
自分は、思っているよりずっと美しい。



心動かされた風景を、

自由に表現するのは、わたし。

自分を写し出したカメラで思い切り楽しむのも、わたし。

小さくてかわいいカメラの中に

自分撮りやWi-Fi®、いろんな表現のアレンジまで。

いつも手軽に、美しい写真で楽しませてくれる

とっておきのデジタル一眼。
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フェイスシャッター
手などで顔を隠し、再度顔を現すと自動でシャッターが切れます。

フレンドリーシャッター
2人の顔が近づくのを検知して自動でシャッターが
切れます。

人気のセルフィーが、もっと自由に楽しめる

手などで一度顔を隠し、再度顔を現すと
シャッターが作動する“フェイスシャッ
ター”。二人の顔の距離が近づくとシャッ
ターが作動する“フレンドリーシャッター”。
どちらもカメラを置いたまま、自由なポーズ
で撮影できます。また、連続撮影の設定も4
枚まで可能です。

自由なポーズで自分撮りができる“自分撮りシャッター”

一眼カメラで

いろいろな自分撮りを

かんたん＆キレイに楽しむ。
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いつでもキレイに自信が持てる

多彩な効果で、アートな写真を楽しむ

日常の風景をアートな作品に変える、個性豊かな写真表現が気軽に楽しめます。画面
に表示されたスライドバーを左右に動かすだけで、フィルター効果の強さや色合いな
どをかんたんにコントロールできます。 

効果を選んで撮影“クリエイティブコントロール”

従来はクリエイティブコントロールモード時のみ加えることができたフィルター効果
をPASM設定時にも加えることが可能になり、フィルター効果を反映させつつ、ボケ
味や明るさを細かく設定できるのでよりこだわった作品づくりができます。また、パノ
ラマ設定時にも効果を加えることができます。

PASMやパノラマでの撮影時にクリエイティブコントロールと
同じ画像効果（フィルター）が設定できる

クロスプロセス レトロ

ポップ

“自分撮りモード”では、本体天面の［Fn1］ボタンもシャッター
として使えるので、右手でも左手でも快適にシャッター操作が
できます。

手持ち撮影も快適
“Fn1ボタンでダブルシャッター”

●自分撮りモード時は[Fn1]ボタンに割り当てた機能は
動作しません。

新アルゴリズムの採用で“美肌モード”がさらに進化し、３段階から選べるようになりました。
また、被写体の縦横比を調整できる“スリムモード”や顔を中心にして背景を徐々にぼかす
“背景ぼかし”など、自分撮り写真をより楽しく、キレイにアレンジできます。

楽しくキレイに自分撮り“ビューティー機能”

美肌モード
新しいアルゴリズムで
強/中/弱の3段階で調整。

Before After After

After

スリムモード
画面全体の縦横比を
変更しスリムに。

背景ぼかし
顔中心に徐々にぼかし
人物を引き立てます。
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キッズモード　動き回る子どももブレずにキレイに撮れます。

突然のシャッターチャンスも逃さない

モードダイヤル上に、よく使われるシーンガイド（人
物/風景）のモードと新たに搭載した「キッズモー
ド」を配置しました。ダイヤルをまわすだけで被写体
に適した設定に変更できます。

かんたんに操作“モードダイヤル”

風景モード

青空や緑を鮮やか
に。

人物モード
顔を明るくし、背景をぼかして印象的に。

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・1/500秒・F9.0・ISO250

“キッズモード”にモードダイヤルを合わせると、動き回る子どもに対し、AFフレキシブルと顔
認識が作動し、すばやくピントが合います。
動きに合わせてシャッタースピードが速くなり被写体ブレも抑えます。また、連写設定となる
ので、複数枚からお気に入りの１枚を選ぶこともできます。

キッズモードNEW
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狙いどおりにカメラが設定

カメラ任せでかんたんキレイ！

イメージどおりに仕上がる“シーンガイド”

“シーンガイド”から撮りたいイメージ写真を選ぶだけで、カメラが自動的に
設定。さらに撮影のワンポイントやステップアップのアドバイスをガイドしてく
れます。

かんたんキレイに“おまかせiA”

