
          
は じ め て お 使 い に な る 方 へ

簡単ガイド
デジタルカメラ

C-5060 Wide Zoom

箱の中身を確認しましょう
以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

デジタルカメラ ストラップ レンズキャップ／
レンズキャップ用ひも

カード
（xDピクチャーカード）

リチウムイオン電池パック
（BLM-1）

リチウムイオン電池充電器
（BCM-2）

USB ケーブル CD-ROM

カメラの準備をしましょう
カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

a.電池を充電します

お買い上げ時の電池は十分に充電されていま

せん。ご使用前に付属の専用充電器（BCM-2）
で充電を行ってください。（充電時間：約6時間）

電池の保護キャップを外してます。充電器の表

示（ ）に電池の先端を合わせて充電器にセッ

トし、矢印の方向に押し込みます。

b.電池を入れます

c.カードを入れます

d.ストラップを取り付けます

1) レンズキャップにレンズキャップ用ひもを取り付けます。

2) ストラップの先端を止め具とリングから外します。

3) 図のようにレンズキャップ用ひもをストラップに通してから、カメラにストラップを
取り付けます。

1) パワースイッチがOFFに合っている

ことを確認します。

2) 電池カバーロックを=から)の方向へ

スライドし、電池カバーを開けます。

3) 図のように電池の向きを正しく合わ

せて入れます。

4) 電池カバーを閉じて、電池カバーロック

を)から=の方向へスライドします。

電池カバー電池カバーロック

1) カードカバーを開きます。 2) カードの切り欠き部を上にして、奥の

挿入口に図のように差して、押し込み

ます。

カードを取り出すときは、カードを一度奥に向かって押して、

ゆっくり戻します。

カードがつまめる位置まで出てきます。

3) カードカバーを閉じます。

カードカバー

切り欠き部

止め具

リング

http://www.olympus.co.jp/
当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ
コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各
種情報を提供しております。

1AG6P1P1754--

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ

くださいましてありがとうございます。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や

CD-ROMの取扱いにつきましては付属の

各説明書をご覧ください。

この他に、AVケーブル、リモコン、取扱説明書、保証書／ご愛用者登録はがき等が入っています。

スタート
本紙は、すぐに使いたい方のために
基本操作を説明したガイドです。
手順に沿って進めてください。

電話等でのご相談窓口
カスタマ―サポートセンター

 0120-084215
携帯電話・PHS からは 0426-42-7499
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく
場合がありますので、ご了承ください。
営業時間 平日 9：30～21：00

土・日・祝日 10：00～18：00
（年末年始、システムメンテナンス日を除く）

フリーダイヤル

撮影しましょう
カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

a.電源を入れます

3) モードダイヤルをPに合わせて、パワースイッチをONに

合わせます。

カメラの電源が入りレンズがせり出し、撮影ができます。

b.撮影します

1) ファインダをのぞきながら、または液晶モニタを見ながらAFターゲットマーク

を被写体に合わせます。

2) ズームをして構図を決めます。
• ズームレバーを T 側に回すと、遠くのものが拡大されます。（望遠）

• ズームレバーを W 側に回すと、広い範囲が写せます。（広角）

3) シャッターボタンを押します。
1.シャッターボタンを軽く押して（半押し）ピントを合わせます。
ピントが決まると、緑ランプが点灯します。

2.半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む（全押し）
とシャッターが切れます。

4) 撮影した画像は、カードに保存されます。

c.電源を切ります

1) パワースイッチをOFFに合わせると、レンズが引き込まれ、電源が切れます。

1) レンズキャップをはずします。 2) 液晶モニタ画面を表にします。

初めてお使いになるときには、日付と時刻が設定されておりま
せん。そのままでも使用できますが、日付と時刻を設定します
と撮影した画像と一緒に保存されますので便利です。詳しくは
取扱説明書をご覧ください。

モードダイヤル

パワー
スイッチ

注意

フラッシュは、まわりの明るさを測って自動的に発光します。
撮影状況や目的に合わせてフラッシュのモードを変更することもできます。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

