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はじめに 
この度は拡大読書器 アイ・ラビューをご購

入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用いただく前に、必ず取扱説明書をお

読みください。 
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使用上のご注意 

 
安全にお使いいただくために、以下の内容は

必ずお守りください。 

 

●充電には必ず付属の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、電池の破裂、本体に回復できな

いダメージをあたえる場合があり、修理の

場合は保証の対象外となります。 
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・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、火気の近く、ホコリの多

い場所などでのご使用は避けてください。

また、衝撃を与えたり、水に濡らさないで

ください。 

・ 使用可能温度：0℃～35℃ 

 

 

・ 本体を分解しないで下さい。分解された場

合には、保証の対象外となります。 

・ 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。 
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1.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。 

 

●本体        ●ＡＣアダプター 

●本体用ケース    ●クロス 

●ストラップ（装着） ●映像ケーブル 

●取扱説明書（本書） ●保証関係書類 
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２．本体 
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① 電源スイッチ 
スイッチを右にずらすと電源が入ります。 
もう一度右にずらすと電源が切れます。 

 
② SDカードスロット 

撮影した画像をSDカードに保存できます。 
32GBのカードまで対応できます。 

 
③ ズームボタン（＋）倍率を上げます。 
 
④ ズームボタン（－）倍率を下げます。 

 
倍率は１２段階で調節できます。 

被写体からの距離 Zoom Level 
スタンド使用 55 mm 

Level 1 3.5 x 1.5 x 
Level 2 3.8 x 1.7 x 
Level 3 4.6 x 2.0 x 
Level 4 5.4 x 2.4 x 
Level 5 6.5 x 2.8 x 
Level 6 7.3 x 3.2 x 
Level 7 8.2 x 3.6 x 
Level 8 9.6 x 4.0 x 
Level 9 11.2 x 4.7 x 

Level 10 12.6 x 5.5 x 
Level 11 14.0 x 6.1 x 
Level 12 17.0 x 6.9 x 
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⑤ モード切替ボタン 

白黒反転、白黒、黄青、青黄、黒黄、カ

ラーの６種類のなかからお好みのモード

に切替できます。 

⑥ シャッターボタン 

ズームボタンで拡大した時に見ている画

像の静止・撮影ができます。 
 

⑦ 明るさ調節ボタン 
画面の明るさを５段階調節ができます。 

 
⑧ ジョグボタン 

見ている画像、および撮影画像を拡大し

た時に上下・左右にスクロールさせるこ

とができます。 またメニュー画面のとき

にメニュー項目の選択・決定をすること

ができます。 
  
⑨ 映像出力端子 
付属の映像ケーブルを使用してテレビモ

ニターに映像を表示させることができま

す。 
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⑩ 充電ジャック 

充電する際にＡＣアダプターのプラグを

差し込みます。 

 

⑪ 充電ランプ 

充電している時にオレンジ色に点灯しま

す。充電が完了すると緑色に変ります。 

 

⑫ 折りたたみ式スタンド 

使用する際はスタンドを両方起こしてく

ださい。 

 

⑬ カメラ部 

映像を撮影するＣＭＯＳカメラです。 

 レンズが汚れた場合は付属のクロスで拭

いてください。  

 

⑭ ＬＥＤ照明 

 明るさ調節ボタンを長押しすると消灯し

ます。もう一度長押しすると点灯します。 

 

⑮ スピーカー 

ビープ音が鳴ります。メニュー画面でビ 

ープ音の音量調節ができます。 
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⑯画面 

 映像が映る4.3インチワイド、有機ＥＬ

（OLED）画面です。 

 

⑰ストラップホルダー 

付属のストラップを取り付けます。 

（取り付けた状態で出荷します）  
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３．操作方法 

基本編 

充電について 

電源ＯＦＦの状態で、付属のＡＣアダプター

のプラグを充電ジャックに差し込みます。充

電ランプがオレンジ色に点灯し、充電が始ま

ります。充電が完了すると点灯が緑に変わり

ます。 

 

画像表示方法について 

折りたたみ式スタンドを起こし、本体下の側

面の電源スイッチを右方向にずらして電源を

入れます。（スタンドは両方起こしてくださ

い）背面の LED ライトが点灯し、被写体の上

に本体を載せると画面に映像が映ります。 

 

