
 インスタントプリントデジタルカメラ

クイックスタートガイド



詳細については、ユーザーマニュアルを www.meetpolaroid.com/support  
よりダウンロードしてください。さまざまな機能をご利用いただけるよ

う、無料のモバイルアプリ (iOS および  Android 対応)
をダウンロードしてください。
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1. カメラレンズ
2. フラッシュ
3. マイク
4. ストラップ用金具
5. 写真紙入れ
6. マイクロＳＤ挿入口
7. セットボタン*
8. ドアセンサー
9. 写真紙入れカバー 

* 插入针并保持两秒即可重置相机。

カメラについて
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10. プリント写真出口
11. タッチスクリーンＯＦＦアイコン
12. ポラロイド枠
13. ピクチャーエリア
14. サインエリア
15.  シャッター／電源ボタン
16. ストラップ
17.  スピーカー
18. マイクロＵＳＢ接続口 

12

14

15

13
11

10

17

18

JP | 4

背面図



内容品

ポラロイドポップ 
インスタントプリントカメラ

カメラストラップ

クイックスタートガイド
及び保証

マイクロＵＳＢケーブル
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1. 磁気写真紙入れカバーを取り外して写真紙挿入口をだしてください。

2.  青いカラー校正シートの文字面を下（写真紙パックの底面が校正シ ート
の文字面）（カメラ正面に向かって）にして写真紙をパッケージ分そのまま
入れてください。写真紙は白の面が上になります。

3.  写真紙カバーをカメラに戻してください。カバーなしでカメラは作動し
ません。ストラップをかけてカバーが落ちないようにしてください。

4.  蓝色的ZINK颜色校准页将在每个相纸包开始启用时自动处理，为特定的相
纸包校准打印机。 新しい写真紙パックの挿入毎に青いZINKカラー校正シート
が、自動的にプリンターを写真紙に合うよう校正します。 

カメラの使用方法
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電源オン／オフ

赤いシャッターボタンを押して電源を入れる。

電源を切るには左上部のタッチスクリーンアイコンを押す。

要从休眠模式唤醒你的相机，请按红色快门按钮或点击屏幕。

存储装置

相机的内存可最多容纳10个图像并且可以容纳一个最大128GB的MicroSD™ 卡。

安装照片打印纸

Polaroid POP拍立得相机只能使用尺寸为3.5x4.25”的Premium ZINK Zero Ink相
纸。



初めてご使用する時の設定方法

カメラの電源を入れてスクリーン上の説明に従って設定をして下さい。

写真とビデオの撮り方

赤いシャッターボタンは「電源オン」及び「シャッターボタン」の両方で使
用します。写真モードで静止写真を撮影する時、またビデオモードで撮影の
スタート·ストップをする時に押してください。

タッチスクリーン操作方法

スクリーン左下のアイコンを選択して、撮った画像を素早く編集 消去また
は印刷できます。

キャプチャモード

ビデオモード

写真モード

タッチスクリーン上のフォーカスを合わせた
い位置をタッチして、フォーカスされるまで
離さないで下さい。

ポップカメラは電源オンすると自動的に写真
モードになります。

ビデオモードかＧＩＦモードを選択するに
は、スクリーン左下のカメラアイコンをタッ
チして下さい。ＧＩＦモードで撮影すると３
秒間の映像ループ（繰り返し）ができます。GIFモード
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ライブエディット

ギャラリー

写真を撮影する前にスクリーン下のポラロ
イドダイヤモンドをタッチして、ライブエ
ディットをオンにして下さい。

ライブモードでは、飾り枠、フィルター及
びステッカーで写真をデザインできます。

タッチしてギャラリーを表示

メモ：撮影した後でもギャラリーにある写
真を編集、回転及び絵画できます。

飾り枠
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フィルター
ステッカー



セッティング

写真紙枚数カウンター        バッテリー           Wi-Fi®

写真、ＧＩＦ及び映像の撮影設定メニューを表
示するにはメニューアイコンをタッチ

詳細な設定は、 
デバイス設定アイコンをタッチして下さい。次
の設定ができます。 
ホワイトバランス、自動印刷、音声その他機能

メニュー

ステータス表示

バッテリー充電量及びWi-Fi®の接続状況が表示されます。

デバイス設定
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モバイルアプリ 

ポラロイドポップを更に楽しむために、下記からスマートフォン用iOS/
AndroidTMフリーアプリをダウンロード可能です。 

http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download

更に詳細な説明、説明書のダウンロード、ＦＡＱ，テクニカルサポートにつ
いてはホームページmeetpolaroid.comをご覧ください。

カスタマーサービス：
cspolaroid@camarketing.com 
800-226-6534

ＩＯＳは米国及びその他の国々においてCiscoの商標または登録商標で あり、
ライセンス契約に基づき使用されています。

AndroidはGoogle Incの商標です。

マイクロＳＤ(MicroSD)は米国及びその他の国々においてＳＤ－３Ｃ　ＬＬＣ
の、または登録された団体のトレードマークです。

その他の商標または登録商標は、各所有者の所有するものです。
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保証サービス及びトラブルシューティング連絡先：ホームページ
www. meetpolaroid.com　をご覧ください。

保証サービスを受けるには、直接の購入消費者、または正規の故障修理サー
ビス業者が当社に連絡する必要があります。その際、当社または委託サービ
ス会社に対して、保証期間内であることを証明する購入の証明書を確認さ
せていただきます。

