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簡易操作マニュアル FFBX-14.07

使用するアイテム

各部の名称

バッテリーを充電する

バッテリーチャージャー 
BC-45C

充電式バッテリー
NP-45Aまたは
NP-45S

プラグアダプター

充電ランプ バッテリーの状態 対処
消灯 バッテリー未装着 充電するバッテリーを装着してください。
点灯（緑） フル充電（充電終了） バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外してください。
点灯（橙） 充電中 —

点滅（橙） バッテリー異常 バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリー
をバッテリーチャージャーから取り外してください。

プラグアダプターをバッ
テリーチャージャーに取
り付けます。

バッテリーをバッテリーチャージャーに
取り付けます。
バッテリーとバッテリチャージャーのマ
ーク（CBD）が合うように取り付けて
ください。

バッテリーチャージャーを屋内
のコンセントに差し込みます。

バッテリーを充電する

1 2 3

1 ストラップ取り付け部 13 ファインダー接眼部

2 ファインダー 14 裏ぶた
3 フラッシュ発光部 15 電池ぶた
4 電源スイッチ 16 バッテリー残量表示部
5 縦位置撮影用シャッターボタン 17 モード表示部
6 横位置撮影用シャッターボタン 18 フィルムカウンター
7 MODE（モード）ダイヤル 19 マクロモードボタン
8 セルフタイマーランプ 20 明るさ調整ボタン
9 測光部 21 セルフタイマーボタン
10 撮影レンズ 22 フラッシュボタン
11 フィルム出口 23 MODE（モード）ボタン
12 裏ぶたロック

15 充電ランプの表示について

バッテリーを入れる

注意
•  指定以外のバッテリー（NP-45Aま

たはNP-45S）を使用しないでくだ
さい。

•  バッテリーはフル充電してください。
•  フィルムパックをセットする前に、必

ずバッテリーを入れてください。

321

電池ぶたのつまみを押し上げ、
電池ぶたを取り外します。

バッテリーの矢印に従って、左か
ら右にスライドするようにバッテ
リーをはめ込みます。

電池ぶた上側のツメをはめ、つまみ
がカチッと止まるまで押し込んで取
り付けます。

	 バッテリー残量の確認方法
バッテリー残量表示部で確認します。

表示 バッテリーの残量 表示 バッテリーの残量

十分です。 残りわずかです。

 または 少なくなっています。 （点滅） 残量がありません。
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フィルムパックを入れる

撮影する

4 5

電源スイッチを回し、電源を入れます。
※ 背面のモード表示部のフラッシュマーク（上図）が

点滅します（フラッシュ充電中を示します）。 
点滅中は撮影することはできません。

1
電源スイッチを回し、電源を
入れます。
※ 背面のモード表示部のフ

ラッシュマーク（左図）が
点滅することがあります

（フラッシュ充電中を示
します）。

裏ぶたロックを右に
スライドさせて外し、
裏ぶたを開きます。

フィルムパックの左右を持ち、フィルム
パックにある黄色の線とカメラ内部の
黄色のマークを合わせ、まっすぐ押し込
むようにフィルムパックを入れます。

2

電源を入れる・切る

裏ぶたを閉めると、自動的にフィルムカバー
（黒色）が排出されるので取り除きます。
フィルムカウンターに「10」が表示され、撮
影準備が完了します。

裏ぶたロックがカチッと止まるま
で押し込んで、裏ぶたを閉めます。
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注意
•  フィルムパックを入れるときは、

フィルムパック背面の2カ所の
長方形の穴は絶対に押さないで
ください。

•  フィルムを使い切るまで、裏ぶた
を開けないでください。残りのフ
ィルムが感光する恐れがありま
す。

•  有効期限を過ぎたフィルムは絶
対に使用しないでください（故
障の原因となります）。

カメラを構える

電源スイッチを回す
ごとにオン、オフが切
り替わります。

• 指やストラップがフラッシュ発光部、測光部、撮影レンズ、フィルム出口に掛からないように注意してください。
• ファインダーをのぞく時は、ファインダー内の○が中央に見えるように、正面からのぞいてください。

フィルムを排出する音が止まってから、送
り出されたフィルムの先端を持って取り
出します。

構図を決め、シャッターボタンを押します。 フィルムカウンターが「10」から減ってい
き、最後の1枚を撮り終えると「0」が表示
されます。

1 2 3 4

縦位置撮影ではカメラ
前面のシャッターボタン
を使用します。

横位置撮影ではカメラ
側面のシャッターボタン
を使用します。

電源を切ると、撮影
レンズが格納され
ます。

電源を入れると、撮
影レンズが繰り出し
ます。
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いろいろなフラッシュの機能を使用する

