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はじめに 
この度は、アッシュフォーカスをご購入頂き、誠に

ありがとうございます。アッシュフォーカスは、シン

プルなデザイン、手軽にご使用頂けますが、必ず取扱

説明書をお読み頂くようお願い致します。また、お読

みいただいた後はいつでも見直せる場所に必ず保管し

て下さい。 
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使用上のご注意 

 
安全にお使いいただくために必ずお守りください: 

• 充電には所定のＡＣアダプタをご使用ください。 

他のＡＣアダプタを使って充電しますと、クイック

ルックフォーカスに回復できないダメージをあたえ、

また保証が無効となることがあります。 

• １カ月間以上お使いにならない場合は、一旦バッテ

リをフル充電して、電源スイッチをオフの状態にし

て保管してください。 

• 湿度の高い場所、浴室、ホコリの多い場所などでの

ご使用はお避けください。 

• 分解しないでください。分解された場合には、保証

対象外となります。 

• 液晶画面にヒビが入り、液漏れした場合、液を触ら

ないようにして、絶対に目や口に液が入らないよう

にしてください。そして速やかに販売店もしくはお

客様相談窓口にご連絡ください。 

• 廃棄する場合は、ご使用の地域（都道府県又は市町

村）にて定められているリサイクル法及び事業所に

て定められている産業廃棄物処理法に従った処理を

行ってください。 

 



セット内容 
 

本商品には、製品本体及び付属品が入っています。 

これらすべてが揃っているかどうか確認してください。 

 

o 本体（ディスプレイ、カメラ、バッテリ） 

o 専用保護ポーチ 

o ストラップ 

o ＡＣアダプタ 

o 取扱説明書（本書） 

o 保証書 

バッテリ充電方法 

 充電目安時間は、

約３時間です。 

図のように、付属の

ＡＣアダプタと電源

コードを接続し、電

源コンセントに接続

します。  
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充電中は、ＡＣアダプタ差込口の隣にあるランプが

赤く点灯します。充電が完了しますと、ランプが消灯

します。ランプ消灯後、充電をしたままでも、装置へ

の影響はありません。 また、出荷時は満充電されて

おりませんので、ご使用前に充電していただくことを

お勧めいたします。 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ストラップ取付位置 
 
ＡＣアダプタ差込口 

フォーカス /      

シャッターボタン 

カメラ 

モードボタン 

縮小ボタン 
拡大ボタン 
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● 操作方法   
カメラを回転させて起こすことにより、電源が入り

ます。また、元に戻すことにより、電源が切れます。 

焦点をあわせる 

 本機はワンプッシュオートフォーカス方式です。見

たいものにカメラを向けて、フォーカス/シャッターボ

タンを押すと、自動的に焦点があいます。見たいもの

との距離が変わった場合は、再度フォーカス/シャッタ

ーボタンを押すと、焦点があいます。 

 マニュアルフォーカス方式への切替につきましては、

１５ページをお読み下さい。 

読む                   
カメラを 90 度回

転 させ、拡大し

たいところに直接

かざします。ディ

スプレイの真下に

あるものを拡大す

るものではありま

せんので、この点

で拡大鏡とは 異

なります。 本機

のディスプレイはどの角度からも見られますが、ディ

スプレイの真上から見るとカラーモードは、 も美し

く表示されます。被写体からカメラを離して見る場合
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は、焦点をあわせていただく必要がありますので、フ

ォーカス/シャッターボタンを押して、焦点をあわせて

ください。 

倍率を調整する 

拡大ボタン、縮小ボタンで、倍率の調整が出来ます。

３～１８倍まで９段階で調整可能です。ボタンを押す

度に、画面に倍率が表示されます。 

本機を持ち上げて、被写体と本機の距離を離すことで、

３倍以下の低倍率でご覧いただけます。 

モードを切替える 

本機の側面にあるモードボタン（１１ページ参照）

を押すと、カラー、白黒、白黒反転と切替わります。 

拡大する物によりどのモードが一番見やすいかモード

を切替えて、ご確認ください。 

カラーは５０通り以上から見やすいカラーを設定でき

ます。（１８ページを参照） 

 
カラーモード 写真やカラー雑誌を見るとき 
白黒反転 高コントラストが必要なとき 
白黒モード コントラストが必要なとき 
補助カラー 
モード 

見やすい色を選択できます 

補助カラー反

転モード 
見やすい色を選択できます 

 



