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When you need it ?
どんなときに必要 ?

I
ア イ ソ ウ

SAWについて

とても残念なことです。私たちは、日ごろから素晴らしい景色を目にしています。サーフィンをしているとき
であったり、海に潜ったり、山を登ったり、バイクで駆け巡ったり、スキーやスノーボードで気持ちよく滑走
していたり・・・・。しかし、このような素晴らしい景色は、その瞬間しか見ることができず、瞬く間に消え
て失われていきます。普通のビデオカメラでは、それらの景色をきれいに保存し、自宅で再び楽しむことも、
インターネットで共有することもできません。両手がふさがれていたり、深い海の中などの状況でも、カメラ
を持って貴重な映像を記録することは難しいのです。

" 必要は発明の母 " と言われます。
私たちは、いつでも、どこでも、どこにいても、どんなものでも見るものすべてを記録することができるよう
になりました。アクションカムやウェアラブルカメラという新しいカメラの登場によって。

こうして、アクションカムは誕生しました。

こうして、ISAW アクションカムは誕生しました。 
世界最高のアクションカムとなるために・・・
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Why ISAW?

水中では、深く潜るほどすべてが青く撮影されてし
まいます。これは、水が最初のスペクトルである赤
色からはじまって、オレンジ、黄、緑そして青の順
に光を吸収してしまうためです。そのため、赤やオ
レンジ、黄色はごく浅い水中でも消えてしまいます。
この問題を解決し、水中でも自然な発色を可能にす
るために、ISAW は「アクアモード」を搭載してい
ます。これは、ホワイトバランスを自動的に調整す
ることによって、水中で失われた色を再現します。
これによって、ストロボなしでも美しい水中の映像
を撮影することができるのです。

アクアモード

60メートル完全防水

鮮やかなHD画質

あなたは、水中に潜ったときにその美しい景色を残したいと思って
いるはずです。アウトドアスポーツを楽しむ人の中では、その３割
は水中におけるスポーツを楽しんでいます。ですので、単なる雨よ
けでは役に立ちません。ISAWは、水深60mにも耐えられる防水ケー
スを同梱しています。さらに、水中での撮影で問題になることが多い、
結露やレンズのぼけにも工夫を凝らしています。ISAW で撮影すれ
ば、このような心配はなく、水中でも美しい映像を撮影することが
できます。

ISAW 基本セットには、防水ケースが同梱されていますので、水中撮影の
ために、別途高価なオプションを購入する必要はありません。

あなたは、エキサイティングな冒険を楽しみ、それを多くの
人に届け、関心を得たいと思っているはずです。Youtube や
Facebook に映像をアップしたとき、数多くの再生回数を獲得す
る喜びは格別なものでしょう。多くの視聴者は、美しい映像に興
味と満足感を得ることができます。ISAW が提供するすべての製
品は、その価格に関わらず、あなたが満足する画質を提供するた
めに日夜研究を続けています。同じ解像度の他の製品と比べてく
ださい。きっと ISAW が作りだす映像の美しさに魅了されること
でしょう。

アクションカムであるために必要なこととは？

最高にコンパクトに仕上げました

身体や頭部に取り付けるために、また過酷な状況下での衝撃に耐えうるために、 
アクションカムは、できる限り小型であり、軽量である必要があります。 
ISAW アクションカムは、最高のテクノロジーを搭載しながらも市場で 
最も小さく、軽くを実現した製品です。



録画時間

記録画質解像度

空き容量

バッテリー

録画設定

動作モード

Wi-Fi

バースト撮影

ISAW のバースト撮影機能は、1 秒間に 11 枚※の写真
を撮影できます。その操作はシャッターボタンを押すだ
けです。

※ ISAW Extreme の場合。ISAW Advance および ISAW A2 は、　
　秒間 7 枚です。

卓越した耐久性能

ハイクウォリティな写真撮影が楽しめる特殊機能

ユーザーフレンドリーな液晶画面を搭載

多くのアクションカムには、画面がなかったり、あまりに小さすぎたり、表示が固定されたりといった表示し
かできませんが、コンパクトサイズにも関わらず ISAW にはグラフィカルな液晶画面を搭載しています。これ
により、設定がしやすくなり、また撮影した映像をその場で確認できる※など、使い勝手がとてもよくなります。