撮りたいものにカメラを向けるだけで、カメラが
被写体を自動認識し、最適モードに調整。料理
や夜景、花の接写もキレイに撮影できます。

料理認識

撮りたい写真も

多彩なカメラ機能で

思いのままに表現できる

青いランプ点灯時はおまかせiAが優先
されています。

20種類の多彩なシーンから選ぶだけ。かんたんに
思い通りの写真が撮れます。

夕景の美しさを、シーンガイドで
より印象的に伝えることができます。

シーンガイド20種類

夕焼けを幻想的に撮る LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・
1/40秒・F5.6・ISO3200

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・
1/80秒・F5.6・ISO1600

夕焼け認識

顔認識

風景認識 接写認識

顔&夜景認識※1

料理認識

赤ちゃん認識※3夜景認識 手持ち夜景※2

動き認識※4

※1 内蔵フラッシュを開いている場合のみ表示されます。 ※2 [i手持ち夜景]を[ON]に設定したときのみ表示されます。 ※3 [個人認証]を[ON]に設定時、顔登録の誕生日が設定済みで、年齢が３歳未満の人物を顔・瞳認識したときのみ表
示されます。 ※4 どのシーンにも当てはまらない場合は[動き認識]になります。
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撮りたい瞬間を、逃さない

暗い場所でも、見たままの美しさ

ありのままの感動を

美しくなめらかな画像に

残せるのは、一眼だからこそ

1600万画素 Live MOSセンサーの優れた解像力・描写力・色再現力が高品位な質感描写
を実現。高感度撮影時のノイズを抑え幅広い階調を表現し、見たままの美しさで高精細に
残せます。

1600万画素 Live MOSセンサー

２次元ノイズリダクション、マルチプロセスノイズリダ
クションにより、ノイズをコントロール。暗いシーンで
もざらつきのないクリアな画質を実現しました。

ヴィーナスエンジン

ハイライト部

シャドー部

高速・高精度コントラストAF

コントラストAFは、撮像素子がAFセンサーも兼ねるため位相差AFと比較し
て誤差が生じにくく精度の高いAFを実現します。さらに検知スピードもセン
サー駆動とレンズ制御を従来比約2倍の240fps※1に高速化し、撮影者の意
図に応える精度の高いピント合わせを可能にしました。

低照度の環境下でも正確なピント合わせ

ができるローライトAFを搭載。－4EVまで

対応なので月明かりの下でも、ピント合わ

せが正確におこなえます。

暗いシーンでも正確なピント合わせ“ローライトAF”

マクロ撮影などシビアなピント合わせが要求

されるマニュアルフォーカス時に選択した部

分を画面全体に約3倍～10倍に拡大表示。

さらに、全体の構図を確認しながら部分的に

約3倍～6倍に拡大することも可能です。

一部を拡大してピント合わせができる“MFアシスト”

※1 2015年3月20日現在。 H-PS14042 / H-PS45175 / H-FS1442A / H-HS12035 / H-HS35100 / H-FS14140 / H-FS45150 / H-FS12032 / H-NS043 / H-X015 / H-FS35100装着時。
●写真、イラストは効果を説明するためのイメージです。　8



撮りたいモノを、鮮明に

スポーツやペットなど動きが予測できない被写体の撮影で威力を発揮する
AFF（AFフレキシブル）モードを加えた多彩なフォーカスモードで、被写体
や撮影シーンに適したピント合わせが可能です。

シーンに適した多彩なフォーカスモード
（AFS/AFF/AFC/MF）

被写体がモニター画面のどこにいて

も、タッチするだけですばやくピントを

合わせます。自由なフレーミングで撮

影が楽しめるのも、コントラストAFな

らではの便利さです。

どこでもピント合わせ“フルエリアタッチフォーカス”

細かなピント設定“ピンポイントオートフォーカス”

被写体の一部分にフォーカスしたい時でも

モニターをタッチするだけで、細かなピント位置の設定ができます。

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・1/2.5秒・F8・ISO200

ピントを合わせたい部分をタッチすると拡大。細かなピント合わせもかんたんです。
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初心者も安心“撮影設定リセットボタン”

撮影設定を変えてしまって戻し方が分からなくなったり、誤って設定してし
まった時、背面モニター内側の[REC. SETTING RESET]ボタンを押すだけ
で簡単に撮影設定を初期設定に戻すことができます。