画像を静止させる 

フォーカス/シャッターボタンを 1 秒間押し続けると、

画像を静止させることが出来ます。もう一度同じボタ

ンを押すと、通常画面に戻ります。この機能は電話番

号をメモしたり、番号を見ながら電話をかけたりする

際に役立ちます。 
 

筆記する 

本機を使って筆記する場合, カメラを 後まで回転

させてください。ディスプレイを見て、書き込む位置

にペン先を合わせて下さい。内容を確認しながら筆記

できます。 

 
初めのうちは、思った通りのサイズでの筆記が困難で

すが、線の入った用紙などで何度も筆記しているうち

に感覚がつかめてきます。 
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ＬＥＤライトを消す 

携帯電話の画面や、パソコンの画面など、液晶画面

を見る際にはクイックルックズームのライトが反射し

て見えにくくなることがあります。その場合は、モー

ドボタンを押しながら電源を入れなおしていただくこ

とで、本機のＬＥＤライトを消すことが出来ます。ラ

イトをつける際は、再度電源を入れなおしてください。 

 

マニュアルフォーカス 
 本機はワンプッシュオートフォーカス方式以外に、

マニュアルフォーカス方式により、焦点を合わせるこ

とができます。フォーカス/シャッターボタンを押しな

がら、電源を入れてください。画像が出るまでボタン

を押し続けますと、『プププ』という音がして、方式

が切り替わります。マニュアルフォーカス方式では、

フォーカス/シャッターボタンを押すごとに画面下にゲ

ージが表示され、４段階で距離にあわせて焦点をあわ

せることができます。 

 再度ワンプッシュオートフォーカス方式に戻す場合

は、電源を切り、再度フォーカス/シャッターボタンを

押しながら、電源を入れなおしてください。 

  

 

 
 



バッテリ残量表示 

 電源を入れると、画面の端にバッテリの残量ゲージ

が１０秒間表示されます。メニューより設定していた

だくことで、残量ゲージを常に表示させることができ

ます。残量によりゲージの色が変わります。本機を充

電中の場合は、ゲージは青色で表示されます。 

メニュー機能について 
 本機にはメニュー機能があり、個々人の眼の状態に

よってカスタマイズできるようになっています。 
 
 モードボタンを３秒間押し続けると、メニュー画面

が立ち上がります。メニュー内容はカラーモード、白

黒/反転モードの場合で違います。 
 拡大・縮小ボタンでメニューを選択し、モードボタ

ンで決定、フォーカス/シャッターボタンでキャンセル

できます。 
 
●カラーモードメニューのアイコン 

 
 

※アイコンの詳細内容については、１８ページを参照

下さい。 
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●白黒/反転モードメニューのアイコン 

 
 
拡大ボタン、縮小ボタンを押すことで、アイコンを切

り替えることが出来ます。モードボタンで決定、画像

静止/明るさ調整ボタンでキャンセルすることが出来ま

す。 
 
● 上級者メニューについて 

本機には、上級者向けメニューが設定してあります。 
 上級者向けメニュー画面を立ち上げるには、モード

ボタンを６秒間押し続けてください。（途中通常のメ

ニュー画面が立ち上がりますが、それは無視してくだ

さい。） 
 上級者向けメニューのアイコンは以下の通りです。 
使用中のアイコンには×マーク、使用していないアイ

コンにはチェックマークがつきます。 
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メニューの詳細 
 
● カラーモードメニュー 

 

明るさ – 拡大ボタン、縮小ボタンで画面

の明るさを調整出来ます。モードボタン

で設定します。 

 

コントラスト – 拡大ボタン、縮小ボタン

で、コントラストの調整が出来ます。モ

ードボタンで設定します。 

 

彩度 – 拡大ボタン、縮小ボタンで、彩

度の調整が出来ます。 モードボタンで

設定します。 

 

バックライト – 拡大ボタン、縮小ボタン

で液晶画面の明るさを調整出来ます。モ

ードボタンで設定します。 

 

終了 – メニューを終了します。 
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● 白黒/反転モードメニュー 

 

補助カラー選択 – 補助カラーの選択が出

来ます。カラー選択中は右のアイコンが

表示されています。 

拡大ボタンで文字の色、縮小

ボタンで背景のカラーを変更

出来ます。 

モードボタンで設定します。  

 

 

 