（※ ISAW Extreme、ISAW Advance の場合。ISAW A2 は有機 EL 画面で、映像は再生できません。）

タイムラップ撮影（写真）

ISAW は高品質な写真撮影モードを搭載しています。この機能を利
用して、とてもおもしろいストーリーを作ることができます。

ISAW のタイムラップ撮影機能は、ゆっくりと状態が変化する場面
や対象を記録し、高速で再生するビデオに変換すると、とても楽し
い動画になります。

ISAW は強固な本体と頑丈な防水ケースで作られています。
高水準の振動テストと温度耐久テストに合格し、あらゆる極限状
態において、最高のパフォーマンスを実現します。

防水ケースは激しい衝撃に耐えるだけでなく、60m の深さまで
の防水機能もあります。レンズ周りはキズに強い耐性ガラスと
カーボン素材でできています。



どんな場所でも使える

様々なマウントシステムはアクションカムには不可欠です。
ISAW はあなたが必要とする、すべての場所に取り付けられるよう多彩な
アクセサリーを提供します。

How to wear

粘着マウント
平面やカーブした表面
への設置ができる粘着
マウントです

カーブマウント
ヘルメットのような 
曲面への装着が可能 
です

90 度回転コネクタ
サイドマウントにより
90 度までカメラアング
ルが回転します

サーフボードマウント
サーフボードのような
平らな正面への接着マ
ウントです

オープンフレーム
前面および後ろ側が 
完全に開くことにより
くっきりとした良い音
で録音できます



オープンフレーム
前面および後ろ側が 
完全に開くことにより
くっきりとした良い音
で録音できます

三脚マウント
一般的な三脚や一脚に
ISAW を取り付けられ
ます

ハンドルバーマウント
自転車のハンドルバー
に ISAW を取り付けら
れます

吸盤マウント
平らな鉄やガラスに
しっかりと取り付けら
れ、簡単に取り外せま
す

ヘッドストラップ
頭部やヘルメットに 
装着できます

チェストストラップ
胸部に装着できます



アイソウ・エクストリーム

ISAW Extreme は最も進化したアクションカムです。
あなたのアクションワールドのために最高の視点からの
撮影が可能です。小さく装着可能なカメラコーダーは優
れた 12M ピクセルの SONY Exmor センサーと高精
度の F/2.4 レンズを備え、60fps でフル HD ビデオ録
画が可能です。あなたが体験するすべての瞬間をはっき
りと撮影します。
ISAW Extreme はさまざまなアクションカムで想像
を超えた最高の性能をご提供します。ISAW Extreme
に搭載された 2 インチの LCD ファインダーは、記録
映像の再生、ライブ映像や操作メニュー見ることがで
き便利です。また、内蔵 Wi-Fi によりスマートフォン
やタブレットから ISAW Extreme の操作が行えます。

フルHD1080P 60fps の高画質
ISAW Extreme はフル HD 1080P （1920 ×
1080）の高画質録画に対応。テレビ放送の画質で
の記録が可能です。

1920

1080

60フレーム/秒

720p 120fps, WVGA(480p) 240fps
ISAW Extreme は高フレームレートの撮影モード
が搭載されています。これにより、とてもスムーズ
なスローモーションビデオを作成することができま
す。

848

480

1280

720

240フレーム/秒

120フレーム/秒

12メガピクセル SONY Exmor®センサー
採用
ISAW Extreme は、SONY 製 Exmor® セン
サーを採用し、高画質を実現しています。これは、
1200 万画素の先進的な CMOS センサです。これ
により、昼夜問わずきれいな映像および写真を撮影
することが可能です。