製品

カメラ

カメラ

カメラ

カメラ

カメラ

地域 

米国

中央・南アメリカ

アジア、アフリカ、オ
ーストラリア、ニュー

ヨーロッパ 

ロシア

部品の保証

1年

1年

1年

2年

2年

使用期間の保証 

1年

1年

1年

2年

2年

保証は直接お買い上げ頂いた物にのみ限らせて頂きます。
このポラロイドポップカメラ（商品名）は内容品に含まれるアクセサリ ー
パッケージを含みます。C＆A Marketing、Inc.（以下「当社」）は、正規の小
売業者によって新品の状態で販売·配送された商品を直接購入された消費者の
お客様に限り、商品及び内容について下記の特定の欠陥について保証させて
頂きます：
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サービスオプション、取扱部品、対応時間は地域及び時間によって異なりま
す。適用される法律に従って、当社は、保証サービスを受ける前に追加の書
類および/または登録要件を遵守して頂く場合がございます。 保証サービス
の詳細については当社のカスタマーサービス（cspolaroid@ 
camarketing.com）または、800-226-6534にご連絡ください。

当社の返品工場への輸送費用は保証に含まれておりませんのでお客様の自己
負担でお願いします。また、商品が工場に到着するまでの更なる損傷または
紛失に関してはお客様負担とさせていただきます。 
damage to the Product until delivery to said facility.

除外及び制限

当社は、本製品の材料および製造上の欠陥に対する補償を通常に使用した状
態で、最初のエンドユーザによる小売購入日から1年間（1年間）通常の使用
購入者（「保証期間」）とさせて頂きます。 ハードウェアの不具合が発生
し、それが保証期間内で保証請求要件が満たられていた場合、法律により定
められた期間において、以下の３つの方法いずれかで保証させて頂きます。
（1）新品または改装された交換部品を使用して、無償で製品の欠陥を修
復、（2）新品もしくは修理可能な中古部品から製造された製品、少なくと
も保証対象の製品と同等の状態のものと交換（3）
製品の購入価格を払い戻し。

交換製品またはその一部は、元の製品の保証を受けるものとします。元の保
証期間の残り、または交換·修理日から90日以内のいずれか長い期間を新た
な保証期間とします。製品または部品が交換されると、交換品は購入者の所
有となり、交換のために取り外された部品等は当社の所有となります。 払い
戻しは、元の商品が返品された場合にのみ行うことができます。
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本保証は下記事項を含みません。

この保証は、消費者が製品を購入した国でのみ有効です。

その国で購入されサービスされている製品に適用されます。 この保証はスク
リ ーンに写し出されたイメージは対象に含みません。

当社は、本製品の動作に中断がなく、エラーのないことを保証するものではあ
りません。当社は、ご使用の際、お客様が説明内容に従わなかったことに起因
する損害については責任を負いません。
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(ｲ) ポラロイドポップ以外の商品。製品パッケージ内に入っているの如何を問わ
ず。

(ﾛ) ポラロイドポップ以外の製品と一緒に使用することに起因する損傷

(ﾊ) 乱暴・不適切な取り扱い、洪水、火災、地震その他外的要因による損傷

(ﾆ) 当社が説明・許可したご使用要領以外で発生した損傷

(ﾎ) 第3者による損傷

(ﾍ) 当社が文書により許可した以外の機能・容量改造品

(ﾄ) 消耗品として電池、フューズ、バルブ等

(ﾁ) 化粧品による損傷または：

(ﾘ) ポラロイドポップの製造番号が除去または読めない状態にされたもの



当社は、法令で許可された事項に反するまたは外れる内容に同調せず、この
製品を使用者の利便性のために「現状のまま」提供し、当社、ライセンス会
社及び販売業者は下記の内容について明示、示唆及び個人が順守すべき制度
に関する全ての保証および条件をを明確に否認します：販売の保証、特定の
目的への使用、タイトル、平穏享受性、正確性、および第三者の非侵害権利
をについて。当社は、本製品の使用により特定の結果を保証するものではあ
りません。または当社が製品を将来にわたり提供することを保証するもので
もありません。 販売業者は上記保証期間を過ぎた製品に対する保証責任を否
認します。

本製品の使用については、使用者自身の裁量と責任です。すべての損失、責
任、または製品の使用に起因する損害については、完全に使用者の責任とな
ります。（また、本社は上記に関する一切の責任を負いません。）

本社または正規サービス店を通してお客様が知り得たいかなるアドバイスや
情報についても、それが口頭または書面に限らず、新たな保証の根拠になる
ことはありません。

いかなる場合であっても、製品によるまたはそれに関連して発生する当社の
全ての累積的責任は、契約または不法行為に関係なく、購入に先立つ一年前
に問題となった製品について購入者が当社または正規再販売店に対して支
払った料金を超えることはありません。この制限は重複するものであり、増
加させるものではありません。

一部の国、州、または地方では、事故及び偶然の損傷に対する除外または制
限を許可していない、または保証の制限を許可していない場合があります。
本保証は購入者に対して特定の法的権利を与えるものであり、購入者の居住
地域ごとに他の権利がある可能性があります。別の保証が適用されるかどう
かの判断については、お住まいの地域の認定販売店にお問い合わせくださ
い。

Polaroid、Polaroid＆Pixel、Polaroid POPはPLR IP Holdings, LLCの商標であ
り、ライセンス下で使用されています。 PLR IP Holdings, LLCは、本製品の製
造、提供、保証またはサポートを実施しておりません。
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Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color 
Spectrum, and Polaroid POP are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used 
under license. All other trademarks are the property of the respective 
owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP 
Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any 
Manufacturer’s Warranty or support.

配信者：
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA 

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate,
London N4 1LZ,United Kingdom 

www.meetpolaroid.com 

© 2017 転載を禁じます

ZINK™ TechnologyおよびZINK™の商標群はZINK Holdings LLCが所有しています。 
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