モードの種類の設定 – モードの種類が

選択できます。カラー、白黒、白黒反

転、補助カラーモードのうち、 

① カラー、白黒、白黒反転 

② カラー、白黒、白黒反転、 

  補助カラー、補助カラー反転 

③ カラー、補助カラー、補助カラー反転 

以上の 3種類より選択出来ます。 

モードボタンで設定します。 

 

 

バックライト – 拡大ボタン、縮小ボタン

で液晶画面の明るさを調整出来ます。モ

ードボタンで設定します。 
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● 上級者メニュー 

 

バッテリ表示 – バッテリ表示の設定で

す。×マークが表示されていると、画面

に表示が出続けます。モードボタンで設

定します。 

 

ビープ音 – ビープ音の設定です。×マ

ークが表示されていると、ビープ音はＯ

Ｎの状態です。モードボタンで設定しま

す。  

 

省電力機能 –５分間ボタンが押されなか

った場合に自動的に電源を切る設定にな

ります。×マークが表示されているとＯ

Ｎの状態です。モードボタンで設定しま

す。 

 

インフォメーション – 本体に内蔵のソ

フトウェアを確認できます。 

 

工場設定 – 工場出荷時の設定に戻しま

す。 
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省電力機能をご使用下さい 
省電力機能をオンにしている場合、５分間画面に変

化がなければ、自動的に電源が切れます。 

しかし、オフにしている場合、電源は切れません。

同じ画面が長時間表示された場合、画像が残像として

液晶画面に残ってしまう可能性があります。残像は

徐々に消えていきますが、完全に消えるものではあり

ません。 

この現象を防ぐためにも、省電力機能をオンにして

いただくことをお勧めいたします。 

 

ストラップ取付方法 

ストラップの先端の細い部分を、本機のストラップ

取付位置（１１ページ参照）へ通し、通した輪の中へ

ストラップの太い部分を通し、きっちりと締めてくだ

さい。 

 

故障と思う前に！ 

リセットの方法 
機器搭載のコンピューターが予想のつかない動きを

する場合があります。ボタン操作がきかない、電源が

切れない状態の場合は、リセット作業を行ってくださ

い。ペンや、先の細いものを使用して、本体を裏返し、

カメラの近くにあるくぼみ（リセットボタン）を長押
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してください。（強く押しすぎないようご注意くださ

い） 

 

お手入れ方法 
本機が汚れましたら、合成洗剤を薄く溶かした水で

雑巾を湿らせ硬くしぼってから拭取ってください。デ

ィスプレイに影響がありますので、化学薬品、研磨剤

などは使用しないでください。  水に濡らすことは、

厳禁です。 

 

ディスプレイの指紋の汚れなどには、市販のディス

プレイ専用のクリーンキットをご使用されますと、よ

りきれいに取れます。 

 

仕様 
寸  法 168mm x 96mm x 28mm  

重  量 250g  

消費電力 

電  源 

使用時 15W , 充電中の使用時 35W 

電圧 100-240V AC 50/60Hz 

5V dc センタープラス 2.5A 

バッテリ カスタムシングルセルリチウムイオン 

ディスプレイ 4.3 型 TFT ディスプレイ  

倍  率 3 倍から 18 倍 

保管時温度 

使用時温度 

－10°C から＋40°C 

＋5°C から ＋35°C 

※仕様は、予告無しに変更することがあります。 



保証の内容、修理サービスについて 
 
1. 内蔵のバッテリ、ＡＣアダプタなどの付属品につい

ては消耗品です。保証の対象ではありませんので、

ご注意下さい。バッテリの交換、付属品の購入は、

お求めになった販売店にご連絡ください。 
2. 保証期間中での液晶モニター画面の不良画素につい

て、１０個以下については保証の対象ではありませ

ん。 

3. 保証期間中に修理を依頼されるときは、「使用上の

ご注意」をはじめ、取扱説明書の内容をもう一度ご

覧頂き、なお異常のあるときは、必ず装置への電源

供給を停止し、装置の電源を切ってから、お求めに

なった販売店にご連絡ください。アフターサービス

についてご不明な点はお求めになった販売店にお問

い合わせください。 

4. ご連絡いただきたい内容は、ご住所、ご氏名、製品

名、ご購入日、故障内容、異常の状況（できるだけ

詳しく）などです。 

 
製   造   元：Ash Technologies Limited  

 

輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション 

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司１－６－１１ 

TEL:0797-74-2206 

FAX:0797-73-8894 
http://www.times.ne.jp 
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