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-R（アーバンレッド） -W（ピュアホワイト）

VX2MS
8ページ

-T（カカオブラウン） -K（ブラック）

VX992MS
4ページ

約 355g
本体質量

約 430g
本体質量

－

   記録メディア

ズーム

広角※1

あとから追っかけ あとから指で追っかけ あとから手ブレ補正 あとからズーム あとからクローズアップ あとからスロー&クイック撮影後にさまざまな効果をつけ、
編集できます。

ハイライト動画を作成し、
スマホからSNSにシェアできます。

あとから補正

シェア

軽量・コンパクト

Wi-Fi®

連続撮影可能時間（同梱バッテリー使用時）

iA25倍ズーム（4Kの場合） iA32倍ズーム（4Kの場合）

64GB 内蔵メモリー / SDカード（別売）※3 64GB 内蔵メモリー / SDカード（別売）※3

約1時間25分※2
（4K MP4モード時）

約1時間40分※2

（HGモード時）
約1時間25分※2

（4K MP4モード時）
約1時間40分※2

（HGモード時）

30.8mm（4K、傾き補正「切」時）

473398 6865 7773 142141

30.8mm
25mm 25mm（4K、傾き補正「切」時）

ハイライトシェア

詳しくは
P15へ

５軸ハイブリッド手ブレ補正

使う人の手ブレ
を把握

（アダプティブO.I.S.）

撮影
状況

ユーザー
特徴

撮影
条件

ズーム時の
細かいブレを抑える

（ボールO.I.S.機構）５軸ハイブリッド手ブレ補正

新ハイブリッド

手ブレ補正手ブレ補正
５軸ハイブリッド

手ブレ補正
 × 

傾き補正 傾き補正 傾き補正

ご購入前にお読みください。 ※1 35mm判換算（4K動画撮影時）。  ※2 長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は
変わります。バッテリー連続撮影時間に関しては、19ページの表をご参照ください。 ※3 4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー＆クイック撮影をカードに記録する場
合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。 ●LEICA/

ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbHの登録商標です。 ●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 ●LEICA DICOMARは、ライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機
器と品質保証システムによって生産しています。 ●写真、イラストの内容はイメージです。



VX2MS
8ページ

-K（ブラック）

約430g約約 ggg

本体質量

あとからズーム あとからクローズアップ あとからスロー&クイック

iA32倍ズーム（4Kの場合）

64GB 内蔵メモリー / SDカード（別売）※3

約1時間25分※2

（4K MP4モード時）
約1時間40分※2

（HGモード時）

473 68 77 142

30.8mm
25mm 25mm（4K、傾き補正「切」時）

ハイライトシェア

詳しくは
P15へ

５軸ハイブリッド手ブレ補正

使う人の手ブレ
を把握

（アダプティブO.I.S.）

撮影
状況

ユーザー
特徴

撮影
条件

ズーム時の
細かいブレを抑える

（ボールO.I.S.機構）

新ハイブリッド

手ブレ補正
傾き補正

ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbHの登録商標です。 ●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 ●LEICA DICOMARは、ライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機
器と品質保証システムによって生産しています。 ●写真、イラストの内容はイメージです。



※1 35mm判換算（4K動画撮影時）。●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。●同梱のACアダプターは海外でも使用できます
（100V～240V対応。ただし、変換プラグが必要な場合があります）。 ●4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー＆クイック撮影を
ご購入前にお読みください。

動画記録モードと最長記録時間 ▶詳しくは19ページをご覧ください。

VX992MS

-R（アーバンレッド） -W（ピュアホワイト） -T（カカオブラウン）

光学ズーム

20倍ズーム
iAズーム（4K）

25倍ズーム
内蔵メモリー

64GB
手振れロック

（自動）
あとから補正

デジタル4Kビデオカメラ

HC-VX992MS
オープン価格※

広角※1

30.8mm
【付属品】レンズフード、バッテリーパック（VW-VBT190-K）、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル、シューアダプター
●SDカードは別売です。CD-ROMは同梱されていません。 ●HD Writer AE 5.4はダウンロードで提供しています。詳しくはサポートサイトをご確認ください。https://panasonic.jp/support/software/hdw/
●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。 ●ワイヤレスリモコンには対応しておりません。　

●この商品はお取り扱い先を限定しております。
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



カードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

手にフィットして
使いやすいグリップベルト

HC-VX992MS
その他機能一覧

詳しくは20、21ページをご覧ください。

おまかせiA
（動画/静止画）

iA＋
（動画/静止画）

クリエイティブ
コントロール

（AVCHDのみ）

かんたん
コマ撮りモード ベビーカレンダー

新おまかせ
ムービー

スライドショー

クイック
パワーオン
（約1.0秒）

3秒前録画
PRE-REC

撮影機能 使いやすさ

＊同梱バッテリー使用時：約398g

＊



●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。　●4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー＆クイック撮影を カードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。 ●画面はハメコミ合成写真です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。

詳しい使い方 ＞ 15ページへ

「5軸」とは？

歩行時に発生する回転方向（1軸）、腕の左右（2軸）・上下（3軸）、
手首の縦（4軸）・水平（5軸）の手ブレを補正します。



●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。　●4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー＆クイック撮影を カードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。 ●画面はハメコミ合成写真です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。

詳しい使い方 ＞ 15ページへ

「5軸」とは？

歩行時に発生する回転方向（1軸）、腕の左右（2軸）・上下（3軸）、
手首の縦（4軸）・水平（5軸）の手ブレを補正します。
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画質にこだわる

※1 35mm判換算（4K動画撮影時）。●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。●同梱のACアダプターは海外でも使用できます
（100V～240V対応。ただし、変換プラグが必要な場合があります）。 ●4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー＆クイック撮影を
ご購入前にお読みください。

動画記録モードと最長記録時間 ▶詳しくは19ページをご覧ください。

【付属品】レンズフード、バッテリーパック（VW-VBT190-K）、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル
●SDカードは別売です。CD-ROMは同梱されていません。 ●HD Writer AE 5.4はダウンロードで提供しています。 詳しくはサポートサイトをご確認ください。https://panasonic.jp/support/software/hdw/ 
●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。 ●ワイヤレスリモコンには対応しておりませんが、スマートフォンによるリモート操作が可能です。　

光学ズーム

24倍ズーム
iAズーム（4K）

32倍ズーム
内蔵メモリー

64GB あとから補正
広角※1

25mm

家族の思い出を、美しく残す。

-K（ブラック）

デジタル4Kビデオカメラ

HC-VX2MS
オープン価格※

約430g
本体質量

VX2MS



9

カードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

詳しくは20、21ページをご覧ください。

HC-VX2MS 
その他機能一覧

おまかせiA
（動画/静止画）

iA＋
（動画/静止画）

クリエイティブ
コントロール

（AVCHDのみ）

かんたん
コマ撮りモード ベビーカレンダー

新おまかせ
ムービー

スライドショー

クイック
パワーオン
（約1.5秒）

3秒前録画
PRE-REC

撮影機能 使いやすさ

手ブレ補正がさらに強化！

レンズ、センサー、補正エンジンが連動して「５つの軸」で手ブレを補正します。
気づきにくい傾きも自動補正。不安定な姿勢での撮影も、子供の動きを
しっかりとらえて、手ブレを抑えた見やすい映像を記録できます。さらに、
使う人の手ブレのクセから、老若男女などその人の特徴や撮影状況、

手持ち・三脚など撮影条件も把握し、かしこくブレを補正します。
［ 新ハイブリッド手ブレ補正 ］

頑張る姿もキレイに残す

広びろ撮れる！

広角25mm※1レンズは、撮影距離が短い室内で
全体を撮るときに、広がりを持たせた映像が
撮影できます。
［ 広角25mmレンズ ］

狭い室内も明るく広く撮れる!

暗い場所でも明るく鮮やかに

暗くても鮮やか！

大型センサー搭載により、室内や花火・

イルミネーションなどの暗いシーンでも、

たくさんの光を集めて、明るく鮮やかな

４K高画質で記録できます。

［ 1/2.5型センサー ］1/2.5型センサー 
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●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。 ●4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー＆クイック撮影をカー
ドに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。 ●画面はハメコミ合成写真です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。 

撮るときも、撮った
画質にこだわる

遠くても表情バッチリ
自動で素早いピント合わせも！

4Ｋ画質のまま光学２４倍、「超解像技術」なら４８倍＊までズームできます。遠くからでもわが

子の活躍や緊張の表情を美しく高精細に記録します。また、高速・高精度なオートフォーカス技術

により、被写体の遠近が変わる際のフォーカススピード、動く被写体に対する追従性能に優れている

ので、高品位で安定性のある４Ｋ映像を記録できます。
［ 高倍率ズーム ］［ 4KハイプレシジョンAF ］＊iA48倍ズーム（フルハイビジョン）

わが子のスイングも逃さない



11

あとも便利で安心！

撮った後はみんなに共有！
アプリを使ってスマホに保存

10秒動画をシェア！
4K映像を家族や友人とカンタンにシェアできる

本体のSNSボタンを押して動画を選ぶだけで、短いハイライト

動画が作成・保存できます。お気に入りのシーンを選んで

BGMを入れれば、自分だけのハイライトムービーの出来

上がり。2次元バーコードでかんたんにスマートフォンに転送

できるので、SNSでシェアしたい時に便利です。
［ ハイライトシェア ］

お気に入りのシーンを選択！

かんたんにハイライトムービーが完成！

SNSボタン

あとからできる！
あとから編集できる、効果も追加できる

詳しい使い方 ＞ 15ページへ

映像にスローモーションなどの効果を追加し、フルハイビジョン画質で保存できます。ゴールシーン

などがより感動的に。フレーム間補正で、スロー時でもなめらかに再生できます。また、4Kで広く

撮っておけば、あとから手ブレを抑えたり、ズームやパンの演出を加えたりなどの編集がカメラ本体で

できて、撮影が苦手な初心者の方でも安心です。
［ あとからスロー&クイック ］［ あとから補正 ］

SlowStandard

撮った後はPanasonic Image Appでス

マートフォンに保存してSNSで簡単シェア！

プライベートな動画も動画共有サイトの限

定公開で遠く離れた家族や友達にも共有。
［ Panasonic Image App ］ ・ご利用のスマートフォンの空き容量によっては、保存できない場合があります。