写真の濃淡を調節する

周囲の明るさに関係なく、フラッシュを発光させて撮影
したい場合に使用します。 
逆光時に被写体を明るく写すことができます。強制発光

赤目補正

目が赤く写る現象を低減したい場合に使用します。 
シャッターが切れる前にフラッシュが3回発光（プレ発
光）します。

発光禁止

フラッシュの使用が禁止されている場所での撮影や、フ
ラッシュを使用せずに撮影したい場合に使用します。 

が点滅している場合は、手ブレにご注意ください。
•  照明の影響で写真が青緑っぽくなったり、赤っぽくなっ

たり、または適切な明るさで写らない場合があります。

写真全体が明るめに撮影されます。 
被写体が暗い感じに写ったときに設定してください。

明るくする

より明るくする

で撮影したときよりも写真全体が明るめに 
撮影されます。 

で撮影した写真よりも明るく写したいときに設定して
ください。

暗くする

写真全体が暗めに撮影されます。 
被写体が白っぽく写ったときに設定してください。

撮影の目的に応じて、フラッシュの機能を選ぶことができます。

写真全体の濃淡を調節することができます。

マクロ撮影をする セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーボタンを2回押します。
モード表示部に2枚撮りセルフタイマーアイコン（左図）が表示されます。

写真を1枚撮影する場合

写真を2枚続けて撮影する場合

セルフタイマーボタンを1回押します。
モード表示部にセルフタイマーアイコン（左図）が表示されます。
※ フィルムパックが入っていない状態ではセルフタイマーアイコ

ンは表示されません。
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マクロモード不使用時
（撮影距離：0.6m）

マクロモード使用時
（撮影距離：0.3m）

マクロモードボタンを押します。
モード表示部にマクロモードアイコン（上図）が表示され、
ファインダーの視野がマクロ撮影用に切り替わります。
マクロモードボタンをもう一度押すと、マクロモードが
解除され、ファインダーの視野が通常に戻ります。

フラッシュボタンを繰り返し押し、使用
したいフラッシュの機能を選びます。
ボタンを押すごとに、以下のように切り
替わります。

明るさ調整ボタンを繰り返し押し、明
るさを選びます。
ボタンを押すごとに、以下のように切
り替わります。

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが約7秒間点灯します。
その後、約3秒間点滅してからシャッターが切れます。
※ セルフタイマーを解除する場合は、セルフタイマーランプが点灯または

点滅している間に、セルフタイマーボタンを押してください。

表示なし

表示なし

被写体に近づいて（30cm～60cm）大きく撮影したいときに使用します。

約7秒間点灯 約3秒間点滅

約7秒間点灯 約3秒間点滅 約3〜6秒間点灯 約3秒間点滅

1枚目 2枚目

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが約7秒間点灯します。
その後、約3秒間点滅してからシャッターが切れ、1枚目が撮影されます。
1枚目のフィルムが排出されると、再びセルフタイマーランプが約3〜6秒
間点灯します。その後、約3秒間点滅してからシャッターが切れ、2枚目が撮
影されます。
※ セルフタイマーを解除する場合は、セルフタイマーランプが点灯または

点滅している間に、セルフタイマーボタンを押してください。
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いろいろな設定で撮影する
被写体や撮影の目的に応じて、いろいろな設定を選ぶことができます。
撮影モードの選び方 通常の撮影に使用します。

周囲の明るさに応じてフラッシュとシャッタースピードが自動調整されます。
• 暗い場所では、 シャッタースピードが1/30秒に固定されます。

離れた被写体（3m〜∞）を撮影する場合に使用します。

2回シャッターを切り、1枚のフィルムで2つの画像を撮影します。１つ目の被写体を撮影する
と が点滅するので、そのあとに2つ目の被写体を撮影します。
• 明るい場所では、 での撮影をお勧めします。
シャッターボタンを押している間、シャッターが開きます（最長10秒）。夜景などの撮影に使用
します。このモードを使用するときは、テーブルや三脚などでカメラを固定してください。
• 周囲の明るさに応じて、シャッターボタンを押す時間を調整してください。

スローシャッターでのフラッシュ撮影（スローシンクロ）で、背景をより明るく写したい場合に使用します。
• このモードを使用するときは、手ブレ防止のためにカメラをしっかり持って構えてください。

また、背景の色は、照明の影響で青緑っぽくなったり、赤っぽくなったりする場合があります。
• 背景が暗すぎると、効果が出ない場合があります。
室内で撮影するときに子どもなど、動きの速い被写体のブレを低減したい場合に使用します。