迷った時は、1 プッシュでリセットタッチでスムーズ、キレイなモニター

180度可動式チルトモニター

上方向に約180度チルトできるタッチパネルモニターを搭載。ローアングル
撮影や自分撮りなど、撮影シーンの幅がひろがり、楽な姿勢で撮影ができます。

軽いタッチでスムーズに操作

静電容量方式のタッチパネルモニターだから撮影時も再生時もタッチなら
ではの軽快な操作ができます。また、タッチパネル画面上の被写体に触れ
るだけでピントを合わせてシャッターが切れます。はじめてのデジタル一眼
でも、かんたんに撮りたい瞬間を思いどおりに撮影できます。

より小さく、より軽量に。

そして、使いやすさを、

一つのボディに実現。

高精細、約104万ドット3.0型

センサーが捉えた映像を美しく表示する高精細大画面の広視野角モニター
を採用しているため、斜めからでも見やすく撮影に集中できます。

いつでも一緒、コンパクトサイズ

小型軽量のスタイリッシュコンパクトボディ

高画質、使いやすさにこだわりながら、よりスタイリッシュで高品位なデザインに仕上げま
した。ボディはさらに小さく、軽く。どこへでも気軽に持ち歩いて撮影が楽しめます。また、
コンパクトボディながらフラッシュを内蔵しているので、暗い室内などの撮影も快適です。

内蔵フラッシュ

-T（ブラウン）

撮影設定
リセットボタン

NEW

-S（シルバー）-P（ピンク）
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お気に入りの 1 枚を、その場でシェア

スマートフォンとつないで、ひろがる楽しみ方

こんなこともできるんだ！

W i - F i ®につないで

新しい写真の楽しみを発見。

パナソニックスマートアプリ

カメラとスマートフォン/タブレットをWi-Fi®接続することで、撮影した写
真や動画（MP4）をスマートフォン/タブレットに保存したり、離れた場所
からカメラを操作することができます。Android端末/iOS端末（iPhone）
に対応しています。

Panasonic Image App

「パナソニックスマートアプリ」
「Panasonic Image App」は、
Google PlayまたはApp Storeより
入手することができます。

カメラ本体のWi-Fi®［Fn1］ボタンを押せば、スマートフォン/タブレットとす
ぐにつながります。これまで必須だったパスワード入力も不要で（パスワード
有りも選択可）スマートフォンを使った写真の楽しみが、より手軽に味わえる
ようになりました。

かんたんWi-Fi®接続

スマートフォン画面から写真も動画もリモート撮影

カメラのモニター画面をスマートフォンにリアルタイム表示。シャッター操
作だけでなく、ズームや露出補正などほとんどの撮影操作を遠隔で行う
ことができます。

リモート撮影時に可能な設定
■ タッチでシャッター　■ ズーム　■ 絞り
■ シャッタースピード　■ ISO　
■ ホワイトバランス　など

スマートフォンで取得した位置情報（経度・緯
度）をルミックスに送信して、撮影した写真に
位置情報を付与することもできます。

GPS位置情報を写真に記録することも

●LUMIX CLUB PicMateはパナソニック株式会社の商標です。　●Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。　●Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。　［パナソニックスマートアプリについて］　●「Panasonic Image App」
の一部の機能を「パナソニックスマートアプリ」からご利用いただけます。　●「パナソニックスマートアプリ」の利用にはログインIDが必要です。パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。　●インターネット接続ができ
ない環境では、ご利用できません。　●対応OS（2015年3月現在）　Android用:Android OS 2.3.3以上　iPhone用:iOS 5以上　●「パナソニックスマートアプリ」をご利用頂けない場合は、「Panasonic Image App」を直接ご利用ください。
［Panasonic Image Appについて］　●LUMIX GF7とお使いのスマートフォン/タブレットを接続するためには「Panasonic Image App」が必要になります。　●対応OS（2015年3月現在） Android 用： Android OS 2.3.3以上 iPhone用：iOS 
6.0以上（ただしiPhone 3GSは除く）   詳しくはサポートサイトをご確認ください。　http://panasonic.jp/support/software/image_app/index.html　●写真、イラストは効果を説明するためのイメージです。

