
e ズーム望遠にしてみてください。

（広く写す）（大きく写す）

   フラッシュを使いたい場合。
横のフラッシュポップアップボタンを押し、フラッシュ
をアップします。フラッシュは撮影状況により、発光し
ます。強制発光したい場合には、NでL強制発光を選
択します。

8  撮影した画像を見ましょう。

q 再生ボタンを押します。

w gを押すと前の画像が、hを押すと次の画
像が見られます。

1  カメラをお使いになる前に。

箱の中の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

・充電式バッテリー
NP-50A（1個）

・バッテリーチャージャー
BC-45W（1式）

・専用USBケーブル（1本）

・使用説明書一式
・保証書（1部）
・ストラップ（1本）・CD-ROM（1枚）

2  バッテリーを充電します。

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。
充電ランプの表示
充電ランプ充電ランプ バッテリーの状態バッテリーの状態
点灯 充電中
点滅 バッテリー異常
消灯 充電終了

充電時間は約150分です。

DFC表示

充電ランプ

バッテリーチャージャー

充電式バッテリー
指標（矢印）

DFC表示

3  バッテリーカバーを開けてください。

電池を入れます。
入れる向きに注意してください。

 バッテリー取り外しつまみ

バッテリー指標

q w e

メモリーカードを入れます。
カチッと音がするまで差し込みます。 バッテリーカバーを閉めます。
q w e

FINEPIX F770EXR
DIGITAL CAMERA

簡単操作マニュアル
お買上げいただき、ありがとうございます。

4  電源を入れます。

電源ボタンを押します。

言語設定の画面になります。

5  言語と日付を合わせます。

q 言語設定の画面が出たら、MENU/OKボタンを
押します。

START MENU

ENGLISH

設定 あとで

w 日付設定の画面になります。
hを押します。efで年を合わせ、hを
押し、月に移動します。

設定 あとで

2014
2013

2011
2010

年.  月.  日  1.   1 12 : 00
AM

日時設定が
クリアされています

2012

e 年と同じように月、日、時、分を合わせ、
最後に MENU/OKボタンを押します。

r パフォーマンス（液晶モニターの見やすさ）
を設定します。
efで選んで、MENU/OKボタンを押します。
撮影モードになります。

パフォーマンス設定

節電
モニターパワーアップ

電池寿命を優先します

設定 あとで

6  モードダイヤルをEに合わせます。

モードダイヤルを回します。
画面にE プレミアムオートと
表示され、液晶画面左上のカメラマー
クがRに変わります。

F

620

   REXR-AUTOとAUTOの違い。
AUTO は、シャッタースピードや露出をカメラが自動的に設定します。

EXR-AUTOはシャッタースピードや露出に加え、人物、風景、夜景、マクロ、夜景＆人物、
逆光のシーンを自動で認識し103のパターンから最適な撮影条件に設定します。シー
ンに応じて、撮像技術を切り替えますので、記録画素数はOか、Pが自動で選択さ
れます。
なお、EXR-AUTO時はシーン認識のため常時レンズが駆動いたします。
レンズの駆動音が気になる際や消費電力を抑えたい際は AUTOにしてください。

7  撮影をします。

q シャッターを半押しします。 ピピッ

w ピピッとなったら、ぐっと押し込みます。 カシャ

準備編

撮影・再生編

9  消去したい画像を表示します。

q 再生モードにします。

w g、hで削除するコマを表示します。

e eを押します。

10  消去を実行します。

q MENU/OKボタンを押します。

複数指定
1コマ

全コマ

決定 戻る

消去

w MENU/OKボタンを押します。

   実行する前に。
一度削除すると二度と戻せませんので、ご注意ください。

消去編

BL01702-100



動画の撮影方法

動画撮影はメモリーカードの容量を多く必要としますので、静止画の撮影可能枚数が極端に少なくなります
ので、ご注意ください。

q 電源を入れます。
撮影モードになります。
画面の右上に、静止画の撮影可能枚数が表示されています。

FF

620620

写真は4GBのカードを入れたときの
例です。

記録媒体記録媒体
OO

内蔵メモリー内蔵メモリー
（約30 MB）（約30 MB）

4 GB4 GB 8 GB8 GB

TT画質モード画質モード FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL FINEFINE NORMALNORMAL

動画動画  

ii  1920 1920 15秒  37分  76分
hh  1280 1280 20秒  48分  98分
ff  51秒 113分 229分
kk  640×640×  480 480 38秒  84分 171分
kk  320× 240 320× 240 77秒 168分 342分
kk  320× 112 320× 112 38秒  84分 171分

初期設定は FULLHD1920の画質になっています。

w 撮影を開始します。
被写体を中央に合わせ、動画ボタンを押します。

e 画面が変わります。
右上の数字16は、動画撮影中の静止画の撮影可能枚数です。28m58s
は動画撮影可能時間です。
カウントダウンします。
R i動画の場合、4GBには約38分の記録が可能ですが、連続して撮影できる時間は29分まで
となります。

 h動画も同じです。

 もう一度、動画ボタンを押しますと、撮影が終了します。

1616REC
28m58s28m58s

FF

ズーミング

動画撮影時にズームレバーで、被写体を大きく撮影するこ
とが可能です。
しかし、動画中はオートフォーカスの動作が遅いため、ピ
ントのぼけが大きくなります。
使いすぎると、逆に見づらい画面になります。

（広く写す） （大きく写す）

安定した画面にするこつ

・脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ちます。
・水平、垂直の線を液晶モニターの枠にあわせるようにします。
・カメラはゆっくりと動かします。
・カメラの動かしすぎは見づらく不安定な画面になります。
カメラを動かすときは、じれったいくらいにゆっくりと
動かすと見やすい画面になります。  

動画の再生方法

q 再生ボタンを押し、再生モードにします。

w 動画のファイルを選択します。 100-0006100-0006

2012.   1.   12012.   1.   1 12:30  AM12:30  AM
再生

e 動画のファイルで、fを押します。
再生が始まります。
停止するときにはeを押します。

q 電源ボタンを押します。
w MENU/OKボタンを押します。
 撮影メニューが表示されます。
e gを押します。
 枠の部分が青に変わります。

r fを押します。
 セットアップに変わります。
t h、もしくは、MENU/OKボタンを押します。
 日時設定の項目に移動します。

動画編

上手な動画の撮り方編

セットアップメニューの使い方
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