part 15 に準ずる Class B デジタルサービスの

制限に準拠しています。これらの制限は、住宅に設置する際に有害な干渉に対する適切な

保護を提供するように設計されています。この装置を変更または修正を行うと、この機器を

使用するユーザーの権限が無効になる場合があります。この装置は、高周波エネルギーを

生成、使用そして放射しています。指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有

害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置において干渉が発生しないこ

とを保証するものではありません。この装置が装置の電源をオフ/オンにして確定すること

ができるラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、次のいずれかの方法

で干渉を修正することを推奨します：

 » 受信アンテナの方向または設置位置を変える。

 » 機器と受信機の間隔を広げる。

 » 受信機が接続されている回路と異なる回路のコンセントに機器を接続する。

 » ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

規制遵守に責任のある当事者の明示的な承認なしに変更または修正を行うと、この機器を

操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

期限付き保証：お客様が製品を購入された 日から１年間は、その材料や製造に 欠陥がない

ことを保証します。保証は、間違った使用による事故、不適切な使用、改造などによる損害

は無効となります。詳細、制限などについてはwww.intova.comをご覧ください。
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ボタン＆インターフェイス

A.　ビデオライト/フラッシュ

B.　シャッターボタン

 » ビデオモード：録画開始/停止

 » 写真モード：シャッターボタン

 » フラッシュオン/オフ（2秒長押し）

 » サムネイル表示モード：削除

 » Exitメニュー

C.　電源ボタン

 » カメラの電源をオン/オフ（長押し）

 » ビデオ/カメラ/再生モード：選択

 » 再生モード：サムネイル表示に戻る＆ビ
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デオスクリーンモードに戻る

D.　インジケーターライト

 » 充電中は赤色の光の点灯、完了時に

光が消えます。録画中は光が点滅し

ます。

E.　ドアロック

F.　取外し可能なハウジングドア

G.　三脚用マウント

H.　フロートストラップの取付け部分

K/I.　上/下ボタン

 » サムネイルを選択する際に上/下にス

クロール

 » ビデオ/写真モード：デジタルズーム

の調整

 » 再生モード：ビデオ再生の速度を上げ

る（下ボタン）又は速度を下げる（上

ボタン）

 » 下ボタン：画面オフ

 » ズームイン（上ボタン）/ズームアウト（

下ボタン）

J.　メニュー/OKボタン

 » アクセスメニュー

 » 選択

 » 再生モード：ビデオ録画の開始又は

一時停止

L.　mini USBポート

M.　LCDフード

N.　LCDスクリーン

O.　バッテリーロック

P.　バッテリー

Q.　MicroSDカードポート

R.　Micro HDMIビデオ出力ポート

S.　ビデオ録画

 » 録画開始/停止

T.　電源オフ

 » カメラ電源オフ

U.　写真ボタン

 » 写真を撮る

S
T

U
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はじめに

1．ハウジングを開ける

4．M I CR O S Dカードを挿入

2．バッテリーを挿入

5．電源オン（長 押）

3．充電

シャッターを長 押しすると光ります6．シャッターを押すと録画 / 撮 影ができます

クイックスタートガイド

（Class10の32GBまでのカード）

HD 2 



5

ハウジングの開け方

アラート＆重要なメッセージ

SDカードが感知してない報告：カメラにSDカードが入って
ない事を示してます。写真、ビデオ、またそれらの再生には
Micro SDが必要です。Micro SDカードを挿入すればそのメ
ッセージは消えます。

操作表示：カメラで画像を撮影中、またはコンピューターにつ
なげられている際はイルミネーションライトが光ります。

充電表示：充電中はイルミネーションライトが光ります。

電源オン/オフ

モード選択

カメラは写真、ビデオ、再生モードの3つのモードでできてい
ます。電源ボタンを早く押すとモードを切り替えることができ
ます。

充電

Micro SDカードの使い方

Micro SDカードの挿入：Micro SDカードポートにカードの
金属部分がLCDスクリーンに向くように入れてください。カー
ドがはまるまで押して入れてください。