一般のセンサー Exmor センサー

印象的な発色
通常、このような小型カ
メラでは、高画質を実現
することは容易ではあり
ません。しかし、ISAW は、
優れたレンズのおかげで、
生き生きとした温かみの
ある発色で高画質を実現
します。

４倍デジタルズーム
本機が使えるのはアクションシーンだけではありま
せん。4 倍ズームにより通常の用途にもお使いいた
だけます。

LCD 内蔵、Wi-Fi 内蔵
本体に内蔵されている２インチの LCD 画面で、 
記録した映像もライブ映像も表示でき
ます。また Wi-Fi も内蔵し
ており、スマートフォン
から本機をコントロール
したり映像を再生するこ
ともできます。

バースト撮影
1 秒間に 11 枚の写真
を連続撮影できます。
操作はシャッターボタ
ンを押すだけです。

ISAW Extreme

鮮やかで暖かみのある発色



ISAW Extreme製品仕様

カメラ
センサー

12 メガピクセル 1/2.3"  
SONY Exmor R CMOS センサー

レンズタイプ 精密 F 2.4 レンズ
画角 152°(3 段階で設定可能）

インター
フェース

ボタン シャッター、クイック設定、モード
記録媒体 マイクロ SDHC/SDXC

USB
充電、ファイル管理、時計設定、 
外部マイクに使用

マイクロ HDMI ライブ再生、録画再生
マイク 内蔵 / 外部マイク対応 (USB 接続 )

液晶画面
2 インチ（360x240）  
[ ライブ / 再生 / 設定 ]

Wi-Fi 内蔵
LED 3 個

電源
タイプ リチウムイオン充電池
容量 1,200mAh
連続稼働時間 約 2 時間（連続録画時）

ビデオ

解像度

1080p（1920 × 1080）
1200p（1600 × 1200）
720p（1280 × 720）
480p（848 × 480）

ハイスピード撮影

1080p (30/60fps)
1200p (30/60fps)
720p (30/60/120fps)
480p (240fps)

ビデオ画質
スーパーファイン / ファイン /  
ノーマル

タイムラップ撮影
1/3/5/10/30 秒毎に 
1 コマ撮影し、動画として保存

写真

解像度
12メガピクセル(4000×3000) 4:3
8.5メガピクセル(3648×2432) 3:2
7.2メガピクセル (3648×2052) 16:9

バースト撮影 秒間 11 枚撮影

写真画質
スーパーファイン / ファイン /  
ノーマル

タイムラップ撮影
0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 
秒毎に 1 コマ撮影

再生
ビデオ

サムネイル / 再生 / 逆再生 / 早戻し /
早送り / 前のファイル / 次のファイ
ル

写真
サムネイル / 再生 / スライドショー /
前のファイル / 次のファイル

設定 ユーザーインター
フェース

グラフィカルユーザー 
インターフェース

防水ケース
防水・防塵性能 IP68 相当
最大耐久深度 60m
カバー オープンカバーと防水カバー

製品サイズ 高さ 61 ×幅 32 ×奥行 43（mm）
重さ 110g （バッテリー含む）

オープン
バックドア

バッテリー

接続ネジ

ロングコネクタオープンフレーム

ショート
コネクタ

防水ケース
＋防水バックドア

強力両面テープ

USBケーブル

キャリングケース
サーフボードマウント

三脚用マウンタ

本体

90°回転コネクタ

フラットマウント
（強力両面テープ付）

ヘルメットマウント
（強力両面テープ付）

ISAW Extreme セット内容60m 防水
ISAW Extreme は、深い水中で
も鮮明で満足度の高い映像を問
題なく撮影できます。

アクションカムに最適な 
コンパクトかつ超軽量
アクションカムは、小型軽
量が求められる機器です。
ISAW Extreme は同性能
の機器においても、最も小
さく軽い製品です。