・4K動画の容量や送信環境によっては、保存に時間がかかる場合があります。

［Panasonic Image App］

短い動画をこまめに
保存することを
おすすめします。

ワンポイント

す。



スマホ撮影でこんなこと、ありませんか？

これ、撮
れてる

？

日差しが強くて

画面が
見えない…！

スマホあるある 3

ブレ
ブレ～

!！

ズームすると

動画が粗い…！
ブレブレでヒドイ…！

イベントを撮るとだいたい、うちの子

小さっ！

あれ…？どこ行った…？
と見失う

スマホあるある 1 スマホあるある 2

わが子の成長をしっかり記録！パナソニック４Kムービーのビデオカメラなら
撮りたいわが子の笑顔に
ラクラクズーム！

カメラが自動で
手ブレを抑える！

アングル自在でモニターを
確認しながら撮影！

４Kムービーデビュー!
Let’s

ビデオカメラって意外とカンタン！仕上がりもスマホとは断然違う。
とっておきの思い出は、４Kムービーでキレイに残そう！



すぐに大きくなるから

わが子の成長記録は、こう撮る！

明るく鮮やかに撮影できる1/2.5型センサーの４K
ムービーなら薄暗い室内で寝ている赤ちゃんの
表情も鮮明に撮れます。

わが子の寝顔も
明るくキレイに！ 1/2.5 型センサー

マルチアングルモニター

光学24倍ズーム

新ハイブリッド手ブレ補正

（搭載機種： VX2MS）
一般的なデジタルビデオカメラ 1/2.5 型センサー

●4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、スーパースロー、スロー&クイック撮影をカードに記録する場合は、SDス
ピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。 

光学24倍ズーム

歩き始めたわが子を手ブレを気にせずに撮影ＯＫ。
一緒に歩きながら撮れて、ほっこり動画もキレイに残せます。

はじめてのお散歩も
手ブレの心配なし

発表会や運動会などのイベントは、4Kムービーのズーム
機能が本領発揮。スマホではなかなか撮れない、わが子の
真剣な表情をしっかり記録できます。

発表会も運動会も
キレイにハイズーム

ズームしても手ブレしにくい！

モニターを回転させると、上からや下からや
色んなアングルからわが子を撮影できます。

わが子の頑張る姿を
いろんなアングルから！

（搭載機種：VX2MS）（VX992MS は光学20倍ズーム）

（搭載機種：VX2MS）

5軸方向のブレと傾きを補正 撮影状況から揺れを解析 レンズの駆動摩擦を低減

＋ ＋

×

撮
る

撮
っ
た
あ
と



スマートフォンアプリ「Panasonic Image App」を使って、スマホへ保存（コピー）！SNSで共有もできる！

スマホで楽しむ

テレビ・パソコンで楽しむ

撮ったあと

いろんなカタチで！
４K動画を撮ったらみんなで楽しもう!

［Panasonic Image App］

4Kをより楽しむためのコンテンツが盛り沢山。
パナソニックのWEBサイトには！

ビデオカメラとテレビをつなぐ

付属のHDMIマイクロケーブル

付属のUSB接続ケーブル

［SNS］
＊4Kに対応していないSNSもございます。

HD Writer AE 5.4
（Windows 専用）の詳しい
動作環境やサポート情報は
こちらでご確認ください。

サポート情報  
https://panasonic.jp/support/software/hdw/

動作環境
https://panasonic.jp/support/video/connect/soft.html

※1 2019年以降発売の当社製デジタル４Kビデオカメラ。 ※2 SDカードに対応していないディーガもございます。 ●画面はハメコミ合成写真です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。

撮
る

撮
っ
た
あ
と

スマートフォンアプリ「Panasonic Image App」でスマホに保存（コピー）できるのはもちろん、スマホの容量が気になる時は外部のクラウドへ！
USB接続ケーブルでかんたん保存（コピー）！外付けハードディスクへ直接保存（コピー）またはパソコン経由でその他のストレージにも保存（コピー）できる！

［外部クラウド］
いつでもどこでも

［スマホ］

保存方法はいろいろ！

・外付けハードディスク・SDカード※2・DVD/ブルーレイディスク

・外付けハードディスク

スマホ•他のストレージへ保存 ・スマホ（本体容量/バックアップクラウド/一般クラウドサービス）
・他のストレージ（外付けハードディスク/SDカード/DVD/ブルーレイディスク）

スマホ
他のストレージ

アクセス
※1

・外付けハードディスク
・SDカード※2

・DVD/ブルーレイディスク
付属のUSB接続ケーブル

2019年以降発売のディーガならHDDへの
取り込みとBD（DVD）へのバックアップもできる2015年秋以降発売のディーガなら4K画質のまま取り込み・再生・共有ができる！

ディーガ•ディーガ経由で保存

※1

HDMIマイクロケーブルを使用して、
かんたんにテレビで動画を再生できる！

USB接続ケーブルでパソコンとつなげば、
専用ソフト「HD Writer」で4K再生できる！

・ご利用のスマートフォンの空き容量に
  よっては、保存できない場合があります。
・4K動画の容量や送信環境によっては、
  保存に時間がかかる場合があります。

・パソコンの性能によっては、「HD Writer」をお使いいただけない
  場合があります。
・4K動画を取り扱うには、処理能力の高いパソコンが必要になります。
  対応のPC動作環境および注意事項を必ずご確認ください。

「あとから補正」でキレイに残せる！
４Kで撮っておけば、

パナソニックの
４Kムービーは

手順

「　  」で調整し、「　　」をタッチする 機能を選択して、「決定」をタッチする 選択した機能の対象シーンを選択する

タッチ操作で指定を開始 指定後にプレビューをチェックして保存

補正した動画は
フルハイビジョンで
保存されます。

パナソニック独自の「あとから補正」機能は、撮影時の失敗も、あとから成功に変えられる
6つの便利な補正機能です。撮り直しのきかないイベントごとや、なかなかうまく撮影でき
ない初心者ユーザーでも安心です。

あとから
補正とは

注意！

ポイント
！

あとから追っかけ
編集したいシーンをタッチ

ターゲットの動きに合わせて、画面が動きます

プレビュー終了後、「保存する」をタッチ

撮影前、識別しやすい服装を
選べば編集がかんたんになります

　      をタッチすると
手ブレ補正機能のON / OFFを
選択可能 （初期設定は「ON」）

手ブレ補正

STEP

1

STEP

2

STEP

3

一時停止状態で被写体をタッチ
ターゲットロックした後、　 をタッチ

識別しやすい腰のベルトを
ターゲットにする

他にもこんな補正ができる

あとから手ブレ補正

あとからクローズアップ

あとからズーム（パンニング）

あとから指で追っかけ

あとからスロー＆クイック※

自分の指で被写体を追いかけて確実な追尾
の編集ができる

撮影時の手ブレによる被写体の揺れが安定
するように補正をかけられる

切り出したいシーンの開始時と終了時の枠
サイズを変えることでズーム効果が得られる

あとからクローズアップしたいシーンを切り
出すことができる

スローとクイックを組み合わせドラマチックな
動画に編集できる（※WXF1Mは除く）

フルHD

ここをタッチ！

完成！
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※1 35mm判換算（動画撮影時）。 ●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。  ●バッテリーの使用時間は、目安としてご活用ください。
●同梱のACアダプターは海外でも使用できます。（100V～240V対応。ただし、変換プラグが必要な場合があります）。●画面はハメコミ合成写真です。 ●写真、イラストの内容はイメージです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
ご購入前にお読みください。

デジタルハイビジョンビデオカメラ

HC-W590MS
オープン価格※

【付属品】バッテリーパック（VW-VBT190-K）、ACアダプター、DCケーブル、HDMIミニケーブル、USB接続ケーブル
●SDカードは別売です。CD-ROMは同梱されていません。 ●HD Writer LE3.2はダウンロードで提供しています。詳しくはサポートサイトをご確認ください。https://panasonic.jp/support/software/hdw/
●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。 ●ワイヤレスリモコンには対応しておりません。

W590MSW590MS

フルハイビジョン 手振れロック
光学ズーム

50倍ズーム
iAズーム（フルHD）

90倍ズーム
広角※1

28mm
内蔵メモリー

64GB
本体質量

約266g

サブカメラ

メインカメラ

-W（ホワイト）

-T（ブラウン）

ズーム時も、不安定な姿勢でもキレイに撮れる 固定アングルでさらに手ブレ補正を強化

暗いシーンもキレイに残す離れた場所からでも大きくキレイ

逆光でもキレイに撮れる みんな一緒で楽しい 撮影映像をかんたんに取り込める

録画ボタンの押し忘れを防ぐ 細かいブレを自動で補正 動き回る子供にも、すばやくフォーカス
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●この商品はお取り扱い先を限定しております。
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



●写真、イラストの内容はイメージです。

例えば先生 例えばインストラクター
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https://ec-club.panasonic.jp/消耗品・オプション品は、パナソニックグループのショッピングサイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。    

別売品

※1 全機種対応とは、本カタログに掲載の機種全てを指すものであり、当社製ビデオカメラ全てを指すものではありません。(X2、X20、X2000、X1500は非対応）  ※2 HC-W590MSは、予
備バッテリーを一緒に収納することはできません。HC-V480MSは、予備バッテリーとしてVW-VBT190-Kを収納可能。VW-VBT380-Kは収納できません。また、HC-W590MSはVW-VBT380-Kを装着した状態で収納す
ることはできません。●各機能は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。 ●実撮影時間とは撮影開始/停止、電源のON/OFF、ズームなどの操作をしたときの撮影時間の目安です。実際にはこれよりも短くな
る場合があります。 ●連続使用時間は、手ブレ補正「入」時です。 ●バッテリーパックの端子部に金属類を接触させないでください。ショートすると、液もれ、発熱、発火、破裂につながります。持ち運びや収納するときは、１個ずつ
ビニール袋などに入れてください。 ●写真、イラストの内容はイメージです。 ★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

ご購入前にお読みください。

WXF1M /
WX2M / 
VX2MS /
VX992MS / 
W590MS /
V480MS
対応

充電時間（対応バッテリーチャージャー）
約7時間10分（VW-BC10-K）
約3時間45分（HC-WXF1M/WX2M/VX2MS/VX992MS/W590MS/V480MS本体充電）