ズームレバー

ファインダ

緑ランプ
（ピント決定時に点灯）

AF ターゲットマーク
（ここでピントを合わせます）

シャッターボタン

液晶モニタ

オレンジランプ
（フラッシュ発光時に点灯）

#マーク
( フラッシュ発光時に点灯）

緑ランプ
（ピント決定時に点灯）

半押し

全押し

注意

電池が正しく入るとロックされます。
取り出すときは、ロックを押して解除します。

VT620801
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撮った画像を確認しましょう
デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認（再生）すること

ができます。それでは、早速再生しましょう。

a.画像を確認します（1コマ再生）

1) モードダイヤルをqに合わせます。

• パワースイッチを ON に合わせてください。

最後に撮影した画像が表示されます。

• カメラが撮影モードのときでも、QUICK VIEW
ボタンを押して、画像を再生することができます。

2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

b.画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像を消して、撮影枚数を増やせることです。

不要な画像を消去する方法は2通りあります。

1コマだけ消去する
撮影した画像を消去することができます。

1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示

します。

2) Sボタンを押して、1コマ消去画面を表示します。

3) acボタンを押して［消去］を選択します。

4) eボタンを押して、１コマ消去を実行します。

すべての画像を消去する
撮影したすべての画像を消去することができます。

1) eボタンを押して、トップメニュー画面を表示

します。

2) dボタンを押して［モードメニュー］を選択します。

3) acボタンを押して［カード］を選択し、

dボタンを押します。

4)［カードセットアップ］が選択されています。

dボタンを押します。

5) acボタンを押して［全コマ消去］を選択し、

eボタンを押します。

6) acボタンを押して［消去］を選択します。

7) eボタンを押して、全コマ消去を実行します。

c.電源を切ります

パワースイッチをOFFに合わせると、液晶モニタが消灯し

て、電源が切れます。

以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのものを撮る

ときに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影がお楽しみいただけます。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

消去した画像は、復旧することはできません。

十字ボタン

モードダイヤル

パワースイッチ

QUICK 
VIEW ボタン

次の画像を表示1 コマ前の画像を表示

10 コマ前の画像を表示

10 コマ先の画像を表示

Sボタン

（消去）

十字ボタン
eボタン

1 コマ消去画面

［消去］を選択

注意

消去した画像は、復旧することはできません。

トップメニュー画面

［モードメニュー］を選択

［カード］を選択

［カードセットアップ］を選択

［全コマ消去］を選択

［消去］を選択

注意

パソコンに接続しましょう
カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することが

できます。カメラをパソコンに接続する前に、カメラのメニュー項目である

［USB］をあらかじめ［PC］に設定しておいてください。設定を変更していな

ければ、［PC］になっています。

a.Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバのインストー

ルが必要です

1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

2) メニューが表示されます。

3) 画面左側のメニューから［USBドライバのインストール］を選びます。

4) 画面右下の［USBドライバインストール］を選んで次へ進んでください。

詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続  操作説明書」をご参照ください。

b.カメラをパソコンに接続します

1) カメラの電源が切れているか、次のことを確認してください。

• パワースイッチが OFF に合っている。

• 液晶モニタが消灯している。

• レンズが出ていない。

2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続

します。

3) カメラにUSBケーブルを接続します。

4) パワースイッチをONに合わせると、パソコンとの通信が

始まります。

c.カメラがパソコンに接続されたことを確認します

パソコンがカメラを認識すると、新たにアイコンが現れます。

詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続  操作説明書」をご参照ください。

カメラの認識状態を確認する方法、カメラの画像をパソコンへ保存する方法、

およびパソコンとの接続を解除する方法を説明しています。

d.CAMEDIA Masterで画像編集などがお楽しみいただけます

付属のCD-ROM をパソコンへセットして、画像管理編集ソフト「CAMEDIA
Master」をインストールすることができます。また、オンラインユーザー登録も

できます。（事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。）

Windows2000/Me/XP、Mac OS の方は、この手順は必要ありません。

パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、十分に充電された電池をご使
用ください。なお、パソコンとの接続が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ

（C-7AC/C-8AC）のご利用をお薦めします。

注意

注意

USB ケーブル

このマークが USB の目印です

USB ポート

USB ケーブル
USB 端子

©2003 OLYMPUS CORPORATION

qsgj_x191_6.fm  Page 2  Wednesday, August 20, 2003  6:57 PM