152°ワイド画角
カメラが撮る画角が幅広く、
目に見える素晴らしいシー
ンを余すところなく撮影す
ることができます。

ユーザーフレンドリーな液晶画面
ISAW Extreme は、動作状況
や設定時に便利な液晶画面を
搭載しています。撮影した映
像も本体のみで再生すること
ができます。

タイムラップビデオ
タイムラップビデオは、とて
も面白い技術です。ゆっくり
と状態が変化する場面や対象
を記録し、高速で再生するビ
デオに変換すると、とても楽
しい動画になります。

HDTV 出力
本機に搭載のマイクロ
HDMI ポート使うと、大
画面のモニターで撮
影した映像を楽しむ
ことができます。

60(m)
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タイムラップビデオ



アイソウ・アドバンス

ISAW Adbance は強固な本体と頑丈な防水ケースで構成され
ます。防水ケースは激しいアクティビティにおける衝撃から 
本体を守ると同時に、深さ６０m まで防水可能です。 
そのレンズ部分には強靭なカーボン素材と傷を防止する 
強化ガラスが使用されています。

フルHD1080P 30fps の高画質
ISAW Advance はフル HD 1080P （1920 × 1080）
の高画質録画に対応。テレビ放送の画質での記録が可能
です。

1920

1080

30フレーム／秒

720p 60fps, WVGA 120fps
ISAW Advance は高フレームレートの撮影モードが搭
載されています。これにより、とてもスムーズなスロー
モーションビデオを作成することができます。

848

480

1280

720

６０フレーム／秒

１２０フレーム／秒

タイムラップビデオ
タイムラップビデオは、とても
面白い技術です。ゆっくりと状
態が変化する場面や対象を記録
し、高速で再生するビデオに変
換すると、とても楽しい動画に
なります。

バースト撮影
1 秒間に 7 枚の写真を
連続撮影できます。操作
はシャッターボタンを押
すだけです。

140°ワイドレンズ
カメラが撮る画角が幅広く、目に
見える素晴らしいシーンを余すと
ころなく撮影することができます。

アクションカムに最適な 
コンパクトかつ超軽量
アクションカムは、小型軽
量が求められる機器です。
ISAW Advance は同性能の
機器においても、最も小さく
軽い製品です。

タイムラップビデオ

61mm
32mm

43mm

ISAW Advance

印象的な発色
通常、このような小型カメ
ラでは、高画質を実現する
ことは容易ではありません。
ISAW は優れたレンズのお
かげで、生き生きとした温
かみのある発色で高画質を
実現します。

60m 防水
ISAW Advance は、深い水中
でも鮮明で満足度の高い映像を
問題なく撮影できます。

アクアモード
水中では、深く潜るほどすべてが青く撮影されてしまい
ます。これは、水が赤色側のスペクトルから順に光を吸
収してしまうためです。ISAW Advance は「アクアモー
ド」を搭載しています。これは水中で失われた色を自動
的に再現します。

ノーマルモード アクアモード

ユーザーフレンドリーな液晶画面
ISAW Advance は、動作状況や
設定時に便利な液晶画面を搭載
しています。撮影した映像も本
体のみで再生することができま
す。

HDTV 出力
本機に搭載のマイクロ HDMI
ポート使うと、大画面のモニ
ターで撮影した映像を楽しむ
ことができます。

鮮やかで暖かみのある発色
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ISAW Advance製品仕様

カメラ
レンズタイプ 精密 F/2.0 レンズ
センサー 3.5M ピクセル 1/3" デジタルイメージセンサ
画角 140° POV

インターフェース

ボタン シャッター、クイック設定、モード
記録媒体 マイクロ SDHC/SDXC
USB 充電、ファイル管理、時計設定、外部マイクに使用
マイクロ HDMI ライブ再生、録画再生
マイク 内蔵 / 外部マイク対応 (USB 接続 )
液晶画面 2 インチ（360x240） [ ライブ / 再生 / 設定 ]
LED 3 個