充電時間（対応バッテリーチャージャー）
約3時間50分（VW-BC10-K） 
約2時間20分（HC-WXF1M/WX2M/VX2MS/VX992MS/W590MS/V480MS本体充電）

※3 HC-V480MSでご使用の場合は、残量時間は
   表示されません。

■小型・軽量タイプ ■専用バッテリーチャージャー
残量時間表示タイプ ※3リチウムイオンバッテリー

VW-VBT380-K メーカー希望小売価格 16,500円（税込）
VBT380-K/VBT190-K専用バッテリーチャージャー
VW-BC10-K メーカー希望小売価格 8,800円（税込）

リチウムイオンバッテリー
VW-VBT190-K メーカー希望小売価格 11,000円（税込）

※3残量時間表示タイプ

●外形寸法（mm）：幅31.1×高さ40.8×奥行43.4  ●質量：約84g ●外形寸法（mm）：幅31.1×高さ23.2×奥行43.4  ●質量：約45g ●質量：約61g  ●海外でも使用可能（100V～240V地域）

充電時間（対応バッテリーチャージャー）
約9時間25分（バッテリーパックの対応機種同梱のチャージャー）

■長時間タイプ
リチウムイオンバッテリー
VW-VBG6-K★ メーカー希望小売価格 26,400円（税込）

●別売バッテリーパックホルダーキット（VW-VH04-K）と組み
合わせてご使用ください。単独では、ご使用になれません。

※4 ハイビジョンビデオカメラ及びSDR-H80以外での
ご使用の場合は、残量時間は表示されません。

残量時間表示タイプ ※4

充電時間（対応バッテリーチャージャー）
約4時間40分（バッテリーパックの対応機種同梱のチャージャー）

■小型・軽量タイプ
リチウムイオンバッテリー
VW-VBG260-K  メーカー希望小売価格 20,900円（税込）

残量時間表示タイプ ※4

アクセサリー対応一覧
フィルターキット ソフトケース

VW- LF49N-K

ー

ー

ー
VW-SC1-A/-P

ー

○※2

ー

長時間撮影のためのバッテリーについては、19ページをご覧ください。

■アクセサリーキット

＋ ＋

キャリングケースも付いてくる。さらに！

VW-ACT380-K

リチウムイオンバッテリー
VW-VBT380-K

バッテリーチャージャー
VW-BC10-K

メーカー希望小売価格
19,800円（税込）

（税込）25,300円
別々に買うと

セットで買うと
19,800円（税込）●ビデオカメラは

  別売です。

-A -P

■ソフトケース
VW-SC1 -A（ネイビー）、-P（ピンク）
メーカー希望小売価格 3,300円（税込）

キャリングケース
（単体では非売）

●外形寸法（mm）：幅75×高さ152×奥行83
　　　　　　    （ハンドストラップ含まず）

HC-WX2M / VX2MS

HC-W590MS / V480MS

HC-WXF1M

○

VW-VMS10-K

ステレオマイクロホン

○

ー

○

○ ー

VW-LED1-K

LEDビデオライト

○

ー

○

○HC-VX992MS

アクセサリーがセットでお得に購入できる！

■LEDビデオライト
VW-LED1-K メーカー希望小売価格 16,500円（税込）
●外形寸法（mm）：幅69.1×高さ110×奥行52.5
●質量：約130g（電池を含まず）
●人物を撮影する際には、ビデオライトを直視させないよう、
　被写体に配慮してご使用ください。

高照度・長寿命。
画角いっぱいまで明るく撮れる

VW-VMS10-K 
メーカー希望小売価格 10,780円（税込）

■ステレオマイクロホン

●プラグインパワー対応　 ●ウインドジャマー、ポーチ付属 
●外形寸法（mm）：幅30×高さ67×奥行89　  ●質量：約64g

よりクリアな集音を実現

全機種対応※1

VW-SST1 -H（グレー）、-K（ブラック）
メーカー希望小売価格 2,750円（税込）

■ショルダーストラップ

-H -K

●長さ：約480mm（先端ひも部分を除く）

全機種対応※1

■フィルターキット
VW-LF49N-K
メーカー希望小売価格 8,250円（税込）
●取付ネジ径：49mm　●レンズキャップ付属

白とびを防ぐNDフィルターと、
レンズを守るMCプロテクター
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①VW-VBT190-K/VBT380-Kは本体との間で安全に使用できるかどうかを確認する機能があるバッテリーです。 ②当社認証を取得した他社製バッテリーは本機で使用できますが、当社は他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切
保証できません。 ③実際の品物を確認するのが難しい状態で購入したバッテリーや、異常に低い価格で販売されているバッテリーの中には、模造電池が多く確認されていますのでお気をつけください。 ④別売バッテリーパックは、パナソニック純正品の
ご使用をおすすめします。 ⑤弊社のビデオカメラは、パナソニック純正のバッテリーパックを使用した場合に、最適な性能を発揮できるよう設計されています。 ⑥パナソニック製以外のバッテリーパックの使用による、ビデオカメラ本体の故障や
性能劣化、またはその他のいかなる物に対する損失または損害に対して、弊社では一切責任を負いかねます。 ⑦また、この場合のビデオカメラの修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

バッテリーパックの対応機種と連続撮影時間（実撮影時間）
VW-VBT380-K（WXF1M / WX2Mに同梱） VW-VBT190-K（VX2MS / VX992MS / W590MS / V480MSに同梱）

●下記表の数値は、HC-WXF1M/WX2M/VX2MS/VX992MSは液晶モニター使用時、HEモード時、
HC-W590MS/V480MSは液晶モニター使用時、HGモード時です。 ●(　)は実撮影時間です。

HC-V480MS

HC-W590MS

HC-VX992MS

HC-VX2MS

HC-WX2M

HC-WXF1M

ワイプ撮りON ワイプ撮りOFF ワイプ撮り機能なし ビューファインダー使用時 ワイプ撮りON ワイプ撮りOFF ワイプ撮り機能なし ビューファインダー使用時

●バッテリーの使用時間は、目安としてご活用ください。

■HDMIマイクロケーブル 1.5m RP-CHEU15A
オープン価格※

2.0m RP-CHEU20A
オープン価格※

■HDMIミニケーブル 1.5m RP-CHEM15A-K
オープン価格※

2.0m RP-CHEM20A-K
オープン価格※

3.0m RP-CHEM30A-K
オープン価格※

●旧商品のアクセサリー対応状況（バッテリー含む）については、ホームページをご覧ください。
https://panasonic.jp/dvc/products/accessory/pdf/useful-2022.pdf

WXF1M
WX2M
VX2MS
VX992MS

動画記録モード（記録画素数）機種
SDメモリーカード/内蔵メモリー

64GB 32GB 16GB

4K MP4

2160/24p

1080/60p

1080/24p

PHモード

HAモード

HGモード

HEモード

72Mbps

72Mbps

28Mbps

50Mbps

24Mbps

17Mbps

13Mbps

5Mbps

約1時間50分

約1時間50分

約5時間20分

約3時間

約6時間

約8時間30分

約11時間

約27時間30分

約55分

約55分

約2時間40分

約1時間30分

約3時間

約4時間10分

約5時間30分

約13時間40分

約28分

約28分

約1時間20分

約45分

約1時間30分

約2時間

約2時間40分

約6時間40分

3840×2160

1920×1080

●MP4はAVCHDの記録方式で記録したビデオと互換性はありません。 ●4K MP4・2160/24p・1080/60p・1080/24p・PHモードの転送レートは最大値、その他のモードの転送レートは平均値です。 ●長時間撮影する
場合は、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。バッテリー連続撮影時間に関しては、下記の表をご参照ください。

W590MS
V480MS

動画記録モード（記録画素数）機種
SDメモリーカード/内蔵メモリー

64GB
（W590MS内蔵メモリー）

32GB
（V480MS内蔵メモリー） 16GB

1080/60p

PHモード

HAモード

HGモード

HEモード

28Mbps

24Mbps

17Mbps

13Mbps

5Mbps

約5時間20分

約6時間

約8時間30分

約11時間

約27時間30分

約2時間40分

約3時間

約4時間10分

約5時間30分

約13時間40分

約1時間20分

約1時間30分

約2時間

約2時間40分

約6時間40分

1920×1080

●1080/60p・PHモードの転送レートは最大値、その他のモードの転送レートは平均値です。 ●長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、
バッテリー連続撮影時間は変わります。バッテリー連続撮影時間に関しては、下記の表をご参照ください。

約3時間35分
（約1時間50分)

約3時間50分
（約2時間)

約3時間35分
（約1時間50分)

約3時間35分
（約1時間50分)

約2時間45分
（約1時間25分）

約2時間45分
（約1時間25分）

約1時間50分
（約55分)

約1時間20分
（約40分)

約1時間20分
（約40分)

約1時間40分
（約50分)

約1時間40分
（約50分)

約1時間40分
（約50分)

約3時間30分
（約1時間50分)

約1時間40分
（約50分)

約3時間55分
（約2時間)

約1時間55分
（約1時間)

約4時間55分
（約2時間30分)

約4時間5分
（約2時間5分)

約1時間55分
（約1時間)

約2時間20分
（約1時間10分)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
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AVCHD規格と
AVCREC規格に
ついて

メインカメラで撮影しながら、サブカメラでも撮影。２つのシーンを同時に記録することができます。サブカメラは
水平方向に最大270度、上下方向に±20度回転。正面からサイド方向の撮影、自分撮りまで、さまざまな使い方
を楽しめます。 ●水平方向の動作範囲は240度です。

●●● ̶

（  　　　）WX2M
のみ

歩き撮りはもちろん、ズーム時もしっかりと補正。毎秒約4,000回の精度で手ブレを検出するジャイロセンサー
がさらに高感度になり、高倍率ズーム時も被写体をキレイに描写します。また、ワイド端時の補正レンズの動作エ
リアを広げた「アクティブモード」も搭載。歩きながらの撮影でも、鮮明な映像が記録できます。
レンズとセンサーで、さらに高精度に手ブレを抑えます。検出精度が向上し、手首の回転（ピッチング、ヨーイン
グ）、腕全体の上下、左右の揺れに加えて、歩く際に発生する回転方向の動きにも対応しました。