ジャンプスナップ撮影

スマートフォンと接続して、ジャンプスナップの感度を設定し、ジャンプする
だけでスマートフォン内のセンサーがジャンプ状態を感知し、自動でシャッ
ターが切れます。一人でも、家族や友人達とでも、シャッターチャンスを気に
せず、自由なポージングが楽しめます。

NEW

●LUMIX CLUB PicMateへの登録及び無線アクセスポイントとの接続履歴があることが必要です。

●電波状況や撮影設定により、シャッターを切るタイミングが遅れる場合があります。

カメラ内の画像をかんたんにSNSへアップロード
画像を表示した状態で　ボタンまたは、　　 をタッチするだけでスマート
フォンなどを経由せずに、SNSにすばやくアップロードすることができます。

[ ]

▶

×××○○△△

○○○△△××

○○△△△×○

○△○△×○△

Wi-Fi®［Fn1］ボタン
を押す① GF7XXXX

を選択② 接続完了③

PUSH
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フルハイビジョン動画撮影がワンプッシュでかんたん操作。テレビで見るならAVCHD形式、
パソコンなら編集や保存がかんたんなMP4形式で高画質なフルハイビジョン動画が楽しめます。

高画質のAVCHD Progressive/AVCHD/MP4動画撮影

2秒/4秒/6秒/8秒で撮影した動画をつなぎ合わせることで、かんたんにショー
トフィルム風の動画が作成できます。撮影時にピント送りやフェード効果で演出
もできます。また、本機で撮影した動画をスマートフォン/タブレットアプリ
「Panasonic Image App」でつなぎ合わせたり、音楽を付けることができます。

ショートフィルム風に撮れる“スナップムービーモード”

心に残るワンシーンが

手軽に、美しく

多彩に楽しめる動画機能

一眼画質で、多彩な動画機能を楽しむ

5

3 6 4

21

送信

動画撮影中にピント位置を移動させる演出ができます。奥から手前へピン
トがなめらかに移動し映画のワンシーンのような動画が撮れます。

■ ピント送り

最初にピントを合わせる
位置にタッチ

ピントを移動させたい
位置までドラッグして離す

ボタンを押すだけで簡単に動画撮影が開始できます。

■ ムービーでもアートな味わいが楽しめる

日常の風景をアートな表現で楽しめる「クリエイティブコントロール」を動画＊でも。
イメージにあった効果を選ぶだけで、個性豊かな映像表現が楽しめます。

ジオラマ

＊クロスフィルター、ソフトフォーカス、ラフモノクローム、シルキーモノクローム、サンシャイン設定時は動画を撮影できません。
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広角から望遠まで楽しめる、ダブルズームレンズキット

小型・軽量 標準ズームレンズ

LUMIX G VARIO 12-32mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
●本レンズは対応した機種でのみ
　マニュアルフォーカス操作ができます。※1

小型・軽量 望遠ズームレンズ

LUMIX G VARIO 35-100mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

12mm（24mm※2） 35mm（70mm※2） 100mm（200mm※2）

風景やスナップ写真の撮影から、遠くの被写体の撮影まで可能にするダブルズームキット。
さまざまなシーンで撮影を楽しむことができます。

ダブルズームレンズキットで広角から望遠までカバー

広角から標準域までをカバーする、焦点距離
24mm-64mm（35mm判換算）の標準ズームレンズ
です。旅先での風景やスナップ写真まで、幅広い
シーンで撮影が楽しめます。

70mm-200mm（35mm判換算）のズーム領域は、遠
くの被写体を引き寄せて大きく写すことなどに適して
います。GF7本体装着時でも、約401gの軽さを実現
し、軽快なフットワークで、撮影領域を拡大させます。

※1  詳しくはサポートサイトをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dsc/connect/index.html 
※2  35mm判換算。●写真、イラストは効果を説明するためのイメージです。

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・50秒・F3.8・ISO400

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.・1/1600秒・F5.6・ISO200
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自分らしい、お気に入りの一台に

ボディケース・ストラップキット
DMW-BCSK4 ※オープン価格
■ボディケース外形寸法 : 約 幅 112mm×高さ 53mm×奥行 33mm
（突起部除く）  ■ロングショルダーストラップ外形寸法 : 約1560mm（全長）
約 845mm（先端ヒモ部除く） × 取り付けベルト 幅 9.5mm  
■ケース＋ストラップ質量 : 約 67g