電源
タイプ リチウムイオン充電池
容量 1,200mAh
連続稼働時間 約 2.5 時間（連続録画時）

ビデオ

解像度 1080p / 960p / 720p / 480p
ハイスピード撮影 720p (120fps) / 480p (240fps)
ビデオ画質 スーパーファイン / ファイン / ノーマル
タイムラップ撮影 1 / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 秒毎に 1 コマ撮影し、動画として保存

写真

解像度 3:2 (2304x1536) / 4:3 (2048x1536) / 
16:9 (2304x1296)

バースト撮影 秒間 7 枚撮影 ( 連続最大 35 枚）
写真画質 スーパーファイン / ファイン / ノーマル
タイムラップ撮影 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 秒毎に 1 コマ撮影

再生 ビデオ サムネイル / 再生 / 逆再生 / 早戻し / 早送り / 前のファイル / 
次のファイル

写真 サムネイル / 再生 / スライドショー / 前のファイル / 次のファイル

設定 ユーザーインター
フェース グラフィカルユーザーインターフェース

防水ケース
防水・防塵性能 IP68 相当
最大耐久深度 60m
オープンカバー オープンカバーと防水カバー

製品サイズ 高さ 61 ×幅 32 ×奥行 43（mm）
重さ 110g （バッテリー含む）

オープン
バックドア

バッテリー

接続ネジ

ロングコネクタオープンフレーム

ショート
コネクタ

防水ケース
＋防水バックドア

強力両面テープ

USBケーブル

キャリングケース
サーフボードマウント

三脚用マウンタ

本体

90°回転コネクタ

フラットマウント
（強力両面テープ付）

ヘルメットマウント
（強力両面テープ付）

ISAW Advanceセット内容



アイソウ エーツー エース

ISAW A2 ACE は、頑丈なボディと防水ケースで構成されています。
防水ケースは水深 60 メートルまで対応し、過酷な環境下での衝撃にも
耐えうる性能を持っています。レンズを覆う部分には、カーボンメタル
素材とキズがつきにくい強化ガラスが使われています。

ISAW A2 ACE

フルHD1080P 30fps の高画質
ISAW A2 ACE はフル HD 1080P （1920 × 1080）
の高画質録画に対応。テレビ放送の画質での記録が可能
です。

1920

1080

30フレーム／秒

720p 60fps, WVGA 120fps
ISAW A2 ACE は高フレームレートの撮影モードが搭
載されています。これにより、とてもスムーズなスロー
モーションビデオを作成することができます。

848

480

1280

720

６０フレーム／秒

１２０フレーム／秒

タイムラップビデオ
タイムラップビデオは、とても
面白い技術です。ゆっくりと状
態が変化する場面や対象を記録
し、高速で再生するビデオに変
換すると、とても楽しい動画に
なります。

バースト撮影
1 秒間に 7 枚の写真を
連続撮影できます。操作
はシャッターボタンを押
すだけです。

140°ワイドレンズ
カメラが撮る画角が幅広く、目に見える
素晴らしいシーンを余すところなく撮影
することができます。 

アクションカムに最適な 
コンパクトかつ超軽量
アクションカムは、小型軽量が求めら
れる機器です。ISAW A2 ACE は最も
小さく軽い製品です。

タイムラップビデオ

印象的な発色
通常、このような小型カメ
ラでは、高画質を実現する
ことは容易ではありません。
ISAW は優れたレンズのお
かげで、生き生きとした温
かみのある発色で高画質を
実現します。 

60m 防水
ISAW Advance は、深い水中
でも鮮明で満足度の高い映像を
問題なく撮影できます。

アクアモード
水中では、深く潜るほどすべてが青く撮影されてしまい
ます。これは、水が赤色側のスペクトルから順に光を吸
収してしまうためです。ISAW A2 ACE は「アクアモー
ド」を搭載しています。これは水中で失われた色を自動
的に再現します。

