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簡易ガイド 

 

1. USB 充電ケーブルを充電器に接続してください。 

2. 本体の左側にある充電ポートにケーブルをつなげ

て、アダプタをコンセントにつなげてください。 

注意：ケーブルを充電ポートにつなげる際には慎重に

取り扱って下さい。 

3. 本体のバッテリーがフル充電になるまで充電させ

てください。充電中は本体が少し温かくなりますが、

これは正常です。 

4. 本体がフル充電になったら、USB 端子を持ち電源ケ

ーブルを外してください。 
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1 章．製品の概要 

 

はじめに 
 

エキスプロ5をご購入いただきありがとうございます。 

本製品は大きく読みやすい５インチ画面のついた携帯

型拡大読書器です。 

携帯しやすく、使いやすいデザインです。 

本製品を使用する前に、この取扱説明書と安全上のご

注意を、よくお読みください。  

本製品について質問があれば、この取扱説明書の後ろに

記載された株式会社アメディアにお問い合せください。 

 
 

パッケージの内容 
 

 本体 

 電源 AC アダプタ 

 USB ケーブル 

 取扱説明書（本書） 

 ストラップ 

 クリーニングクロス 

 キャリングケース 

 HDMI ケーブル 
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各部の説明 

 
 

正面 

1. カラーモードボタン 

2. 拡大ボタン（＋） 

3. 縮小ボタン（－） 

4. スナップショットボタン 

5. ストラップホール 

 
 
 

裏面 

1. 電源ボタン 

2. カメラ 

3. LED ライト 

4. ハンドル 
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左面 

1. USB 充電ポート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右面 

1. HDMI ポート 
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2 章．エキスプロ 5 の使い方 

 

本製品を起動するには、本体上部の右側にある電源ボ

タン を長押ししてください。 

本体左右の外側の部分を持ちお使いください。（図をご

覧下さい）。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

あるいは、裏面のハンドルを横に広げると本製品を起

動できます。 
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また、ハンドルを縦に広げて読みたいものの上におけ

ば、本製品をハンズフリーでも使うことができます。 

 

 
 

数秒後、画面がつき、カメラに映る画像を表示し始め

ます。 この状態は拡大モードです。 

 
 
 
 

エキスプロ 5 の電源の消し方 

 

本製品の電源を消すには、電源ボタンを押してくださ

い。あるいは、ハンドルが横に広がっている場合、ハ

ンドルを元の折りたたんだ状態に戻すことによって、

本製品の電源を消すことができます。 
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拡大モード 

 

拡大モードは、エキスプロ 5 のメインの動作モードで

す。読み始めるには、本製品を拡大したいものの上に

置いてください。 

 

拡大と縮小 

 

拡大率を上げるには、画像が適切な大きさになるまで

拡大ボタン（＋）を押してください。ボタンを押し続

けると連続で拡大率が上がります。同じく縮小ボタン

（－）を押すと拡大率を下げることができます。 

倍率が変化すると倍率が画面下に表示されます。 

 

コントラストの変更 

 

エキスプロ 5 では、コントラストを好みの色に変更で

きます。コントラストを変更するには、カラーモード

ボタンを押してください。コントラストが変更される

とその状態が画面下に表示されます。 

 

可能なコントラストモードは以下の通りです。 

 フルカラー、白地に黒、黒地に白、黄色地に黒 

黒地に黄色 

 

メニュー（カラーモードボタンを長押し）の中のコン

トラストメニューにより次のコントラストモードも使

用可能になります。 
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 オレンジ地に黒、黒地にオレンジ、水色に黒、

黒に水色、紫地に黒、黒地に紫、緑地に黒、黒

地に緑、黄色地に青、青地に黄色、青地に白、

白地に青 

 

メニュー（カラーモードボタンを長押し）でお気に入

りのコントラストモードを選択できます。 

選択したコントラストモードは次に起動した時に最初

から表示されます。 

 

ラインとマスキング 

 

本製品では画像の上に横線またはマスキングを表示さ

せることができます。 

横線を表示したり消したりするには、カラーモードボ

タン と拡大ボタン（＋） を同時に長押ししてくださ

い。横線は画面の下 1/3 程の位置に表示されます。 

マスキングを表示したり消したりするには、カラーモ

ードボタン と縮小ボタン（－）を同時に長押ししてく

ださい。マスキングを表示すると、画面の上下サイズ

が半分になります。 

（横線とマスキングを同時に表示することはできませ

ん。） 

 

オートフォーカス 

 

本製品にはオートフォーカス機能があり、メニュー（カ

ラーモードボタンを長押し）から固定または自動に設

定することができます。 
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オートフォーカスが自動（初期設定）に設定されてい