DMW-BCSK4  -W（ホワイト）DMW-BCSK4  -T（ブラウン）

レンズキャップ
DMW-LFC37B ※オープン価格
■37mm径交換レンズ対応
■質量 : 約 4g

-T（ブラウン） -P（ピンク） -S（シルバー）

NDフィルター
DMW-LND37
DMW-LND46
DMW-LND52
DMW-LND58
DMW-LND62

PLフィルター
DMW-LPLA37
DMW-LPL37
DMW-LPL46
DMW-LPL52
DMW-LPL58
DMW-LPL62
DMW-LPL67

MCプロテクター
DMW-LMCH37
DMW-LMC46
DMW-LMC52
DMW-LMCH58
DMW-LMCH62
DMW-LMCH67

HDMIマイクロケーブル
RP-CHEU15A
RP-CHEU20A

パソコン

ソフトバッグ
DMW-CZ18

ソフトバッグ
DMW-BALA1

ソフトバッグ
DMW-BAG1

BD/DVD レコーダー
液晶テレビ

AV ケーブル
DMW-AVC1

三脚アダプター
DMW-TA1

レンズキャップ
        DMW-LFC37B
  DMW-LFC37A
DMW-LFC37
DMW-LFC46
DMW-LFC52
DMW-LFC58
DMW-LFC62
DMW-LFC67

レンズリアキャップ
DMW-LRC1

DCカプラー
DMW-DCC15

ルミックスネットワーク

ソフトバッグ
DMW-BAG2

付属品

DMC-GF7W 付属レンズ
LUMIX G VARIO
12-32mm/F3.5-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.
H-FS12032

LUMIX G VARIO
35-100mm/F4.0-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.
H-FS35100

バッテリー
チャージャー

バッテリー
チャージャー
DMW-BTC9

バッテリーパック

バッテリー
パック

DMW-BLH7

ショルダーストラップ

M マウントアダプター
DMW-MA2M

R マウントアダプター
DMW-MA3R

LEICA 
M マウント 
レンズ

LEICA 
R マウント 
レンズ

マウントアダプター
DMW-MA1

DMC-GF7W付属CD-ROM
（PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE/
SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE/
LoiLoScope -体験版-＊1）

USB＊2
接続ケーブル

SDメモリーカード
SDHCメモリーカード
SDXCメモリーカード

ボディキャップ
DMW-BDC1

DMW-SSTG1
DMW-SSTG5
DMW-STLA1

ショルダーストラップ
DMW-SSTG6
DMW-SSTG7

ロングショルダーストラップ

ズームアシストレバー
DMW-ZL1

USB接続ケーブル＊2
DMW-USBC1 

ソフトケース
DMW-CG3

ソフトケース
DMW-CG5

ソフトケース
DMW-CG4

＊1 体験版のダウンロードが可能なURLのショートカットを付属しています。 ＊2 USB充電には対応しておりません。撮影した写真や動画のデータ通信用としてお使いいただけます。