モード切替について 

モード切替ボタンを押して、白黒反転、白黒、

黄青、青黄、黒黄、カラーのなかからお好み

のモードに切替ます。 
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倍率調節について 

ズームボタン（＋）または（－）を押して見

やすい倍率に調節します。倍率は１２段階に

調節できます。 

明るさ調節について 

明るさ調節ボタンを押すと、明るさが５段階

に調節できます。お好みの明るさに調節しま

す。 

シャッター機能について 

シャッターボタンを押すと画像を撮影するこ

とができます。対象物から 5.5cm まで離して

撮影することができます。撮影画像は拡大、

モード切替することができます。もう一度押

すと通常のモードに戻ります。シャッターボ

タンを２秒以上長押して撮影すると、画像が

ＳＤカードに保存されます。（画面に２秒間

カメラマークが表示されます） 
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応用編 
スクロール読みについて 

見ている画像、およびシャッターボタンで撮影

した画像を拡大し、ジョグボタンを上下、左右

に動かしてスクロール読みをすることができま

す。（撮影した範囲をスクロールするため、拡

大しない場合はできません） 

 

ビープ音について 

ズームボタン（＋）と明るさ調節ボタンを同時

に２秒以上長押しするとビープ音が設定されま

す。ボタン操作するたびにビープ音が鳴ります。

解除するには再びズームボタン、明るさ調節ボ

タンを同時に２秒以上長押しすると解除されま

す。 

 

電池残量表示について 

電池残量表示は残量が３０％以下になると表示

されます。また、モード切替ボタンとズームボ

タン（＋）を同時に２秒以上長押しすると電池

マークの残量表示が画面の右上に出てきます。

再びモード切替ボタン、ズームボタンを同時に

２秒以上長押しすると表示が解除されます。 
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ＡＣアダプターを使用しているときには電池

マークのなかにコンセントの絵が入った表示

が画面の右上に出てきます。 

 

マジックモードについて 

モード切替ボタンを２秒以上長押しすると

「マジックモード」に切替ります。 

コントラストのレベルが変わり、文字が鮮明

になります。筆記をする際に有効なモードで

す。 

再びモード切替ボタンを２秒以上長押しする

と通常のモードに戻ります。 

また、マジックモードは２分間経過すると、

自動的に通常のモードに戻ります。 

 

テレビへの接続について 

 

付属の映像ケーブルを本機の映像出力端子と

テレビモニターのアナログ映像入力端子に接

続すると、本機の映像をテレビ画面に表示さ

せることができます。倍率はテレビ画面の大

きさに比例して大きくなります。 

※接続中は本機に映像が映りません 
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省電力モードについて 

 
電源を入れた状態で３分間、本機のボタンを

操作しない、あるいは本機を動かさないでい

ると省電力モードになり、映像が消えます。

操作ボタンを押すと再び映像が映ります。 

さらに３分間経過すると自働的に電源が消え

ます。（ビープ音を設定している時はビープ

音が一回鳴ります） 

 

LED 照明のＯＮ・ＯＦＦについて 

明るさ調節ボタンを２秒以上長押しすると LED

照明が消えます。本機の LED 照明が対象物に

反射して見にくい場合は、照明を消して見て

ください。再び明るさ調節ボタンを２秒以上

長押しすると点灯します。 

 

工場出荷時設定（リセット）について 

ズームボタン（＋）を押しながら電源を切っ

てください。 再び電源を入れると画面に 

「Factory Reset」の文字が約２秒間表示され、

工場初期設定に戻ります。動作不良などの時
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以外は設定が変わるので、この操作は行わな

いでください。 

 

メニュー画面について 

明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に

３秒以上長押しするとメニュー画面が表示さ

れます。（６つのアイコン） 

通常の画面に戻るには明るさ調節ボタンとモ

ード切替ボタン同時に３秒以上長押しします。 

 

 

１．画像アイコン 

 



   
22 

画像アイコンをジョグボタンを使って選択す

ると、ＳＤカードに保存されている画像を表

示することができます。 

ジョグボタンを左右に動かして見たい画像を

選択します。画像を拡大、モード切替、スク

ロールすることができます。 

画像が不要な場合、画像を表示させてジョグ

ボタンを押すとゴミ箱マークが現れます。 

 
ジョグボタンで YES を選択すると画像が削除

されます。NO を選択するとマークが消えます。 

明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に

３秒以上長押しするとメニュー画面が表示さ

れ、もう一度長押しすると通常のモードに戻

ります。 
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２．コントラストアイコン 

 