ハイアングルや話しかけながらの撮影時に、本機の水平方向の傾きを検出し、傾きを自動で水平に補正して記
録。本体が静止しているときの水平に対する傾きをセンサーが検知し、傾きのない映像に補正します。
通常のアングルでも高確率で傾きが発生してしまうところを、自動で補正し、違和感のない映像が撮れます。腕
を高く上げての撮影時など、液晶で水平を確認しづらいときにはさらに効果的です。
●傾き補正は、全ての環境下での効果を保証するものではありません。●傾き補正は、静止画撮影には対応しておりません。

ワイプ撮り

W590MSWX2M★/
VX2MSWXF1M★

5軸ハイブリッド
手ブレ補正

高
画
質

傾き補正

光学式手ブレ補正
（POWER O.I.S.）

光学式手振れ
ロック機能

iA＋
（インテリジェントオートプラス）

おまかせiA
（インテリジェントオート）

V480MS★

●●● ●

●● ●

●● ●

●●

●

●

● ●

iAボタンを押して被写体にカメラを向けるだけで、撮影状況を自動認識し、最適なシーンモードに設定します。撮
影シーンに合わせて設定をする手間なく、キレイな映像を撮影できます。
●「おまかせiA」モードは、全ての環境下での効果を保証するものではありません。 

おまかせiA撮影時に、自分好みに明るさ・色合いを調整できます。画面をタッチして直感的に調整ができます。
動画/静止画どちらでも調整可能です。

顔認識

顔認識

風景認識 スポットライト認識 ローライト認識 iAノーマル

風景認識 夜景認識 接写認識 動き認識

動画
モード

静止画
モード

フィックス・ショット（固定アングル撮影時）において、さらに手ブレを軽減するモード。補正エリアを最大限まで
に拡げて、全ての動きを手ブレと判断し、手ブレを強力に補正します。
●パンやチルトなど、カメラを動かす際には、アイコンのタッチを離してから動かしてください。 
●手ブレ補正機能は、撮影状況によって、補正できないことがあります。
●W590MSは、光学式手振れロック機能がデフォルト設定です。

補
正
機
能

撮
影
機
能

̶

VX992MS

●

●

●

●

機能解説

新ハイブリッド
手ブレ補正

「5軸ハイブリッド手ブレ補正」に加え、加速度センサーと画像処理エンジンで、撮る人のクセや撮影状況を分
析して補正する「アダプティブO.I.S.」、ズーム時の微細なブレをなめらかに補正する「ボールO.I.S.機構」で、より
ブレを防いだキレイな映像が撮影できます。

̶●● ̶̶

インテリジェント
コントラスト

撮影シーンに合わせて、ヒストグラムを使って階調を自動で調整します。平面的な映像をコントラストを上げて
クッキリさせたり、逆光になったときの黒つぶれ・白とびを抑えます。 ●● ̶̶̶

新ライカ ディコマー
レンズ ●● ̶̶

HDハイプレシジョン
AF

4Kハイプレシジョン
AF

HDR動画 ●● ̶●

●

（　　　　）4K
ハイプレシジョン
AF

̶
●

（　　　　）4K
ハイプレシジョン
AF

●

（　　　　）HD
ハイプレシジョン
AF

鮮明な描写力、ライカ独特の微妙なニュアンスと優れた陰影感が特徴。明るく、低照度撮
影時も美しく描写します。さらに、レンズ表面にはマルチコーティングを施し、有害なゴースト
やフレアを低減。また、八角形の虹彩絞りを採用し、美しいボケを実現しました。

AF機能を向上させ、速いフォーカススピードと高い追従性能・捕捉性能を実現しました。駆動周波数60Hz（4K
ハイプレシジョンAFの場合）で制御することにより、素早くピントを合わせます。またフォーカスレンズを細かく
駆動する微細駆動フォーカスユニットを導入したことで、被写体の動きに遅れずに追従し、パンニング時にも
ピントを合わせ続けるので、撮りたい被写体を的確にとらえた映像を記録できます。

露光時間を変えて明るい画像と暗い画像の２枚を撮影して合成し、黒つぶれや白とびを抑えた階調性の高い映像
を記録します。明暗差の大きいシーンや逆光のときでも、被写体が陰らず見た目に近い自然な映像を残せます。 
●4K、2160/24p、1080/24p撮影時は非対応。

●

●

●

（　　　　）4K
ハイプレシジョン
AF

好みの色合いや表現に応じた効果が楽しめます。効果は4種類の中から選べます。（AVCHD 60iのみ設定可能）
ジオラマ撮影　映像の周辺のぼかす部分とぼかさない部分を意図的につくり、模型を撮影したようなジオラマ効果のある映像を撮影できます。

8ミリムービー　色あせたレトロな映像を撮影できます。

サイレントムービー　周辺の光量を落として、音声のないモノクロ映画のような映像を撮影できます。

インターバル記録　長時間かけてゆっくり動くシーンを、記録間隔を空けてコマ撮りをし、短時間のビデオとして記録します。

超解像技術の採用によりズーム倍率が光学領域を超えても美しく描写。遠くの被写体も美しく描写します。
●写真撮影モードでは使用できません。

●
90倍

（2520mm）

●
4K時：

32倍（800mm）
フルハイビジョン時：
48倍（1200mm）

●●●

●
90倍

（2520mm）

●

●
4K時：

32倍（800mm）
フルハイビジョン時：
48倍（1200mm）

クリエイティブ
コントロール

iAズーム

●

●
4K時：

25倍（770mm）
フルハイビジョン時：
40倍（1480mm）

●●● ●●

★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

●AVCHD規格で記録されたディスクは当社のレコーダー4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202/ZR1/4T402/4T302/4T202/4W202/4W102/2W201/2W101/2W51で
再生できます。  ●デジタルハイビジョンカメラ（HCシリーズ/HDCシリーズ）はAVCRECには対応しておりません。

AVCHD規格とはムービーでハイビジョン信号を記録するための規格です。AVCREC規格とはレコーダーで放送波を記録する用途に作られた規格です。
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5.1chサラウンド機能　動画撮影時の音声を5.1chサラウンドで記録。従来マイクでは表現しきれなかった
方向性までを再現します。 ●5.1chサラウンドでの再生には、5.1ch再生対応のAVアンプとスピーカーが必要です。

ズームマイク機能　映像のズーム操作に連動して、マイクの指向角と感度を可変して集音します。 ●ズームマイク
機能は、ワイド側ではステレオ、望遠側にすればモノラル的な正面指向性へと切換わります。　●ズームマイクは、正面方向の
感度がサラウンド/ステレオ設定に比べ約3倍になっています。

ガンマイク　映像のズーム操作に連動せず、マイク特性を被写体の音のみに集中して集音する正面指向性
マイク特性。 ●ガンマイクは、正面方向の感度がサラウンド設定に比べ約3倍になっています。

サウンドシーンセレクト　内蔵マイクの音質を撮影シーンに合わせて設定できます。また、お好みでマイク
ゲイン、周波数特性、指向性を調整することにより音にこだわったシーンを撮影できます。

ワイヤレス ワイプ撮り　ワイプ撮りの子画面の映像は、スマートフォンやウェアラブルカメラでも撮影
できます。スマートフォンをWi-Fi®で最大3台まで同時接続でき、うち2台を選んで2つの子画面に表示
する「子画面ツイン表示」が可能です。（4K、2160/24p、1080/24p撮影時は非対応。）

リモート操作　専用アプリ「Panasonic Image App」をインストールしたスマートフォンを使って、離れた
場所から撮影・再生操作が可能です。インサイドホンを使用すれば、スマートフォンから音声確認も可能。さらに、
本体に記録されているシーンからキレイに撮れている部分だけを抜き出したハイライト映像（ムービースライド
ショー）を作成、MP4に変換してスマートフォンに転送できます。SNSなどへのアップロードに便利です。

TVで再生　DLNAに対応したテレビとWi-Fi®接続することで、撮影したコンテンツをテレビで再生できるの
で、面倒なケーブル接続などが不要です。 ［AVCHD、MP4/720p（9Mbps）のみ］

おまかせフォトコラージュ　カメラ本体から自動でハイライトシーンを静止画で切り出し、スマートフォン
に転送し、「Panasonic Image App」でコラージュできます。（AVCHDのみ対応）

撮影した映像の中からカメラが自動でハイライトシーンを抽出し、演出効果やBGMとともに短縮して再生。長時間イベント
を短時間で見たい時などに便利なダイジェスト版の映像が、ショートムービー感覚で楽しめます。保存形式は、高画質な
AVCHDと、PCで扱いやすいMP4の2種類から選択できます。WXF1M/WX2M/VX2MS/VX992MS/W590MSは、
スマートフォンで作成したタイトル画像を取り込むことができます。更に4Kモデルは、スマートフォン内の音楽データ
（.m4a）をユーザーBGMとして取り込むことができます。●再生時間は、1分30秒、3分、おまかせ（最長5分）から選択できます。

RECボタンを押す約3秒前から記録しているので、大切な瞬間を逃さず撮影できます。
●撮りたい被写体に向けて、事前にカメラを構えておく必要があります。また、全ての条件下での動作（決定的瞬間の記録）を
保証するものではありません。

使
い
や
す
さ

高
音
質

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

編
集（
再
生
）機
能

̶●●

●

●●

●●●

●●●

̶●

●

●

●
（約1.5秒）

●

●
（約1.5秒）

●●

̶̶̶

●●

●●

●

●

●

W590MSWX2M★/
VX2MSWXF1M★

̶

●

̶

̶

●

̶

̶

●

̶

̶

●

V480MS★

●
（約1秒）

●

マイク
システム

新おまかせ
ムービースライドショー

3秒前録画
PRE-REC

電源OFFから、すぐに撮影可能状態に入ります。待機電力がほぼゼロなので、バッテリーが長く持ちます。
●写真撮影モード/HDR動画モード/スーパースロー時では、撮影条件によっては、右記時間より遅くなる場合があります。

クイックパワー
オン

フォーカス、ホワイトバランス、明るさなど、メニュー設定操作が、ダイヤルを回して調整可能。シーンに合わせて
設定変更が細かく行えます。

マルチマニュアル
ダイヤル

個性的な作品作りが楽しめます。フォーカスなどをマニュアルで
操作でき、凝った演出などが可能です。

ズーム フォーカス

白バランス

シャッター速度

アイリス
フルマニュアル

操作

Wi-Fi®内蔵

風が本体内蔵マイクに当たって発生するノイズを、自動で低減。さらに、風音の大きさに応じて、自動的にローカット
フィルターの効き具合を調節します。風のある屋外でも、邪魔な風音を抑えて、声をキレイに記録できます。