• 電源を切ると、撮影モードが通
常撮影モード （表示なし）に戻
ります。

• シャッターを切っても撮影モード
は変わりません。

MODE（モード）ボタンを押します。 
撮影モードを示すアイコンが点滅します。

キッズ

パーティー

遠景

通常撮影モード	
（表示なし）

バルブ

2重露光

*8 *9 *10

通常撮影 4 4 4*1 4 4 4*2 4 4 4

*7 4 4 4 4 4*2 4 4

*7 4 4 4 4 4*2 4 4

*7 4 4 4 4 4*2 4 4 4

4 4 4*1 4 4 4*2 4 4*5 4*6 4*6

4 *4 *1, *4 *4 4 4*2 4*3

各撮影モードで使用できる機能について
各撮影モードで使用できる機能は以下の通りです。

4：選択可、：選択不可
*1 マクロモード使用時は選ぶことはできません。
*2 周囲の明るさに関係なく、フラッシュが発光します。
*3 初期設定となります（自動発光を選ぶことはできま

せん）。
*4 強制発光または赤目補正を選んでいる場合は、設

定可能です。
*5 1つ目の被写体、2つ目の被写体をそれぞれセルフ

タイマーを使用して撮影することができます。

撮影モード

	instax mini90
使用フィルム フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini
画面サイズ 62mm x 46mm
レンズ 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f＝60mm 1：12.7
ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲 電動3点切り替え式（0.3m〜0.6m／0.6m〜3.0m／3.0m〜∞） 撮影範囲：0.3m〜∞ 

マクロモード（0.3m〜0.6m） 標準モード（0.6m〜3.0m） 遠景モード（3.0m〜∞）
シャッター プログラム式電子シャッター 1.8秒〜1/400秒 バルブモード（開放時間 最大10秒） 

シャッターボタン（縦位置撮影／横位置撮影）
露光調整 自動調節 連動範囲：LV5.0〜15.5（ISO 800）  

露光補正（濃淡コントロール）：－2/3EV、＋2/3EV、＋1EV
フィルム送り出し 電動式（自動排出）
フラッシュ 低輝度自動発光オートフラッシュ（自動調光） パーティーモード（背景きれいフラッシュ 

強制発光モード 発光禁止モード 赤目補正モード 
充電時間：0.2秒〜6.5秒（フル充電バッテリー使用時）フラッシュ撮影距離：0.3m〜2.7m

セルフタイマー 電子式 作動時間：約10秒 連写モードあり 途中解除可能
液晶表示 フィルムカウンター（残数表示式） 撮影モード（パーティー、 キッズ、遠景、2重露光、バルブ） 

マクロ 濃淡コントロール フラッシュ制御モード セルフタイマーモード（1枚／2枚連写）
電源 バッテリー NP-45AまたはNP-45S（1個） 撮影可能枚数：約10パック（当社試験条件による）
その他 三脚ねじ穴
大きさ・質量（重さ） 91.9mm×113.4mm×57.2mm（突起部除く） 296g（バッテリー、ストラップ、フィルム別）

仕様

充電式バッテリーNP-45AまたはNP-45S バッテリーチャージャーBC-45C
公称電圧 3.7 V 定格入力 AC 100 V〜240 V 50/60 Hz

公称容量 720 mAh（NP-45A） 
740 mAh（NP-45S）

入力容量 8.0 VA（100 V） 12 VA（240 V） 
定格出力 DC4.2 V 550 mA

使用温度 0 ℃〜＋40 ℃
適合バッテリー FUJIFILM充電式バッテリーNP-45AまたはNP-45S
充電時間 約110分（+20℃において）

外形寸法 31.0 mm×39.6 mm×6.0 mm 
（幅×高さ×厚み）

使用温度 0 ℃〜＋40 ℃

外形寸法 46.2 mm×90.0 mm×27.6 mm 
（幅×高さ×厚み）*突起物を除く

質量 約15.5 g（NP-45A）、約19 g（NP-45S） 質量 約63 g（本体のみ）

仕様、性能は、予告なく変更することがあります。	
バッテリーについての変更情報はhttp://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.htmlをご覧ください。

撮影モード

機能

*6 1つ目の被写体と2つ目の被写体を、セルフタイマ
ーを使用して連続して撮影することができます。

*7 マクロモードを選択すると、撮影モードは通常
撮影モード（表示なし）になります。

*8 フィルムの残量が1枚以上の場合。
*9 フィルムの残量が2枚以上の場合。
*10 フィルムの残量が1枚の場合。

1 2

撮影モードを示すアイコンが点滅している間にMODEボタン
を押す、またはMODEダイヤルを回すと、撮影モードが切り
替わります。

MODEボタンを押すごとに、またはMODEダイヤルを回すごとに、撮影モードは以下のように切り替わります。

通常撮影モード
（表示なし）

MODEボタン使用時

通常撮影モード
（表示なし）

MODEダイヤル使用時