コントラストアイコンをジョグボタンで選択し、

左右に動かしてコントラストのレベルの変更が

可能です。１６段階の中からお好みのコントラ

ストの選択できます。ジョグボタンもしくは明

るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に３秒

以上長押しするとメニュー画面に戻ります。 

 

３．照明アイコン 

 

ＬＥＤ照明の明るさ調節が可能です。ジョグボ

タンで照明アイコンを選択し、左右に動かして

レベル３、レベル２、レベル１、消灯と４段階

から変更が可能です。ジョグボタンもしくは明

るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に３秒

以上長押しするとメニュー画面に戻ります。 
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４．音量アイコン 

 
ビープ音の大きさの調節ができます。ジョグ

ボタンで音量アイコン選択し、左右に動かし

て１６段階の中からお好みの音量に変更が可

能です。ジョグボタンもしくは明るさ調節ボ

タンとモード切替ボタン同時に３秒以上長押

しするとメニュー画面に戻ります。 

 

 

５．フロッピーアイコン 

 
フロッピーアイコンをジョグボタンで選択す

ると、倍率、モード、明るさ、コントラスト

など、自分が使いやすいように設定した状態

が保存されます。画面に「User  Config 

Saved」と約２秒間表示されます。 

●保存した内容に戻すにはズームボタン

（－）を２秒以上長押しします。 
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６．テレビモニターアイコン 

 
外部出力端子から海外のＰＡＬ方式のテレビ

モニターに映像を出力する際に、映像方式の

切替ができます。（出荷時はＮＴＳＣ方式） 

ジョグボタンでテレビモニターアイコンを選

択し、ＰＡＬ方式を選びます。 

 
注）ＮＴＳＣ方式：日本、アメリカ、韓国など   

ＰＡＬ方式：ヨーロッパ、東南アジア、中国など 
 

ジョグボタンもしくは明るさ調節ボタンとモ

ード切替ボタン同時に３秒以上長押しすると

メニュー画面に戻ります。 
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４．仕様 
画面 ４.３インチワイド有機ELディ

スプレイ（OLED 16:9） 

倍率 低1.5倍（被写体から5.5cm

離した時） 

大17倍（スタンド使用/被写

体から2.5cm離した時） 

カメラ ＣＭＯＳ カラー 

明るさ調整 16段階 

画像保存 ＳＤカード（２Ｇ付属） 

３２Ｇまで使用可能 

カラーモード 白黒反転、白黒、黄青、青黄

黒黄、カラーの６種類 

バッテリ内蔵 リチウムポリマーバッテリ 

4.5時間充電 

4～5時間連続使用 

サイズ 幅14.6cm×高さ8.3cm×厚さ 

2.2cm 

インターフェイス 映像出力端子（アナログ） 

ＳＤカードスロット 

重さ 220g 

インターフェイス 映像出力端子（アナログ） 

ＳＤカードスロット 
※ 仕様は予告なしに変更されることがあります 
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５.保証期間、修理サービス 
 
製品保証期間：購入日より1年間 

（ただしユーザ登録された場合は2年間にな

ります） 

 

1. 内蔵のバッテリは消耗品です。保証の対

象ではありません。バッテリの交換は、

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. 修理を依頼される前に、「使用上のご注

意」をはじめ、取扱説明書の内容をご覧

頂き、なお異常のあるときは、必ず装置

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. 製品保証内容は、商品に同梱されている

品質保証書に基づきます。 
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６．お問い合わせ先 
 
 本商品やサービスについてご不明な点

がございましたら、下記サービス窓口ま

でご連絡願います。 
 
株式会社 タイムズコーポレーション 
お客様相談センター 
フリーダイヤル：０１２０－８８６６１０ 
平日 ９：００～１７：３０ （土日祝は休み） 
 

 

 

製造元：Ｃ＆Ｐ Co.,Ltd（韓国） 

 

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 
HTUhttp://www.times.ne.jp UTH 

 

 


	２．本体