風音
キャンセラー

かぜおと

マイク構造を見直したことにより風雑音を低減。またオーディオ向けの高音質部品を使用し集音する音の
バランス感や表現力がアップしました。

ウィンドシールド
ズームマイク

マタニティ期のお腹が大きくなっていく過程を、手軽に動画で記録することができます。前回撮った映像が
ゴーストで表示されるので、お腹の中の赤ちゃんの成長を重ね合わせながらリアルに感じられます。

かんたん
コマ撮りモード

赤ちゃんの月齢ごとに動画をサムネイル表示できます。ベビーカレンダー

モニターを180度回転して内側に向けた時も、アイコンが表示されるので操作が簡単です。対面撮影機能

●

●

●

●

●

●

●
（約1秒）

●

●

●

●

̶●● ̶̶

VX992MS

●●● ●●

̶●● ̶●

̶●● ̶●

画面の真ん中に大きく「REC」「PAUSE」マークが表示されます。撮影中なのか、一時停止中なのかがすぐに
分かります。セットアップのメニューから表示させなくすることもできます。
●「REC」「PAUSE」の表示は一定時間で消えます。

REC/PAUSE
お知らせ表示

ファインダー越しに手動でレンズ後方のリングを調整しながら、ズーム、アイリス（絞り・ゲイン）、フォーカスの
設定ができます。直感的なマニュアル操作で、自分好みのオリジナル設定に調整して撮影できます。

マニュアル
リング

● ●● ̶̶

̶̶● ̶

̶ ̶

̶

̶●̶ ̶̶

●
※

●
※

●

撮影した映像で短いハイライト(10秒動画＋静止画または動画のみ)を作成できます。スマホ接続→転送→共有まで、
専用ボタンでワンプッシュ作成。たのしさや感動をすぐに共有できます。スマホ共有には2次元バーコードを採用。
Wi-Fi®接続から転送まで、自動で行えます。●24pのシーンやAVCHDで保存されたシーンは、ハイライトシェアに対応していません。  

ハイライトシェア

あとから補正
４Kで撮影したシーンに様々な効果をつけて再生し、1080/30pのシーンとして保存することができる機能です。
４Kで広く撮って、後から本体で編集することができます。被写体へズームしていく映像や、被写体の動きに合わせて
トリミングした映像が残せます。

あとからスロー&クイックあとからズーム あとからクローズアップあとから手ブレ補正あとから追っかけ あとから指で追っかけ

※[あとからスロー&クイック]は WX2M/VX2MS/VX992MSのみ

●24pのシーンやMP4（WXF1M/WX2M/VX2MS/VX992MS/W590MSを除く）で保存されたシーンは、おまかせムービースライドショー
に対応していません。 ●MP4は1280×720/30pまたは640×360/30pで保存されます。WXF1M/WX2M/VX2MS/VX992MS/
W590MSは、1920×1080/30pでの保存も可能です。（元のシーンがMP4 4K/フルハイビジョンの場合）
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※1 6時間を超えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを
準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。バッテリー連続撮影時間に関しては、19ページの表をご参照ください。 ※2 傾き補正「切」

またはノーマル時。 ※3 手ブレ補正スタンダードモード、傾き補正「切」時。 ※4 傾き補正「切」時。 ※5 写真撮影モードではiAズーム・デジタルズームは使用できません。 ※6 EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。 
※7 4K記録（4K PHOTOモード含む）、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、ワイプ無し映像同時記録、スーパースロー、スロー&クイック撮影をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠の

ご購入前にお読みください。

記録画素数

有効画素数

撮
像
素
子

レ
ン
ズ

撮
影
機
能

シ
ス
テ
ム

F値（f：焦点距離）

f：35mm判換算

絞り

最短撮像距離

フィルター径
レンズカバー

ズーム

モニター

録画時間※1

手ブレ補正方式

白バランス調整

最低被写体照度

静止画時

動画時

静止画時

記録方式

記録画素数

転送レート

シャッター速度（マニュアル）
記録方式

記録画素数

シャッター速度（マニュアル）
記録方式
マイク
風音低減
HDMI端子出力
映像出力
音声出力
ヘッドホン出力

外部マイク入力

準拠規格
周波数

USB端子

本体内充電
基本バッテリーシステム
表示言語
外形寸法（突起部含む）●奥行はバッテリー装着時

本体質量

使用時質量

電源
消費電力
許容動作温度/湿度

動画

静止画

音声

インター
フェース

Wi-Fi®

撮像素子

主な仕様

IEEE802.11b/g/n準拠
2.4GHz帯

85mV（負荷インピーダンス32Ω）【ステレオミニジャック】

●

HC-WX2M★

入力レベル：-60dBV（マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz）
入力インピーダンス5600Ω　プラグインパワー【ステレオミニジャック】

最大2590万画素
メインカメラ：1/2.5型MOS固体撮像素子　サブカメラ：1/4型MOS固体撮像素子

4K：829万（16：9）　フルハイビジョン：617万（16：9）※2
829万（16：9）/622万（4：3）
メインカメラ：F1.8～F4.0（f=4.12～98.9mm）　サブカメラ：F2.2（f=3.54mm）

メインカメラ：動画（4K）25.0～600mm（16：9）※2、
動画（フルハイビジョン）28.9～693.7mm（16：9）※2、

静止画25.0～600mm（16：9）/30.6～734.4mm（4：3）
サブカメラ：動画37.2mm

自動・手動補正
通常：約10cm（WIDE端）/約1.2m（全域）、
iAマクロ時：約5cm（WIDE端）/約1.2m（TELE端）
62mm
オート（開閉ともに自動）

iA32倍（4K）、iA48倍（フルハイビジョン）※5/光学24倍電動ズーム/
EX光学 最大60倍（30万画素時）※6/デジタル70倍・250倍※5

３型ワイド液晶モニター（約46万ドット）

内蔵メモリー使用時：最大約27時間30分（HEモード時）
光学式&電子式、傾き補正
自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/
屋内1/屋内2/蛍光灯（TTL方式）
1.5ルクス（シーンモード ローライト 1/30時）、
ナイトモード（カラー）：0.5ルクス

AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
（AVCHD規格 Ver 2.0準拠＜AVCHD Progressive＞）、
MP4：MPEG-4 AVC/H.264
（MPEG-4 AVCファイル規格準拠〈.MP4〉）

AVCHD：水平1920×垂直1080/60p・60i、
MP4：水平3840×垂直2160/30p・24p、水平1920×垂直1080/60p・24p、
水平1280×垂直720/30p

1080/60p:最大28Mbps/VBR、
PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、
HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、
2160/30p(72M)：最大72Mbps/VBR、
2160/24p(72M)：最大72Mbps/VBR、
1080/60p(50M)：最大50Mbps/VBR、
1080/60p(28M)：最大28Mbps/VBR、
1080/24p(50M)：最大50Mbps/VBR、
720/30p：平均9Mbps/VBR

60i/60p/30p：1/30～1/8000、24p：1/24～1/8000（オートスローシャッターON時）
JPEG（DCF/Exif2.2準拠）
写真撮影モード［16：9］25.9M、14M、2.1M、［4：3］20.4M、10.9M、0.3M 
動画撮影モード［16：9/4K］20.4M、8.3M、
［16：9/フルハイビジョン］14M、2.1M

1/2～1/2000
AVCHD：ドルビーオーディオ（5.1ch/2ch）/MP4：AAC（2ch）
5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク
●（風音キャンセラー）
1系統 2160p 1080p 1080i 480p［マイクロHDMI端子］
̶
̶

ハイスピードUSB（USB2.0）、micro-AB端子、
リーダー機能（SDカード：読み込みのみ＜著作権保護機能なし＞、
内蔵メモリー：読み込みのみ）、Host機能（USBハードディスク用）、
バッテリー充電機能（本体電源オフ時にUSB端子から充電）

VW-VBTシリーズ
日本語/英語
幅68mm×高さ77mm×奥行158mm

約438g 
約523g（同梱バッテリーパック使用時）
バッテリー使用時：3.6V/ACアダプター使用時：5.0V
録画時：3.9W
0℃～40℃/10％RH～80％RH

IEEE802.11b/g/n準拠
2.4GHz帯

85mV（負荷インピーダンス32Ω）【ステレオミニジャック】

●

HC-VX2MS

入力レベル：-60dBV（マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz）
入力インピーダンス5600Ω　プラグインパワー【ステレオミニジャック】

最大2590万画素
1/2.5型MOS固体撮像素子

4K：829万（16：9）　フルハイビジョン：617万（16：9）※2
829万（16：9）/622万（4：3）
F1.8～F4.0（f=4.12～98.9mm）

動画（4K）25.0～600mm（16：9）※2、
動画（フルハイビジョン）28.9～693.7mm（16：9）※2、
静止画25.0～600mm（16：9）/30.6～734.4mm（4：3）

自動・手動補正
通常：約10cm（WIDE端）/約1.2m（全域）、
iAマクロ時：約5cm（WIDE端）/約1.2m（TELE端）
62mm
オート（開閉ともに自動）

iA32倍（4K）、iA48倍（フルハイビジョン）※5/光学24倍電動ズーム/
EX光学 最大60倍（30万画素時）※6/デジタル70倍・250倍※5

３型ワイド液晶モニター（約46万ドット）
ビューファインダー ̶ ̶

内蔵メモリー使用時：最大約27時間30分（HEモード時）
光学式&電子式、傾き補正
自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/
屋内1/屋内2/蛍光灯（TTL方式）
1.5ルクス（シーンモード ローライト 1/30時）、
ナイトモード（カラー）：0.5ルクス

AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
（AVCHD規格 Ver 2.0準拠＜AVCHD Progressive＞）、
MP4：MPEG-4 AVC/H.264
（MPEG-4 AVCファイル規格準拠〈.MP4〉）

AVCHD：水平1920×垂直1080/60p・60i、
MP4：水平3840×垂直2160/30p・24p、水平1920×垂直1080/60p・24p、
水平1280×垂直720/30p

1080/60p:最大28Mbps/VBR、
PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、
HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、
2160/30p(72M)：最大72Mbps/VBR、
2160/24p(72M)：最大72Mbps/VBR、
1080/60p(50M)：最大50Mbps/VBR、
1080/60p(28M)：最大28Mbps/VBR、
1080/24p(50M)：最大50Mbps/VBR、
720/30p：平均9Mbps/VBR