るときは、撮影している物体に自動的にフォーカスを

合わせます。 

オートフォーカスが固定に設定されているときは、 

約６cm の距離にフォーカスの位置を保ちます。 

 

静止画機能 

 

本製品では、拡大モードで画像を静止できます。この

機能は、例えば店の高い棚にある商品の文字やラベル

を読む時などに役立ちます。画像を静止するには、読

みたいものが画面に表示されている間にスナップショ

ットボタンを押してください。これで、本製品が映し

出されているもののスナップショットが撮れます。 こ

のスナップショットは、拡大モードに戻すまで画面に

表示されます。 

拡大モードに戻るには、スナップショットボタンをも

う１度押してください。 

 

静止画像の拡大と縮小 

 

静止画像を拡大するには、画像が適切な大きさになる

まで拡大ボタン（＋）を何回か押すかまたは押し続け

てください。同じく、画像が適切な大きさになるまで

縮小ボタン（－）を何回か押したり押し続けることで

縮小できます。 
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ギャラリーモード 

 

画像の保存 

 

ライブ画像または静止画像をギャラリーに保存するに

は、拡大モードでスナップショットボタンを、0.5 秒間

長押ししてください。画面に保存メッセージが短く表

示されることを確認してください。これは、画像が本

製品のギャラリーの中に保存されたことを意味します。 

 

保存した画像の表示 

 

メニュー（カラーモードボタンを長押し）からギャラ

リーに移動することができます。あるいは、拡大モー

ドにいる間はスナップショットボタンとカラーモード

ボタンを同時に長押ししてギャラリーに移動できます。 

拡大ボタン（＋） または縮小ボタン（－） を押して、

ギャラリーを閲覧できます。 

ギャラリー内の画像の数が画面右下に表示されます。 

ギャラリーモードを終了するには、カラーモードボタ

ンを押してください。 

 

保存した画像の削除 

 

ギャラリーから一つの画像を削除するには、拡大モー

ドにいる間はスナップショットボタンとカラーモード

ボタンを同時に長押ししてギャラリーモードに入って

ください。 
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拡大ボタン（＋）または縮小ボタン（－）を押して削

除したい画像を選択します。 

その画像を削除するには、スナップショットボタン を

長押ししてください。 

確認メッセージが表示されるので画像の削除を確定す

るには、拡大ボタン（＋）を押して「削除」を選択し

てください。取り消すには、縮小ボタン（－）を押し

て「キャンセル」を選択してください。 

一度にすべての画像を削除したいときは、メニュー（カ

ラーモードボタンを長押し）から「ギャラリーを削除」

を選択してください。 

確認メッセージが表示されるので、拡大ボタン（＋）

または縮小ボタン（－）で選択、スナップショットボ

タンで削除の確定ができます。 

 

外付けの画面の使用方法 

 

より大きな画面で見たい場合、外付けの画面（テレビ

等）に接続し表示させることができます。本製品を

HDMI ケーブルを使って、外付けの画面に接続してくだ

さい。対応の HDMI 形式ついては、付録 B を参照して

ください。 
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3 章．パソコンに画像を転送する方法 

 

エキスプロ 5 に保存された、ギャラリーの画像をパソ

コンに転送するには、付属の USB ケーブルを使って本

体をパソコンとつないでください。本体に「PC と接続

済み」というメッセージが表示されることを確認して

ください。それから、パソコンのファイルブラウザを

使って、コピーと貼り付けでギャラリーからパソコン

に画像を転送できます。 

 

本製品は、パソコンと接続しているときは、USB メモ

リまたは外付けのドライブとまったく同じように動作

します。ギャラリーの画像がエキスプロ 5 の画像フォ

ルダに入っています。 

本体の画像を転送したり削除したりしている間に、

USB ケーブルを抜かないでください。 

処理中に画像がなくなる可能性があります。 
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4 章．エキスプロ 5 の設定 

 

設定の閲覧と変更 

 

メニューを表示させるには、カラーモードボタンを長

押ししてください。拡大ボタン（＋）を押して上に、

縮小ボタン（－）を押して下に、スクロールしメニュ

ーの項目を選択できます。 

目的の項目を選択するには、スナップショットボタン

を押してください。1 つ前のメニューに戻るには、カ

ラーモードボタンを押してください。拡大モードに戻

るには、カラーモードボタンを長押ししてください。 

メニューには以下の項目があります。 

＊の状態は工場出荷時の状態です。 

図書など紙に書かれたものを読む際には、近距離モー

ドを利用できます。 

 