Micro SDカードの取り出し方法：カメラの奥の方に向かって
軽くカードを押すと、カードが取り出せるように出てきます。

注意：このカメラにはメモリーが内蔵されていませんのでメモリーカード
が必要になります。HD2 は32GBまでのMicro SDカードを使用すること
ができます。1080p HDビデオでの撮影はスピードクラス10が必要とな
ります。ご使用前にはフォーマットをしてください。はじめてお使いになる
Micro SDカードやメモリーカードがフルになった時にはフォーマットを行
ってください。SDカードをフォーマットするにはメニューを押し、システム
メニューまでスクロールし、OKを押します。8回押し、YESを選択しOKを
押してください。フォーマットですべてのファイルが消えます。フォーマット
の前にファイルの転送や保存などを行ってください。メモリーカードを扱
っている際は十分お気をつけください。液体、ほこり、破片を避けてくださ
い。カードの出し入れの前にはカメラの電源をお切りください。また、メー
カーガイドラインによる使用可能な温度の幅に従ってお使いください。

はじめに

電源オン：電源ボタンを2秒
間長押ししてください。スク
リーンが立ち上がり、カメラ
はスタートアップモードに入
ります。

電源オフ：電源ボタンを2秒
間長押ししてください。

ハウジングをアンロック : 

 » カメラの後ろの方向に向
かってつまみを動かして
ください。

 » 留め具を外してくださ
い。

 » ひっかかっている部分を
外し、ドアを開けてくだ
さい。

注意：設定で自動電源オフ機能を選択すると設定した時間を経過後に自動で電源がオフ

になります。充電の残り残量が低くなっている状態では、緊急充電が必要であることがLCD

に示されます。アイコンが赤に変わって点滅している場合、カメラは自動的に電源オフ状態

になります。

リオン電池を金の金具部分
がレンズ部の方を向くように
電池挿入部に入れてくださ
い。電池ロックを電池が固定
されるように90度回転させて
ください。

カメラをコンピューターや
USBケーブルで他のUSBチ
ャージャーにつなぎ充電し
てください。指示が出ました
ら、メニューから“充電”を選

んでください。充電中は点灯
し、充電が完了しましたら消
えます。

再充電するためにはカメラの
メニューから“オープン”を選
択してください。“オープン”
が選択された場合、LCDがラ
イブビューを示します。

充電時間は6時間までです。コンピューターとの充電ではコンピューターが電源につないであるか確認してください。もし、カメラのステータスライトが点灯しない場合、他のUSBポートを使

ってください。フル充電しなければ電池に損害は起こりません。詳細については電池にある説明書をご覧ください。
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はじめに

フラッシュ

内蔵のLEDフラッシュは約120ルーメントのフラッシュを出す
ことができます。ピクチャーメニュー又は写真モードもしくはビ
デオモードのサブメニューでシャッターボタンを2秒間押すとラ
イトのオン/オフができます。

ビデオライト

ビデオライトは約100から150ルーメンの光を出します。ビデ
オモードでシャッターボタンを2秒間押すことでオンとオフの
切り替えができます。又はビデオメニューからフラッシュサブメ
ニューを選択しオン/オフを選択します。

アクションビデオライト＆フラッシュHD 2 

アクティベイトするためにはシャッターボタンを2秒長 押ししてください。
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はじめに

2.4リモコンの使い方

ビデオ録画の開始と停止：ビデオ録画ボタンを押す

写真を撮る：シャッターを押す

カメラの電源オフ：電源ボタンを長押しする（約3秒）

バッテリーを取替える：後ろのカバーのねじを回し、使用済み
のバッテリーを取り出し、新品のCR2016，3Vバッテリーを入
れてください。

S. 　ビデオ録画

 » 録画開始/停止

T.　電源オフ

 » カメラの電源オフ

U.　写真ボタン

 » 写真を撮る

コンピューターへのファイル転送

1. カメラの電源がオフになっているか確認してください。

2. USBケーブルでカメラとコンピューターを接続してください。

3. 準備ができたら“MSDC”を選択すると、“USBが接続さ
れました”の表示が出てカメラがコンピューターに認識されま
す。その後にファイルを転送することができます。

注意：ファイルの転送は別売りのカードリーダーを使っても行えます。カードリーダーをコン

ピューターに接続し、Micro SDカードをリーダーに挿入してください。これによりファイルの

転送、削除が行えます。

スペア2.4Gリモコンの同期
について：

1）カメラはオフの状態にしてください。

2）録画ボタンと写真ボタンを赤い光が出る

まで同時に長押ししてください。

3）カメラを起動してください。

4）赤い光の点滅が止んだ時点で同期の完

了を示します。

重要事項：水中では無線が使えません。リモコン操作は地上のみで使用してください。

S

T

U

1080P HDビデオ使用環境
推奨使用環境　1080p 30fpsのビデオが視聴できる

PC Mac

Windows® 7, 8, 10 Mac OS X 10.6.3 または以降のもの

Intel® i3™ またはそれよりも速いもの Intel® i3™ またはそれよりも速いもの

DirectX™ 10.0 または以降のもの

システムRAMの最低限4GB システムRAM　最低限4GB

ビデオカードRAMの最低限1GB ビデオカードRAM　最低限1GB 

モニターの解像度　1920x1080　以上 モニターの解像度　1920x1080　以上
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設定調整を行う際のメニュー操作