60i/60p/30p：1/30～1/8000、24p：1/24～1/8000（オートスローシャッターON時）
JPEG（DCF/Exif2.2準拠）
写真撮影モード［16：9］25.9M、14M、2.1M、［4：3］20.4M、10.9M、0.3M 
動画撮影モード［16：9/4K］20.4M、8.3M、
［16：9/フルハイビジョン］14M、2.1M

1/2～1/2000
AVCHD：ドルビーオーディオ（5.1ch/2ch）/MP4：AAC（2ch）
5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク
●（風音キャンセラー）
1系統 2160p 1080p 1080i 480p［マイクロHDMI端子］
̶
̶

ハイスピードUSB（USB2.0）、micro-AB端子、
リーダー機能（SDカード：読み込みのみ＜著作権保護機能なし＞、
内蔵メモリー：読み込みのみ）、Host機能（USBハードディスク用）、
バッテリー充電機能（本体電源オフ時にUSB端子から充電）

VW-VBTシリーズ
日本語/英語
幅68mm×高さ77mm×奥行142mm

約430g 
約473g（同梱バッテリーパック使用時）
バッテリー使用時：3.6V/ACアダプター使用時：5.0V
録画時：3.9W
0℃～40℃/10％RH～80％RH
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ライン入力 ̶ ̶

HC-WXF1M★

メインカメラ：1/2.5型MOS固体撮像素子　サブカメラ：1/4型MOS固体撮像素子 

IEEE802.11b/g/n準拠
2.4GHz帯

85mV（負荷インピーダンス32Ω）【ステレオミニジャック】
入力レベル：-60dBV（マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz）
入力インピーダンス5600Ω　プラグインパワー【ステレオミニジャック】

最大2590万画素
4K：829万（16：9）　フルハイビジョン：617万（16：9）※2
829万（16：9）/622万（4：3）
メインカメラ：F1.8～F4.0（f=4.12～98.9mm）　サブカメラ：F2.2（f=3.54mm）

メインカメラ：動画（4K）25.0～600mm（16：9）※2、
動画（フルハイビジョン）28.9～693.7mm（16：9）※2、

静止画25.0～600mm（16：9）/30.6～734.4mm（4：3）
サブカメラ：動画37.2mm

自動・手動補正
通常：約10cm（WIDE端）/約1.2m（全域）、
iAマクロ時：約5cm（WIDE端）/約1.2m（TELE端）
62mm
オート（開閉ともに自動）

iA32倍（4K）、iA48倍（フルハイビジョン）※5/光学24倍電動ズーム/
EX光学 最大60倍（30万画素時）※6/デジタル70倍・250倍※5

３型ワイド液晶モニター（約46万ドット）

内蔵メモリー使用時：最大約27時間30分（HEモード時）
光学式&電子式、傾き補正
自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/
屋内1/屋内2/蛍光灯（TTL方式）
1.5ルクス（シーンモード ローライト 1/30時）、
ナイトモード（カラー）：0.5ルクス、ナイトモード（赤外線）：0ルクス

AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
（AVCHD規格 Ver 2.0準拠＜AVCHD Progressive＞）、
MP4：MPEG-4 AVC/H.264
（MPEG-4 AVCファイル規格準拠〈.MP4〉）

AVCHD：水平1920×垂直1080/60p・60i、
MP4：水平3840×垂直2160/30p・24p、水平1920×垂直1080/60p・24p、
水平1280×垂直720/30p

1080/60p:最大28Mbps/VBR、
PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、
HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、
2160/30p(72M)：最大72Mbps/VBR、
2160/24p(72M)：最大72Mbps/VBR、
1080/60p(50M)：最大50Mbps/VBR、
1080/60p(28M)：最大28Mbps/VBR、
1080/24p(50M)：最大50Mbps/VBR、
720/30p：平均9Mbps/VBR

60i/60p/30p：1/30～1/8000、24p：1/24～1/8000（オートスローシャッターON時）
JPEG（DCF/Exif2.2準拠）
写真撮影モード［16：9］25.9M、14M、2.1M、［4：3］20.4M、10.9M、0.3M 
動画撮影モード［16：9/4K］20.4M、8.3M、
［16：9/フルハイビジョン］14M、2.1M

1/2～1/2000
AVCHD：ドルビーオーディオ（5.1ch/2ch）/MP4：AAC（2ch）
5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク
●（風音キャンセラー）
1系統 2160p 1080p 1080i 480p［マイクロHDMI端子］

ハイスピードUSB（USB2.0）、micro-AB端子、
リーダー機能（SDカード：読み込みのみ＜著作権保護機能なし＞、
内蔵メモリー：読み込みのみ）、Host機能（USBハードディスク用）、
バッテリー充電機能（本体電源オフ時にUSB端子から充電）

VW-VBTシリーズ
日本語/英語
幅69mm×高さ77mm×奥行167mm

約460g 
約545g（同梱バッテリーパック使用時）
バッテリー使用時：3.6V/ACアダプター使用時：5.0V
録画時：3.9W（液晶モニター使用時）/3.8W（ファインダー使用時）
0℃～40℃/10％RH～80％RH

0.24型ワイドEVF（約155万ドット相当）

入力レベル:-10dBV＜ステレオミニジャック＞

●

̶
̶

記録メディア

内蔵メモリー ●64GB ●64GB●64GB
●SDXCメモリーカード※7/SDHCメモリーカード※7/
SDメモリーカード※7

●SDXCメモリーカード※7/SDHCメモリーカード※7/
SDメモリーカード※7

●SDXCメモリーカード※7/SDHCメモリーカード※7/
SDメモリーカード※7
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カードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。 ●上記に掲載されている機種はバッテリーと
本機との間で安全に使用できるかどうかを確認する機能があります。（バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊社が品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。）
他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切保証できません。詳しくはサポートサイトをご覧ください。 https://panasonic.jp/support/info/battery.html  ●液晶部は、精密度の高い技術で作られています。99.99％
以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではなく、また録画には全く支障がありません。 ★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

IEEE802.11b/g/n準拠
2.4GHz帯

̶
̶

HC-W590MS

最大1000万画素
メインカメラ：1/5.8型MOS固体撮像素子　サブカメラ：1/5型MOS個体撮像素子

220万（16：9）※3

167万（3：2）/220万（16：9）/170万（4：3）
メインカメラ：F1.8～F4.2（f=2.06～103mm）　サブカメラ：F2.8（f=2.48mm）

メインカメラ：動画28.0※3～1740mm（16：9）、
静止画33.6～1714mm（3:2）/28.0～1740mm（16：9）/
 34.0～1766mm（4:3）
サブカメラ：動画30.6mm

自動・手動補正
通常：約2cm（WIDE端）/約2.2m（全域）、
テレマクロ時：約1.1m（TELE端）、iAマクロ時：約1cm（WIDE端）/約1.1m（TELE端）
─
オート（開閉ともに自動） 

iA90倍※5/iAズームオフ時62倍※3/光学50倍電動ズーム/
EX光学 最大100倍（30万画素時）※6/デジタル150倍・500倍※5

３型ワイド液晶モニター（約46万ドット）

光学式&電子式、傾き補正
自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/
屋内1/屋内2/蛍光灯（TTL方式）
4ルクス（シーンモード ローライト 1/30時）、
ナイトモード（カラー）：1ルクス

1/30～1/8000（オートスローシャッターON時）
JPEG（DCF/Exif2.2準拠）

写真撮影モード［16：9］10M、2.1M
［4：3］7.4M、0.3M ［3：2］7.7M、2M
動画撮影モード［16：9］2.1M

1/2～1/2000

2chステレオ/ズームマイク
●（風音キャンセラー）　　
1系統 1080p 1080i 480p［ミニHDMI端子］
AV端子
AV端子

ハイスピードUSB（USB2.0）、micro-AB端子、
リーダー機能（SDカード：読み込みのみ＜著作権保護機能なし＞、
内蔵メモリー：読み込みのみ）、Host機能（USBハードディスク用）、
バッテリー充電機能（本体電源オフ時にUSB端子から充電）

●
VW-VBTシリーズ
日本語/英語
幅60mm×高さ62mm×奥行129mm

約266g
約309g（同梱バッテリーパック使用時）
バッテリー使用時：3.6V/ACアダプター使用時：5.0V
録画時：2.5W
0℃～40℃/10％RH～80％RH

HC-V480MS★

最大1000万画素
1/2.3型MOS固体撮像素子

220万（16：9）※3

167万（3：2）/220万（16：9）/170万（4：3）
F1.8～F4.2（f=2.06～103mm）

動画28.0※3～1740mm（16：9）、
静止画33.6～1714mm（3:2）/28.0～1740mm（16：9）/
 34.0～1766mm（4:3）

自動・手動補正
通常：約2cm（WIDE端）/約2.2m（全域）、
テレマクロ時：約1.1m（TELE端）、iAマクロ時：約1cm（WIDE端）/約1.1m（TELE端）
─
手動（開閉ともに手動）

iA90倍※5/iAズームオフ時62倍※3/光学50倍電動ズーム/
EX光学 最大100倍（30万画素時）※6/デジタル150倍・500倍※5

2.7型ワイド液晶モニター（約23万ドット）

内蔵メモリー使用時：最大約13時間40分（HEモード時）
光学式&電子式、傾き補正
自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/
屋内1/屋内2/蛍光灯（TTL方式）
4ルクス（シーンモード ローライト 1/30時）、
ナイトモード（カラー）：1ルクス

1/30～1/8000（オートスローシャッターON時）
JPEG（DCF/Exif2.2準拠）

写真撮影モード［16：9］10M、2.1M
［4：3］7.4M、0.3M ［3：2］7.7M、2M
動画撮影モード［16:9］2.1M

1/2～1/2000

2chステレオ/ズームマイク

1系統 1080p 1080i 480p［ミニHDMI端子］
AV端子
AV端子

ハイスピードUSB（USB2.0）、micro-AB端子、
リーダー機能（SDカード：読み込みのみ＜著作権保護機能なし＞、
内蔵メモリー：読み込みのみ）、Host機能（USBハードディスク用）、
バッテリー充電機能（本体電源オフ時にUSB端子から充電）