 ギャラリー （ギャラリー画像へのアクセス） 

 オートフォーカス：自動* 固定 

 画面の明るさ（画面の明るさレベルの変更）：1

～9（8*） 

 オートオフ（省電力モード）：1 分、2 分、5 分*、

10 分 

 望ましい倍率（本製品起動時の拡大率の変更） 

 : 以前（終了した時の拡大率レベル）、２倍*から

２２倍まで 

 
 

 コントラスト（サブメニューあり） 
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o 望ましいコントラスト（本製品起動時のコントラ

ストの選択）: 以前* （前回使用のコントラスト）、

カラー、有効なコントラスト 

o メニュー（メニューの色の変更）: 白地に黒、黒

地に白、黄色地に黒、黒地に黄色、オレンジ地に

黒、黒地にオレンジ、水色地に黒、黒地に水色、

紫地に黒、黒地に紫、緑地に黒、黒地に緑、黄色

地に青、青地に黄色、青地に白、白地に青 

o 有効なコントラストを有効にする（拡大モードの

ための有効な色の組み合わせの変更）： 白地に

黒、黒地に白、黄色地に黒、黒地に黄色、オレン

ジ地に黒、黒地にオレンジ、水色地に黒、黒地に

水色、紫地に黒、黒地に紫、緑地に黒、黒地に緑、

黄色地に青、青地に黄色、青地に白、白地に青 

 照明： オン*、 ロー（低）、 オフ 

 言語： 英語（米国）*、英語（イギリス）、フラン

ス語、スペイン語、ドイツ語、オランダ語、デンマ

ーク語、ポーランド語、ポルトガル語（ポルトガル）、

ポルトガル語（ブラジル）、ノルウェー語、イタリア

語、スウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、

チェコ語、日本語、韓国語、アイスランド語、エス

トニア語、トルコ語、リトアニア語、ハンガリー語、

ラトビア語 

 表示：50Hz、60Hz* 

 ギャラリーを削除 

 工場出荷時の状態 

 製品情報：ソフトウェア、ハードウェア、シリ

アルナンバー 
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製品情報の確認 

 

本製品のソフトウェアとハードウェアのバージョンを

確認するには、カラーモードボタンを長押ししてメニ

ューを表示させてください。 

縮小ボタン（－）を押して、「製品情報」まで移動して

ください。それからスナップショットボタンを押すと、

現在のソフトウェアとハードウェアのバージョンが表

示されます。 

 
 
 
 

工場出荷状態に戻す方法 

 

本製品を工場出荷状態の設定に戻すには、まずカラー

モードボタンを長押ししてメニューを表示させてくだ

さい。次に縮小ボタン（－）を押して「工場出荷時の

状態」まで移動してください。それから、スナップシ

ョットボタンを押してください。「はい」を選択し、ス

ナップショットボタンをもう 1 度押して確定してくだ

さい。 

工場出荷時の状態では、言語が英語（米国）になりま

す。日本語にするには設定し直してください。 

ギャラリーの内容は削除されません。 
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5 章．エキスプロ 5 の充電 

 

重要： 充電中はバッテリーが温かくなりますが、これ

は正常です。ストーブの近くや高温の場所ではバッテ

リーを充電しないでください。 

 

コンセントからの充電方法： 

 USB 充電ケーブルをエキスプロ 5 の充電器に繋

いでください。USB 充電ケーブルを本体に繋い

で、充電器をコンセントにさしてください。 

 フル充電になるまで充電させてください。 

放電状態からは約 3.5 時間かかります。 

 

パソコンから充電する方法： 

 USB 充電ケーブルの充電器側をパソコンに接続

し、本体と接続してください。 

バッテリーの充電が始まるときあるいは充電中に本製

品を起動するときは、以下の画像が一時的に表示され

ます。  

 
 

上記のアイコンは、本製品を充電していることを示し

ます。数字は、充電済みのパーセンテージを示します。 

パソコンの電力が低いときは、USB からの充電が遅く

なる場合があります。パソコンが提供する電力によっ

ては、本製品が全く充電できない場合もあります。本

製品を充電する際は、AC アダプタに接続した USB ケ

ーブルを使いコンセントから充電することをおすすめ

します。 
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充電時間は長くなりますが、本製品を充電中にも使用

できます。（パソコン接続での充電時にも使用できま

す。） 

放電してから、あるいは長い間使用しなかった場合、

本製品が動作を開始するまで数分かかることがありま

すが、これは正常です。 

また、全ての電子機器と同じように、本製品は使用中

または充電中に温かくなりますが、これは正常です。

裏面についた放熱板の役割を果たすグレーのプレート

には長く触らないようお願いします。 

 