「Settings」のメニューがカメラの一般設定となります。

各モードの設定メニューがあります。モードの変更の仕方は：
メニューボタンを押して上/下ボタンでメインメニューの選択（
ビデオ、写真、設定）。OKボタンでサブメニューが開きます。

モード設定の操作：

1．利用したいモードが表示されてるかを確認してください。

2．OKボタンを押すと設定メニューが開きます。

3．上/下ボタンで設定の選択ができます。

4．OKボタンを押すとサブメニューが開きます。

5．上/下ボタンで設定の選択ができます。

6．サブメニュー内に選択したい設定がありましたらOKボタン
を押してください。

電源ボタンを二回押すと戻ります/閉じます

インターフェイスと設 定

テレビシステム NTSCまたはPALシステムデバイスでの再生のためにビデオファイルを分割します。 NTSC 

PAL

時間設定 日付と時刻を設定

日付形式 日付スタンプのレイアウト。サブメニューの項目が選択されているのを確認してからOKボタンで

設定を変更できます。上/下ボタンで数字を変更、OKボタンで次の数字。OKボタンで確定。

年/月/日

月/日/年

日/月/年

フリップモード 逆さまにカメラがマウントされた場合に正しい画面位置に変更されます。 オフ/オン

形式 MicroSDカードのフォーマット

警告：フォーマットすることでカードのすべてのデータが削除されます。フォーマットする以前に

既存ファイルを転送してください。

システム設定のリセット カメラを初期設定に変更されます

画面オフ バッテリー節約のため画面が決められた時間後に消えた状態にできます。 30秒

1分

3分

ボリューム ビープ音のボリューム調整 0（オフ）－７（高い）

言語 メニュー言語の決定/変更 英語

中国語（簡体字）

中国語（繁体字）

日本語

フランス語

ドイツ語

オランダ語

ポルトガル語

スペイン語

ロシア語

韓国語

イタリア語

ビープ音 ビープ音の操作 オフ/オン

自動電源オフ バッテリー節約のためカメラオフの時間設定ができます。 30秒

1分

3分

5分

フィルムウェアバージョン インストールされているバージョンの指示。最新のソフトウェアがアップデートされているか確

認してください。

カメラ設定（一般的）
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インターフェイスと設 定

ビデオモードインターフェイス＆設定

A ビデオ ビデオモード

B 解像度 1920X1080, 30/25 fps HD

1280x720, 60/50 fps HD

1280x720, 30/25 fps HD

848x480, 60/50 fps  WVGA

848x480, 30/25 fps WVGA

640x480, 30/25 fps VGA

432x240, 30/25 fps QVGA

C 録画時間 残り録画時間

D ホワイトバランス 自動

晴天

曇り

蛍光

タングステン

E バッテリー バッテリー残量

F 画質 スーパーファイン

ファイン

ノーマル

G 日付スタンプ オフ

日付

日付と時間

H モーション検知
(カメラが動作を検出するとビデ

オ録画が始まります。５秒間動

作が検出されなければ録画は止

まります。)

オフ/オン

I ミュート
(音声出力状況)

オフ/オン

J ビデオライト オフ/オン

K 露出値 -2.0～+2.0

+0.0がデフォルト

L AFモード センター

マルチ

スポット

M MicroSD

カードのロード

カードのロード

動画撮影画面

HD2 カメラは動画撮影モードでモードや設定に関する以下の
情報を示します。

L

A

K

J

M

DB

E

G

H

C

F

I

G
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インターフェイスと設 定

ビデオ録画インディケーター

A 録画中表示
(赤い光の点滅)

録画中

B ビデオ表示での写真 録画中に写真を撮るためには、OKボ

タンを押してください（画面の中央に

「PIV」が表記されます ）。

C 録画時間 録画中の時間

動画画面‐録画の際

HD2 カメラは録画時に以下のモードや設定について情報を表
示します。

B

C

A
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インターフェイスと設 定

写真モード表示

HD2 カメラは写真モード時に以下のモードや設定について情
報を表示します。

写真モードアイコン＆設定

A 写真 写真モード

B 解像度 12MP: 4000 x 3000 

8MP: 3264 x 2448

5MP: 2592 x 1944

3M: 2048x1536

C 写真枚数 現在の画質設定での撮影可能枚数

D ホワイトバランス 自動

白熱灯

蛍光灯

晴天

曇り

シュノーケリング

ダイビング

E バッテリー残量 充電残量

F 画質 スーパーファイン

ファイン

ノーマル

G 日付スタンプ オフ

日付

日付と時刻

H ズーム 0-24x (デジタル)