アクアモードノーマルモード

ユーザーフレンドリーな液晶画面
ISAW A2 ACE は、動作状
況や設定時に便利な液晶画面
を搭載しています。

AV 出力
本機を直接テレビモニターへ接続し、
撮影した映像を大勢で楽しむことがで
きます。

鮮やかで暖かみのある発色
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ISAW A2 ACE製品仕様

カメラ

レンズタイプ 高精細フル HD CMOS レンズ
センサー 3.5 メガピクセル 1/3“ デジタルイメージセンサー
視野角 140°ワイド
感度 2.2µm ピクセル

インターフェース
記録媒体 microSD/SDHC
USB2.0 充電、ファイル転送用
画面 1 型 有機 EL ディスプレイ

電源
タイプ リチウムイオン充電池

容量 1200mAh
連続稼働時間 最大 3 時間

ビデオ

録画モード

1080p (1920 × 1080) @30fps
960p (1280 × 960) @30fps
720p (1280 × 720) @60fps
WVGA (848 × 480) @120fps

タイマー録画 1 / 5 / 10 / 30 分で自動的に録画を終了
マルチ録画 1 / 5 / 10 / 30 分毎にファイルを生成
タイムラップ録画 1 / 3 / 5 秒毎に 1 コマ撮影

フォト 撮影モード
2304 × 1536 ( 比率 3:2)
2048 × 1536 ( 比率 4:3)
2304 × 1296 ( 比率 16:9)

設定モード
バースト撮影モード 秒間最大 7 枚撮影
タイムラップ撮影モード 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 30 秒毎に 1 コマ撮影
アクアモード オン / オフ

防水ケース
防水・防塵性能 IP68 相当
最大耐久深度 60m

製品サイズ 高さ 60 ×幅 42 ×奥行 30（mm）
重さ 82g （バッテリー含む）

50M防水ケース

ヘッドストラップマウント

バッテリー

接続ネジ

ロングネックコネクタ

ショート
コネクタ

ハンドルバーマウント
(ラバーインサート付)

強力両面テープ

サーフボードマウント
（強力両面テープ付）

フラットマウント（強力両面テープ付）

ヘルメットマウント（強力両面テープ付）

ISAW A2 ACEセット内容



Accessory

チェストストラップマウント

ヘッドストラップマウント

三脚用マウント

モータースポーツ用吸盤マウント

バッテリーチャージャー

品番 : ISAW-ACC-01
あらゆるサイズに調節可能です。 
スキー、バイクなどの アウトドア用途に最適です。 
すべての ISAW 製品に対応しています。

品番 : ISAW-ACC-02
あらゆるサイズに調節可能です。スキー、バイクなど
の アウトドア用途に最適です。すべての ISAW 製品に対
応しています。

品番 : ISAW-ACC-03
一般的な三脚や一脚に取り付けてご利用いただけます。
自分撮りに最適なアクセサリです。
すべての ISAW 製品に対応しています。

品番 : ISAW-ACC-04
あらゆるサイズに調節可能です。 
スキー、バイクなどの アウトドア用途に最適です。すべ
ての ISAW 製品に対応しています。

品番 : ISAW-ACC-05
世界各国のプラグへ対応する充電器です。
およそ２時間でフル充電が可能です。ISAW 製品対応の
充電池のみ使用できます。100V-240V 900mA
 ( 他の充電池を充電しないでください ) 

アクセサリ



カーチャージャーキット

サーフボードマウント

ISAW 純正バッテリー

ISAW 曇り止め乾燥シート

コンビネーションマウントキット

品番 : ISAW-ACC-06
12/24V シガーソケット対応の USB カーチャージャー
です。
DC12-24V/1A

品番 : ISAW-ACC-07
サーフィンに最適なアクセサリです。
すべての ISAW 製品にお使いいただけます。

品番 : ISAW-REP-03
くりかえし充電可能なリチウムイオンバッテリー
すべての ISAW 製品に対応しています。
3,7V 1,200mA 

（ISAW 製品以外には使用できません）

品番 : ISAW-ACC-09
防水ケース内でのレンズ周りの結露を防止する乾燥シー
トです。寒冷地や高湿度の環境でお使いください。

品番 : ISAW-ACC-08
組み合わせによって自由自在なマウンタを作ることがで
きます。さまざまなマウンタとネジ、コネクタのセット
です。すべての ISAW 製品に対応しています。