バッテリーの安全上のご注意： 

 バッテリーを分解したり変えたりしないでください。 

 同梱された充電器だけを使ってください。 

 以下の危険行為は避けてください。 

o バッテリーを火を近づけたり、高温場所に置く。 

o 衝撃を与える。 

o 水で濡らしたり端子をショートさせる。 

o 過剰加熱（火事または爆発の危険があります。） 
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6 章．困ったときは 

 

起動しない 

 

電源ボタンを長押ししてください。それでも起動しな

ければ、充電してください。 

付属の USBケーブルを接続した ACアダプタをコンセ

ントに差し込むか、あるいは動作中のパソコンに USB

ケーブルを繋いでください。バッテリーが完全に放電

していた場合は、本製品が動作を開始するまで数分か

かることがあります。 

詳しくは、5 章を参照してください。 

 

画面が黒い 

本体がテーブルのような平らな場所に置かれていると

画像が黒い場合があります。 

本体を持ち上げ画面が暗いかを確認してください。 

これで問題が解決しなければ、再起動させてみてくだ

さい。 

 

電源が切れる 

 

これは、バッテリーを節約するための正常な動作です。

初期設定では、最後の操作から 5 分後に自動的に電源

が消えるようになっています。オートオフ時間を1分、

2 分、5 分または 10 分に設定できます。 
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色を認識しにくい 

 

まず、周囲が充分に明るいことを確認してください。 

拡大モードで、カラーモードボタンを押して別の色の

組み合わせを選んでください。 

 
 

光が多い 

 

光が入らないように、撮影している物体の角度を変え

てください。 

 

その他の問題 

 

メニューで工場出荷時の状態に戻してみてください。 

メニューを表示させるには、コントラストボタンを長

押ししてください。 

「工場出荷時の状態の設定」に移動するには縮小ボタ

ン（－） を押してください。それから、工場出荷時の

状態に戻すためにはスナップショットボタンを押して

ください。「はい」を選択し、スナップショットボタン 

をもう 1 度押して確定させてください。 
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7 章．エキスプロ 5 のお手入れ 

 
 

画面の掃除 

 

本製品の電源が消えていてケーブルも抜かれているこ

とをご確認ください。 

必ず付属のクリーニングクロスを使ってください。 

丁寧にクリーニングクロスで画面をふいてください。 

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などの溶剤を

使用しないでください。 

本製品の中に液体が入らないように、最小限の液体を

使ってください。 

液体が入ると、本製品の故障につながる恐れがありま

す。画面上の液体を完全に拭き取ってください。 
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付録 A．安全上のご注意 

 

本製品の裏面にある LEDランプを直視しないでください。 

水や高い湿度の場所に近づけないでください。 

本製品を掃除する前に、電源を切ってください。 

付属のケーブルのみをご使用ください。 

 

バッテリー： 

本製品には、充電式リチウムイオンバッテリーが入っ

ています。 

 ストーブや火などの近くでは本製品を使用した

り放置しないでください。高温の場所に保管し

ないでください。 

 バッテリーを充電するには、USB-AC アダプタ

のみを使用してください。 

 本製品を分解したり手を加えたりしないでくだ

さい。 

 本製品を水に濡らさないようにご注意ください。 

 本製品をぶつけたり落としたりしないでくださ

い。強い衝撃を加えると故障の原因になります。 

 もしバッテリーから出た液体が目に入った場合、

目をこすらないでください。きれいな水で目を

すすぎ、すぐに病院に行ってください。 

 もしバッテリーから出た液体が皮膚に触れたら、

すぐにきれいな水で患部をゆすいでください。 
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付録 B．仕様 

 

寸法： 89×139.4×21.3mm 

画面: 5 インチ WVGA （800 x 480） LCD 

重量：  228g 

電源入力： Micro USB コネクター, 5V, 最大電流 1.5A 

バッテリー動作時間： 3 時間 

充電時間： 3.5 時間（電源が消えた状態）、 

4.75 時間（電源がついた状態） 

対応 HDMI 形式：  

1280x720p 60Hz, 50Hz 
1920x1080p 60Hz, 50 Hz, 24Hz 
1920x1080i 60Hz, 50Hz 

動作条件：  

気温：10 ˚C から 40 ˚C まで /50 ˚F から 104 ˚F まで 

湿度：20～80% 

保存条件：  

気温:  -20 ˚C から 60 ˚C まで/ -4 ˚F から 140 ˚F まで 

湿度:  10～95% 

 

付録 C保証 

 

購入日から1年間保証いたします。 

この保証は、不適切な使用・悪用・過失による故障の

場合、適用されません。 

不適切な使用とは、本取扱説明書に記載されていない

使用方法です。その場合販売店は責任を負いません。 

保証による修理は、ユーザー登録をされた方に限り行

います。 