●
VW-VBTシリーズ
日本語/英語
幅53mm×高さ59mm×奥行121mm

約213g
約256g（同梱バッテリーパック使用時）
バッテリー使用時：3.6V/ACアダプター使用時：5.0V
録画時：2.9W
0℃～40℃/10％RH～80％RH

●

̶ ̶

内蔵メモリー使用時：最大約27時間30分（HEモード時）

̶

̶

̶

̶
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̶ ̶

AVCHD：ドルビーオーディオ（2ch）/MP4：AAC（2ch） AVCHD：ドルビーオーディオ（2ch）/MP4：AAC（2ch）

AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
（AVCHD規格 Ver 2.0準拠＜AVCHD Progressive＞）、
MP4：MPEG-4 AVC/H.264
（MPEG-4 AVCファイル規格準拠〈.MP4〉）

AVCHD：水平1920×垂直1080/60p・60i、
MP4：水平1920×垂直1080/60p、水平1280×垂直720/30p

AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
（AVCHD規格 Ver 2.0準拠＜AVCHD Progressive＞）、
MP4：MPEG-4 AVC/H.264
（MPEG-4 AVCファイル規格準拠〈.MP4〉）

AVCHD：水平1920×垂直1080/60p・60i、
MP4：水平1920×垂直1080/60p、水平1280×垂直720/30p

1080/60p:最大28Mbps/VBR、
PH：最大24Mbps/VBR、HA：平均17Mbps/VBR、
HG：平均13Mbps/VBR、HE：平均5Mbps/VBR、
MP4/1080p（50M）：最大50Mbps/VBR、
MP4/1080p（28M）：最大28Mbps/VBR、
720/30p：平均9Mbps/VBR

1080/60p:最大28Mbps/VBR、
PH：最大24Mbps/VBR、HA：平均17Mbps/VBR、
HG：平均13Mbps/VBR、HE：平均5Mbps/VBR、
MP4/1080p（28M）：最大28Mbps/VBR、
720/30p：平均9Mbps/VBR

IEEE802.11b/g/n準拠
2.4GHz帯

85mV（負荷インピーダンス32Ω）【ステレオミニジャック】

HC-VX992MS

入力レベル：-60dBV（マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz）
入力インピーダンス5600Ω　プラグインパワー【ステレオミニジャック】

最大2590万画素
1/2.3型MOS固体撮像素子

4K：829万（16：9）　フルハイビジョン：610万（16：9）※2
700万（3：2）/829万（16：9）/622万（4：3）
F1.8～F3.6（f=4.08～81.6mm）

動画（4K）30.8～626mm（16：9）※4、
動画（フルハイビジョン）37.0～752mm（16：9）※2、
静止画34.5～690.3mm（3：2）/30.8～626mm（16：9）/
　　　37.6～752.8mm（4：3）

自動・手動補正
通常：約3cm（WIDE端）/約1.5m（全域）、
iAマクロ時：約1cm（WIDE端）/約1.5m（TELE端）
49mm
オート（開閉ともに自動）

iA25倍（4K）、iA40倍（フルハイビジョン）※5/光学20倍電動ズーム/
EX光学 最大50倍（30万画素時）※6/デジタル60倍・250倍※5

３型ワイド液晶モニター（約46万ドット）

内蔵メモリー使用時：最大約27時間30分（HEモード時）
光学式&電子式、傾き補正
自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/
屋内1/屋内2/蛍光灯（TTL方式）
2ルクス（シーンモード ローライト 1/30時）、
ナイトモード（カラー）：1ルクス、ナイトモード（赤外線）：0ルクス

AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
（AVCHD規格 Ver 2.0準拠＜AVCHD Progressive＞）、
MP4：MPEG-4 AVC/H.264
（MPEG-4 AVCファイル規格準拠〈.MP4〉）

AVCHD：水平1920×垂直1080/60p・60i、
MP4：水平3840×垂直2160/30p・24p、
水平1920×垂直1080/60p・24p、水平1280×垂直720/30p

1080/60p:最大28Mbps/VBR、
PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、
HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、
2160/30p(72M)：最大72Mbps/VBR、
2160/24p(72M)：最大72Mbps/VBR、
1080/60p(50M)：最大50Mbps/VBR、
1080/60p(28M)：最大28Mbps/VBR、
1080/24p(50M)：最大50Mbps/VBR、
720/30p：平均9Mbps/VBR

60i/60p/30p：1/30～1/8000、24p：1/24～1/8000（オートスローシャッターON時）
JPEG（DCF/Exif2.2準拠）
写真撮影モード［16：9］25.9M、14M、2.1M
［4：3］20.4M、10.9M、0.3M ［3：2］20M、10.6M、2M
動画撮影モード［16：9/4K］20.4M、8.3M、［16：9/フルハイビジョン］14M、2.1M

1/2～1/2000
AVCHD：ドルビーオーディオ（5.1ch/2ch）/MP4：AAC（2ch）
5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク
●（風音キャンセラー）
1系統 2160p 1080p 1080i 480p［マイクロHDMI端子］

ハイスピードUSB（USB2.0）、micro-AB端子、
リーダー機能（SDカード：読み込みのみ＜著作権保護機能なし＞、
内蔵メモリー：読み込みのみ）、Host機能（USBハードディスク用）、
バッテリー充電機能（本体電源オフ時にUSB端子から充電）

VW-VBTシリーズ
日本語/英語
幅65mm×高さ73mm×奥行141mm

約355g 
約398g（同梱バッテリーパック使用時）
バッテリー使用時：3.6V/ACアダプター使用時：5.0V
録画時：4.0W
0℃～40℃/10％RH～80％RH

̶

4ページ

̶

●

AV端子
AV端子

●64GB ●32GB●64GB
●SDXCメモリーカード※7/SDHCメモリーカード※7/
SDメモリーカード※7

●SDXCメモリーカード※7/SDHCメモリーカード※7/
SDメモリーカード※7

●SDXCメモリーカード※7/SDHCメモリーカード※7/
SDメモリーカード※7
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ご購入前にお読みください。 ※1 35mm判換算。※2 同梱バッテリー・液晶モニター使用時、4K60p 200Mbps 59.94Hz   ●各機能は全ての環境下での効果を保証するものではありません。 ●LEICA/ラ
イカはライカマイクロシステムズIR GmbHの登録商標です。 ●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 ●LEICA DICOMARは、ライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ
社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産しています。 ●写真、イラストの内容はイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 

24

デジタル4Kビデオカメラ

HC-X1500
オープン価格※

-K（ブラック）

【付属品】レンズフード、バッテリーパック、ACアダプター、DCケーブル、アイカップ

広角※1

25mm
光学ズーム

24倍ズーム
1/2.5型

高感度MOSセンサー
iズーム32倍/4K
iズーム48倍/FHD 液晶モニター

3.5型静電容量方式

NDフィルター

大容量バッテリー
連続約5時間20分※2

(無線)
ライブストリーミング

●２チャンネル
　XLRオーディオ入力端子
●LEDライト
●着脱可能

ハンドルユニット

VW-HU1
オープン価格※

●SDカードは別売です。CD-ROMは同梱されておりません。●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。 

●この商品はお取り扱い先を限定しております。
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ダブルスロット
SD2連

マニュアルリング
カメラレコーダー部門

第1位
カメラレコーダー部門

部門賞 4Kビデオカメラ
（15万円以上）

4K60p 10bitの高画質と機動力を
備えた小型・軽量セミプロ向けモデル

■仕様
撮像素子
F値

焦点距離
最低被写体照度

モニター
記録メディア

1/2.5型MOS固体撮像素子（総画素数：857万画素/有効画素数：829万画素）
F1.8 - F4.0

f= 4.12mm - 98.9mm（35mm判換算：f=25 - 600mm）

SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード UHS- I UHS Speed Class3 対応 
3.5型 液晶モニター（約276万ドット）

ファインダー 0.24型 EVF（約156万ドット相当）

システム周波数 59.94Hz / 50.00Hz

ビデオ圧縮方式

オーディオ圧縮方式
記録画素数
外形寸法

本体質量

MOV/MP4:H.264/MPEG-4 AVC High Profile、
H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile 
AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile
LPCM(MOV)、AAC(MP4)、Dolby Audio(AVCHD)

3840×2160(16:9)、1920×1080(16:9)、1280×720(16:9)

本体：約900g（本体のみ） / 
約1,200g（レンズフード、付属バッテリー、アイカップ含む）

幅 約129ｍｍ×高さ93ｍｍ×奥行257ｍｍ（アイカップ含む、突起部除く）

1.5 lx（F1.8、スーパーゲイン＋、1/30時）
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【付属品】バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、DCケーブル、レンズフード、アイカップ、マイクホルダー

-K（ブラック）

デジタル4Kビデオカメラ

HC-X2000
オープン価格※
●この商品はお取り扱い先を限定しております。
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

X2000X2000 ロケ撮影で活躍する機動性・信頼性を備えた
4K60pのディレクター向けモデル

ハンドルユニット（同梱）

●2チャンネルXLRオーディオ入力端子
●LEDライト

3G-SDI
（BNC端子搭載）

USB端子搭載
USBイーサネットアダプター（市販品）で
USB-LAN接続ができます。

1/2.5型
高感度MOSセンサー

【付属品】ハンドルユニット、バッテリーパック、ACアダプター、DCケーブル、マイクホルダー、アイカップ、レンズフード 

ライブストリーミング
(無線)

NDフィルター SDダブルスロット
2連

マニュアルリング

3.5型静電容量方式

液晶モニター
光学

24倍ズーム
iズーム32倍/4K
iズーム48倍/FHD

連続約4時間35分※2

大容量バッテリー
広角※1

25mm

X2/X20X2/X20 1.0型MOSセンサー搭載4K60p 10bitの
撮影クルー向け プロカムコーダー

3G-SDI・TC IN/OUT
（BNC端子 2基搭載）

LAN端子搭載

-K（ブラック）

デジタル4Kビデオカメラ

HC-X2
オープン価格※
●この商品はお取り扱い先を限定しております。
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

1.0型
高感度MOSセンサー

ライブストリーミング
(有線・無線)

NDフィルター
SDダブルスロット
デュアルコーデック記録

3連
マニュアルリング

高輝度3.5型静電式

タッチ液晶モニター
光学

20倍ズーム
iズーム24倍/4K
iズーム32倍/FHD

連続約3時間50分※2

大容量バッテリー
広角※1

24.5mm

-K（ブラック）

デジタル4Kビデオカメラ

HC-X20
オープン価格※
●この商品はお取り扱い先を限定しております。
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