株式会社インバイト
東京都港区浜松町1-17-4 第 2丸芝ビル2F

【インバイトHP】http://inbyte.jp/

【ISAW総合サイト】 http://isaw.jp/

【取扱店】

2013/10

　安全に関する注意
商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

【使用上の注意】 ●お客様が録画、録音、印刷したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。実演や興行、
展示物などのうちには、個人として楽しむ目的であったとしても、撮影が制限されている場合がありますので、撮影時にご確認ください。【カタログ上のご注意】 
●製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●実際の商品の色は、印刷の仕様上多少異なる場合があり
ます。●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上、お選びください。 【各社商標など】 ● "SONY" は、ソニー
株式会社の商標です。● "Exmor R" CMOS センサー、"Exmor" および " エクスモア " ソニー株式会社の商標です。● SD メモリーカードはパナソニック株式会社、
米国サンディスク株式会社、株式会社東芝の商標です。● HDMI、  および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の
商標または登録商標です。● "ISAW" および " アイソウ " は株式会社インバイトの商標です。 ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標ま
たは登録商標です。

http://isaw.jp

防水・防塵・耐衝撃性能についての注意
ISAW シリーズの品質試験は、弊社の企画に基づいて特定の環境のもとで行われています。いかなる場合においても無破損・無故障・防水を保証するものではありません。 

ご使用の際には＜防水・防塵・耐衝撃性についての注意＞をよくお読みください。

【防水ケースについて】●砂・髪の毛・ほこりなどの異物を防水パッキンに挟み込まないでください　●わずかな異物でも浸水の原因になりますので、防水パッ
キンに傷がついていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときは、繊維の残らない、柔らかい布などで拭き取ってください。先のとがったもの
は使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷かつくと、浸水の原因になります。●水辺や水中で使用する際は、必ず防水ケースのカ
バーを「防水カバー」に取り替えて使用してください。●防水ケースへ入れた状態で水中撮影すると、通常よりも鮮明に撮影されませんが、故障ではありません。 

【水中・水辺で使用した後のお手入れについて】●防水ケースのケースカバーを開けた際に水や砂が入ると、本機の故障の原因となります。濡れた手や、砂の
ついた手でケースのカバーを開け閉めしないでください。●使用後は 60 分以内に必ず水洗いをしてください。●温泉では使用しないでください。●容器にた
めた真水に 5 分程度つけ置いてから、水の中で本体を揺すったり、各ボタンを動かして、ボタンの隙間に入った塩、砂などをしっかりと洗い流してください。 
●水道などからの勢いのある水を直接当てないでください。【防塵・耐衝撃性能について】●防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつかないことを保証す
るものではありません。● ISAW の品質試験は、ISAW の規格にもとづいて特定の環境のもとでおこなわれています。ただし、すべての状態において無破損・
無故障・防水性能を保証するものではありません。【その他注意事項】 ●本機の動作温度は 0℃〜 40℃、保存温度は -20℃〜 60℃です。●周囲の温度が低いと
バッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります。●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、防水
ケースのロックなどの可動部のすきまに入った雪や水滴が凍り、動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください。 【ラジオ等の注意】AM ラジオやチューナー
の近くでは使用しないでください。ノイズの影響を受ける場合があります。 【LCD モニタについて】 一部に常時点灯または点灯しない画素が存在することがあ
ります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。LCD モニタの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性の薬品は絶対に使用しないでください。