ボディケース・
ストラップキット
      DMW-BCSK4

LUMIX GF7 システムチャート

ハンドストラップ
DMW-HSTG1

マイクロ
フォーサーズ
レンズ

フォーサーズレンズ

DCカプラーとACアダプターは必ずセットで
お買い求めください。単独では使用できません。

DMW-AC10
ACアダプター

NEW

NEW

●画像はDMC-GF7W-SにDMW-BCSK4-T（ブラウン）を装着したイメージです。

NEW

NEW
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※1 RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF形式などの画像に現像・変換するには、付属（CD-ROM）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE」をご使用ください。市川ソフトラボラト
リー（SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE）http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/ ※2 「MP4」で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。1つの動画で最大4GBまで撮影でき
ます。 ※3 画質設定をFHD/60p［1920×1080,28Mbps］、FHD/60i［1920×1080,17Mbps］、FHD/30p［1920×1080,24Mbps］、FHD/24p［1920×1080,24Mbps］に設定して撮影したAVCHD
動画は、GH1およびAVCHD Lite対応機種での再生はできません。 ※4 「コントラストAF」対応のレンズについてはLUMIXホームページをご覧ください。※5 Pモード時プログラムシフト可能。 ※6 「水面を
キラキラ撮る」「イルミネーションをキラキラ撮る」「花をふんわり撮る」に設定して動画撮影はできません。 ※7 「ラフモノクローム」「シルキーモノクローム」「ソフトフォーカス」「クロスフィルター」「サンシャ
イン」に設定して動画撮影はできません。 ※8 拡張ISO設定時。 ※9 記録画素数は[S]に固定されます。 ※10 MF時及びAFSでの連写時。 ※11 最低被写体照度は参考値です。 ※12 連写、オートブラケット、
動画撮影時は使用できません。 ※13 EXテレコン、デジタルズーム時は使用できません。 ※14 ボケ味コントロール機能、連写、オートブラケット、個人認証、デジタルズーム時は使用できません。「ジオラマ」
で動画撮影すると、動画は約1/10の時間で記録されます（10分間撮影した場合、動画記録時間は約1分になります）。「ジオラマ」で動画撮影すると音声は記録されません。 ※15 自分撮りモード、インターバ
ル撮影、クオリティをRAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード設定時、コマ撮りアニメ（[自動撮影]設定時のみ）は使用できません。 ※16 1920×1080（2M）、クオリティ：スタンダードで記録します。 ※17 
カメラ側ではできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。 ※18 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わりま
す。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。推奨使用温度：0℃～40℃、許容相対湿度：10％～80％。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があ
ります。 ※19 Panasonic製SDHCメモリーカード使用。 ※20 撮影可能時間は、周囲環境や撮影間隔、使用条件によって変わります。温度23度、湿度50％の場合の時間で、目安です。実撮影可能時間とは、
電源の「ON」／「OFF」切り換え、撮影の開始／終了、ズーム操作などを繰り返した時に撮影できる時間です。 ※21 付属（CD-ROM）のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE」はRAWファイルに対応し
ていません。画像をJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には、DMC-GF7WのRAWファイルに対応した付属（CD-ROM）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE」をご使
用ください。 ※22 体験版のダウンロードが可能なURLのショートカットを付属しています。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会（Camera&Imaging Products Association）が定める電池寿命測定方
法についての統一規格です。詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧ください。http://www.cipa.jp●手ブレ補正機能によるブレ補正は、撮影条件によっては写真のブ
レを除けない場合があります。全ての環境下での効果を保証するものではありません。●Adobeは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）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。●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズロゴマークはオリンパスイメージング（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。●AVCHD、AVCHD Progressiveお
よびAVCHD、AVCHD Progressiveロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけ
るHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。●SDXC/SDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2はWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴ
は、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。●取扱説明書は基本編（冊子）と活用ガイド（パソコン専用CD-ROM）を付属しています。活用ガイド（パソコン専用CD-ROM）はパソコン以外では再生できません。

型式

記録媒体

レンズマウント

形式

カメラ有効画素数/総画素数

アスペクト比/カラーフィルター方式

撮像素子防塵対応

静止画

動画

アスペクト比設定

記録画素数（静止画）

画質モード（クオリティ）、
色空間

動画撮影※3

画像
ファイル形式

MP4

オートフォーカス方式、フォーカスモード

AF測距検出範囲、AFモード

AF補助光/AFロック

測光方式、測光モード

測光範囲

撮影モード

ISO感度（標準出力感度）

露出補正

AEロック

オートブラケット

形式

シャッター速度

セルフタイマー

連続撮影速度

最低被写体照度※11

型式

撮像素子

記録形式

フォーカス

露出制御

ホワイトバランス

シャッター

連写撮影

レンズ交換式デジタル一眼カメラ

SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード / SDメモリーカード（UHS-Iカード対応）

マイクロフォーサーズマウント

4/3型Live MOSセンサー

1600万画素 / 1684万画素

4:3 / 原色カラーフィルター

スーパーソニックウェーブフィルター（SSWF：超音波防塵フィルター）

JPEG（DCF/ Exif2.3準拠）、ＲＡＷ※1（Panasonic独自）、DPOF対応 3Dレンズ装着時：JPEG+MPO

AVCHD Progressive/AVCHD/ MP４※2

4:3、 3:2、 16:9、1：1

〔 4:3 〕 4592×3448（L）、3232×2424（M）、2272×1704（S）、1824×1368（3Dレンズ装着時）
〔 3:2 〕 4592×3064（L）、3232×2160（M）、2272×1520（S）、1824×1216（3Dレンズ装着時）
〔16:9〕 4592×2584（L）、3840×2160（M）、1920×1080（S）、1824×1024（3Dレンズ装着時）
〔 1:1 〕 3424×3424（L）、2416×2416（M）、1712×1712（S）、1712×1712（3Dレンズ装着時）