I 自撮り 3秒

5秒

10秒

J 連続 3, 5, 10

K フラッシュ オフ/オン

L 露出値 -2.0～+2.0

+0.0がデフォルト

M AFモード 平均

センター

スポット

N MicroSD

カードのロード

カードのロード

DB

M

A E

G

I
L

K

G

C

N F

H

J
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加工（フィルター） オフ

アート

セピア

ネガティブ

白黒

ビビット

フリッカー 自動

60Hz  

50Hz

風景モード オフ

夜

スポーツ

景色

夕日

砂/雪

水

コントラスト スタンダード

高い

低い

シャープネス スタンダード

高い

低い

ISO 自動, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

エッジ修正
(フィッシュアイ加工を修正

します)

オフ/オン

動画＆写真設定についての

動画＆写真設定についての
ビデオと写真の追加設定

インターフェイスと設 定

エッジ修正
(フィッシュアイ加工を修正し

ます)

オフ/オンタイムラプス　
(設定した時間設定でコマ抜き

映像の録画ができる)

オフ

1秒

2秒

5秒

10秒

30秒

1分

インジケーターLED オフ/オン

動画時間経過
（録画を開始すると設定した時

間で自動的に録画が停止し次に

また録画が開始する操作です。

シャッターボタンで録画が停止

します。）

無制限

3分

5分

10分

15分

ビデオループ
（メモリーの容量がフルの場合

に古い順からファイルが上書き

されます。）

オフ/オン

フリッカー
（蛍光灯によるちらつきを抑

えます）

自動

60Hz

50Hz

風景モード オフ

夜

スポーツ

景色

夕日

砂/雪

水

加工（フィルター） オフ

アート

セピア

ネガティブ

白黒

ビビット

コントラスト スタンダード

高い

低い

シャープネス スタンダード

高い

低い

ISO 自動, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

ホワイトバランス

この設定は周囲が冷たい色（青または緑）すぎるかあたたか
い色（黄またはオレンジ）すぎる時に、色の正確さを向上させ
ます。冷たい色の例：曇り、海水で6m以上のダイビング、蛍光
灯、影での撮影。暖かい色の例：キャンドルの明かりやタング
ステンライト。設定の種類としては：自動、白熱灯（ランプの照
明）、蛍光灯、晴天（デーライト）、曇り（冷たい色）、シュノー
ケリング（海水で15ft～50ftまで）、ダイビング（海水で50ft
以上）。

ISO

カメラの光に対する感度を調整します。高いISO数による明る
い動画、写真は暗い場所で役に立ちます。AUTO, 100, 200, 
400, 800, 1600, 3200から決められます。
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ファイル再生

再生モードアイコン＆設定

A ファイルナンバー 画像/ファイルナンバー

映像クリップを再生 :

再生：OKボタンを二回押します。

停止：OKボタンを押します。

写真を変える：

大きくする：大きく表示したい写真を選びOKボタンを押してく
ださい。

サムネイル表示：シャッターボタンを押してください。

ファイル削除 

1．上/下のボタンを押し削除したい写真を選択し、シャッター
ボタンを押します。

2．削除機能にするためにはOKボタンを押します。

3．一つか全てを選択するために上/下ボタンを押します。

4．選択を確認するためにOKボタンを押します。

5．選択またはキャンセルするために上/下のボタンを押しま
す。

6．削除するためにOKボタンを押します。

ビデオ再生/写真再生 

ビデオモードで二回電源ボタンを押すと再生モードに戻りま
す。ファイルを選択する際は上/下のボタンを押してスクロール
してください。再生モードを終了するためには電源ボタンを押
し、ビデオモード表示に戻ってください。

A

HDTVでファイルを再生

1.　カメラをmicro HDMIケーブル（別売）でHDTVに接続します。カメラのHD出力端子にmicro HDMIプラグを差し込み、も
う一方のUSB端子をHDTV端子に差し込んでください。

2.　カメラの電源をオンにし、設定でTVシステム設定がTVにあっているかどうか確認してください（NTSCまたはPAL）。
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カメラのお手入れ