1.0型
高感度MOSセンサー

ライブストリーミング
(無線)

NDフィルター SDダブルスロット
3連

マニュアルリング

高輝度3.5型静電式

タッチ液晶モニター
光学

20倍ズーム
iズーム24倍/4K
iズーム32倍/FHD

連続約4時間25分※2

大容量バッテリー
広角※1

24.5mm

●SDカードは別売です。CD-ROMは同梱されておりません。 ●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。 

●SDカードは別売です。CD-ROMは同梱されておりません。 ●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。 



センサーサイズ 1.0型MOSセンサー（有効画素数1503万画素） 1.0型MOSセンサー（有効画素数1503万画素）

焦点距離(35mm判換算) 広角24.5mm～望遠490mm 広角24.5mm～望遠490mm

ズーム倍率
光学ズーム 20倍 20倍

iズーム 24倍(4K時)、32倍(FHD時) 24倍(4K時)、32倍(FHD時)

画質モード（内部記録）
4K60p 4:2:0 10bit 4:2:0 10bit

4K30p/24p 4:2:2 10bit 4:2:2 10bit

最大ビットレート 200Mbps 200Mbps

記録ファイル形式 MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD

音声フォーマット MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

ガンマモード 10種
・V-Log(13ストップ)　・HLG　・スチールライク　・シネライクV/D　など

8種
・スチールライク　・シネライクV/D　など

スーパースロー記録 MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時)　

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時)

デュアルコーデック記録 ○ －

バックグラウンド記録(MOV/FHD設定時のみ) ○ ○

配信用プロトコル 有線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS
無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正

AF 4K ハイプレシジョンAF 4K ハイプレシジョンAF

ビューファインダー 0.39型 OLED（約236万ドット）
(映像表示エリア約177万ドット)

0.39型 OLED（約236万ドット）
(映像表示エリア約177万ドット)

LCDモニター 3.5型 液晶モニター（約276万ドット） 3.5型 液晶モニター（約276万ドット）

マニュアルリング 3連(フォーカス、ズーム、アイリス) 3連(フォーカス、ズーム、アイリス)

NDフィルター １/4、1/16、1/64 １/4、1/16、1/64

ハンドル ○ ○

USERボタン(タッチパネル搭載アイコン含む) 14個 14個

LAN端子 ○ －

TC IN/OUT端子 ○ －

映像出力（3G-SDI/HDMI端子） ○/○ ー /○

音声入力 XLR × 2 、内蔵ステレオマイク XLR × 2、内蔵ステレオマイク

音声出力 スピーカー、ヘッドホン出力:3.5mm径ステレオミニジャック スピーカー、ヘッドホン出力：3.5mm径ステレオミニジャック

ダブルカードスロット ○ ○

連続撮影可能時間（同梱バッテリー, 液晶モニター使用時） 3時間50分(4K60p/200Mbps, 59.94Hz) 4時間25分(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

同梱品 バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、電源コード、
レンズフード、アイカップ、XLR端子キャップ（2個）、マイクホルダー

バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、電源コード、
レンズフード、アイカップ、XLR端子キャップ（2個）、マイクホルダー

本体質量(撮影時)
約2490g

（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、SDカード２枚、
マイクホルダー、XLRキャップを含む）

約2430g
（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、
SDカード２枚、マイクホルダー、XLRキャップを含む）

外形寸法 幅211ｍｍ×高さ195ｍｍ×奥行390ｍｍ
（レンズフード、アイカップ、マイクホルダー含む）

幅209ｍｍ×高さ195ｍｍ×奥行389ｍｍ
（レンズフード、アイカップ、マイクホルダー含む）

X2

HC-X2-K（ブラック）オープン価格＊

スペックは

HC-X20-K（ブラック）オープン価格＊

スペックは

X20デジタル4Kビデオカメラ

＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●この商品はお取扱い先を限定しております。 ●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

●LEICA/ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbHの登録商標です。 ●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 ●LEICA DICOMARは、ライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカ
メラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産しています。●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 



1/2.5型MOSセンサー（有効画素数829万画素） 1/2.5型MOSセンサー（有効画素数829万画素）

広角25mm～望遠600mm 広角25mm～望遠600mm

24倍 24倍

32倍(4K時)、48倍(FHD時) 32倍(4K時)、48倍(FHD時)

4:2:0 10bit 4:2:0 10bit

4:2:2 10bit 4:2:2 10bit

200Mbps 200Mbps

MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

8種
・スチールライク　・シネライクV/D　など

8種
・スチールライク　・シネライクV/D　など

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

－ －

○ ○

無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

5軸ハイブリッド手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正

4K ハイプレシジョンAF 4K ハイプレシジョンAF

0.24型 EVF（約156万ドット） 0.24型 EVF （約156万ドット）

3.5型 液晶モニター（約276万ドット） 3.5型 液晶モニター（約276万ドット）

2連(フォーカス、ズーム/アイリス切替) 2連(フォーカス、ズーム/アイリス切替)

１/4、1/16、1/64 １/4、1/16、1/64

〇（着脱式） ー 別売（着脱式）

12個 12個

－ －

－ －

○/○ ー /○

XLR × 2、内蔵ステレオマイク、
外部マイク入力：3.5mm径ステレオミニジャック

内蔵ステレオマイク、
外部マイク入力：3.5mm径ステレオミニジャック

スピーカー、ヘッドホン出力：3.5mm径ステレオミニジャック スピーカー、ヘッドホン出力：3.5mm径ステレオミニジャック

○ ○

4時間35分(4K60p/200Mbps, 59.94Hz) 5時間20分(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

ハンドルユニット、バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、
レンズフード、アイカップ、マイクホルダー

バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、
レンズフード、アイカップ

約1500g
（ハンドルユニット、レンズフード、付属のバッテリー、アイカップを含む）

約1200g
（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップを含む）

幅129mm×高さ159mm×奥行257mm
（アイカップ含む 突起部除く）

幅129mm×高さ93mm×奥行257mm
（アイカップ含む 突起部除く）

■別売オプション

LED ビデオライト

VW-LED1-K
メーカー希望小売価格
16,500円（税込）

バッテリーチャージャー

AG-BRD50
メーカー希望小売価格
33,000円（税込）

超指向性マイクロホン

AG-MC200G
メーカー希望小売価格
38,500円（税込）

バッテリーパック

AG-VBR59
7.28V/5900 mAh
メーカー希望小売価格
26,400円（税込）

[大容量バッテリー]

バッテリーパック

AG-VBR89G
7.28V/8850 mAh
メーカー希望小売価格
37,400円（税込）

X2、X20のみ対応

バッテリーパック

VW-VBD58-K
7.2V/ 5800 mAh
メーカー希望小売価格
26,400円（税込）

X2000、X1500のみ

バッテリーパック

AG-VBR118G
7.28V/11800 mAh
メーカー希望小売価格
48,400円（税込）

X2、X20のみ対応

HC-X2000-K（ブラック）オープン価格＊

スペックは

X2000

HC-X1500-K（ブラック）オープン価格＊

スペックは

X1500

●AVCHD、AVCHD Progressive、およびAVCHD Progressiveのロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ
は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または、登録商標です。 

ハンドルユニット
●X2000は同梱

VW-HU1 
オープン価格＊

X2000、X1500のみ

ステレオマイクロホン

VW-VMS10-K 
メーカー希望小売価格
10,780円（税込）

X2000、X1500のみ

＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●「ＡＧ品番」は、法人向け（放送・業務用映像システム）ルート
でのお取り扱いとなります。一部個人向けルートでもお取り
扱いがございます。 



パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
　のうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に
　設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

　 安全に関するご注意

①自動車など、乗り物を運転しながら使わないでください。交通事故につながります。　②歩きながら使うときは、周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。
③撮影するときは、十分な足場と体勢を確保してください。特に高所の場合、転落すると大けがにつながります。場合によっては死亡するおそれがあります。
④高温になる所に放置しないでください。故障の原因となります。特に真夏の自動車の中、トランクの中は、想像以上に高温になります。
⑤レンズ、ファインダー、液晶部などを太陽光に向けたままにしないでください。集光作用により故障の原因となります。
⑥お客様または第三者がデジタルビデオカメラや記録メディアを使用中、万が一、これらの不具合や誤使用により、録画できなかったり、録画したものが消失した場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。

そ の 他 の
付 記 事 項

そ の 他
使 用 上 の
ご 注 意

補 修 用 性 能
部 品 保 有 期 間

保 証 書 に
関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・ 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●ビデオカメラの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ　　　　　　　　　　　　　　 パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。 この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

●　　　　　“AVCHD”、“AVCHD Progressive”、および“AVCHD Progressive”ロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●LEICA/ライカはライカマイクロ
システムズ IR GmbHの登録商標です。 ●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。 ●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●HDMI、
High-Definition Multimedia Interface及びHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。 ●ドルビーラボラトリーズからの実施権
に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio 及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他
の国における登録商標または商標です。 ●AndroidTMは、Google LLCの商標です。 ●“Wi-Fi CERTIFIEDTM”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。 ●Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商
標です。 ●著作権により保護されているビデオは、ご自身が権利を有しているか、関係する権利者から許可を得ている場合を除いてアップロードしないでください。 ●あなたが録画・録音した録画物・実
演・展示物などは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービー
ご相談窓口におたずねください。

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティングジャパン本部

このカタログの記載内容は
2022年12月5日現在のものです。 NV-JJZ2212

愛情点検 ●長年ご使用のデジタルビデオカメラの点検を！
●煙が出たり、異常なにおいや音がする
●映像や音声が乱れたり出ないことがある●内部に水や異物が入った
●本体やACアダプターが破損した●その他の異常や故障がある

こんな症状は
ありませんか

ご使用
中止

故障や事故防止のため、本体の電源を切り、AC
アダプター使用時はコンセントから電源プラグを抜
いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

panasonic.com/jp/privacy-policy

panasonic.com/jp

省エネ
省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様
にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量削減を
目指します。

省資源
新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※
の使用を規制するEU RoHS指令の基準値に
グローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・
六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

詳しくはこちら
携帯から
アクセスできます。

当社製品のお買物・取り扱い方法・
その他ご不明な点は右記にご相談ください。

・ムービーご相談窓口
（受付9時～18時）