バッテリー

重要： リオン電池を完全に放電状態にしないでください。長期間カ

メラを使用しない時は充電池の完全な放電を防ぐために3か月ごとに

充電してください。

充電池の寿命を最大にする:

充電池のアイコンは電池残量が最低レベルになると線が表示
されます。録画中に電池残量が0%になるとカメラはファイル
を保存し電源がオフになります。極寒地域では電池寿命は縮
まります。そのような場所ではあたたかい場所で保管してくだ
さい。高いフレーム数での撮影や画素数では電力消費量を増
加させます。

USB互換ウォールまたはオートチャージャーを使用すると100%充電

するための時間は約6時間です。

 

充電池の保管と操作:

カメラは充電池を含めて繊細な部品から構成されています。
極端に寒い場所や暑い場所に放置しないでください。そのよ
うな場所では充電池の寿命を一時的に縮め、カメラも正しく
作動しない可能性があります。カメラ使用中に瞬間的に温度
や湿度の変化があると、カメラ表面または内部に結露を生じ
ることがあります。

ハウジングは水からの衝撃からカメラを守ります。詳細はハウ
ジングをご覧ください。カメラが濡れている時は電源をオンに
しないでください。すでにオンになっている時はオフにしてく
ださい。使用前には徹底的に乾燥させてください。電子レンジ
やヘアードライヤーなどを使っての乾燥はおやめください。液
体によるカメラの損傷は保証対象外です。

バッテリーの処分:

ほとんどの充電可能なリチウムイオン電池は危険ゴミとして
は分類されていません。地方自治体の一般ゴミとして捨てる
ことができます。自治体によってリサイクルの取り決めがあり

ハウジングメンテネス

使用後ハウジングを冷水で洗い流してください。

毎回の使用前にOリングを確認してください。ゴミがある場合
に水漏れの原因になります。

Oリングが変形しないよう、ハウジングを少し開いた状態で涼
しく乾燥した場所に保管してください。

ます。一般ゴミとして捨ててよいかあなたのお住いの地域の
規定を確認してください。リチウムイオン充電池の安全な処分
のため、また、運搬中に発火しないように、金属製のパッケー
ジ、マスキング、電気テープを外してください。

爆発の恐れがありますので絶対に火の中に捨てないでくださ
い。

注意：カメラを落とす、分解する、開ける、潰す、折る、変形する、刺す、切り裂く、電子レン

ジに入れる、燃やす、ペンキを塗る、などの行為はご遠慮ください。バッテリーの挿入部分

に異物を入れないでください。カメラやバッテリーが割れていたり、穴が開いたり、水によっ

て破損している場合は使用しないでください。バッテリーを分解したり穴をあけたりすると

爆発、もしくは燃え上がる場合があります。



15

トラブルシューティング

問題 問題の原因 解決方法

カメラの電源がオンにな
らない

バッテリーが充電されてい
ない

付属のUSBケーブルを使
い、電源と接続されたコンピ
ューターにつないで充電して
ください。

カメラが固まる、操作が
正しく作動しない、画面
に「card error」と表記
される

MicroSDカードが適正な
容量ではない又は別デバイ
スのファイルが保存されて
いる。

Micro SDカードは32GBま
で使用できます（推奨　ク
ラス10）。他のデバイスで使
用しファイルが残っている場
合はフォーマットしてからお
使いください。

写真が振れている 写真撮影時にカメラを動か
しているか振られています。

写真撮影中または三脚使
用時にはカメラが動かない
ようになるべく固定してくだ
さい。

ビデオが振れている又は
モーションブラーが起きる

激しくカメラが揺られている
か、大きく振られています。

動画撮影中には遅い動作
でもカメラを動かしてくだ
さい。

USBケーブルでカメラを接
続してもコンピューターが
認識しない

認識されたUSBケーブルで
は接続できません。

接続部分が安全かどうかご
確認ください。コンピュータ
ーを再起動するか他のUSB
ケーブルをお使いください。

数分でカメラが勝手に電
源オフになる

省電力モードは電池残量が
最低レベルになった時に、1
分、3分、5分に設定されて
います。

カメラの省電力機能をオフ
にするか、バッテリーが十分
充電されているかご確認く
ださい

お客様サポート

www.intova.com 

info@intova.net

INTOVAはグループ会社の一部です：

Industrial Revolution, Inc.

(425) 285-1111

5835 Segale Park Dr. C.

Tukwila, WA 98188

www.industrialrev.com

トラブルシューティング