ファイン/スタンダード/RAW※1/RAW※1+ファイン/RAW※1+スタンダード、
3Dレンズ装着時は、MPO+ファイン、MPO+スタンダードのみ、sRGB、Adobe RGB

映像検出によるTTL方式（コントラストAF※4）、AFS（シングル）/AFF（フレキシブル）/AFC（コンティニュアス）/MF

○ / ○（FnボタンをAF/AEロック設定時［AF、AF/AEロック可能］またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能）

1728分割測光、マルチ測光 /中央重点測光/スポット測光

EV 0～18（F2.0レンズ、ISO100換算）

オート/インテリジェントISO/100※8/200/400/800/1600/3200/6400/
12800/25600（1/3EVステップに変更可能）

1/3 EVステップ、 ±5 EV

FnボタンをAF/AEロック設定時［AE、AF/AEロック可能］またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能

１/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV　撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可

オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット１・２ / 
色温度設定（2500K-10000Kの間で100K単位）/ 
ホワイトバランス微調整（2軸方式）、ホワイトバランスブラケット

フォーカルプレーンシャッター 1/500秒まで/電子式シャッター

60～1/16000 秒 T（タイム）最大60秒

10 秒 / 2 秒 / 10 秒 3枚

EV -4～18（ISO100換算）、オートフォーカスモード：顔・瞳認識/追尾/23点/1点/
ピンポイント（AFポイント移動可）（ピンポイント時は表示方法切換（PinP/全拡大））/ 
マニュアルフォーカス/MFアシスト(AF＋MF、表示方法切換（PinP/全拡大））、拡大
倍率切換（PinP:3倍～6倍/全拡大:3倍～10倍）、拡大ポジション変更、タッチ操作
可）/MFガイド/MF枠移動/MF枠移動ワンショットAF、シャッター半押しAF、シャッター
半押しレリーズ、クイックAF、コンティニュアスAF（動画記録時）、AF+MF、MFアシス
ト、タッチMFアシスト、フォーカスピーキング、タッチAF/AE、タッチシャッター

インテリジェントオート/インテリジェントオートプラス（iA＋）/プログラムAE（P）※5/
絞り優先AE（A）/シャッター優先AE（S）/マニュアル露出（M）/パノラマ/シーン
ガイド※6/クリエイティブコントロール※7/人物/風景/キッズ

形式/視野率モニター アスペクト比3：2 3.0型 約104万ドット 静電式タッチパネルモニター/広視野角、約100％

メカシャッター時：高速（H）: 約5.8コマ/秒（AFS時）/ 約5コマ/秒（AFC時）
中速（M）: 約4コマ/秒 低速（L）: 約2コマ/秒
電子シャッター時：超高速（SH）: 約40コマ/秒※9 高速（H）: 約10コマ/秒※10

中速（M）: 約4コマ/秒※10 低速（L）: 約2コマ/秒※10

DMC-GF7W付属レンズ12-32mm / 
F3.5-5.6装着時 : 約9 lx（iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時）

デジタルズーム OFF / 2倍 / 4倍

■DMC-GF7Wの主な定格

1920×1080（FHD/60p:28Mbps）、60p記録

1920×1080（FHD/60p:28Mbps）
1920×1080（FHD/30p:20Mbps）
1280×720（HD/30p:10Mbps）
640×480（VGA/30p:4Mbps）

オートレビュー

画質調整

その他の撮影機能

再生モード

準拠規格 IEEE802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）

2412MHz～2462MHz（11ch）

Wi-Fi準拠 WPA/WPA2

インフラストラクチャーモード

使用周波数範囲（中心周波数）

暗号化形式

アクセス方式

ワイヤレス
転送部

表示言語

プリンター連携

入出力 インターフェース

電源

外形寸法・
質量

動作環境（使用可能温度 / 湿度）

付属品

SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/
SDメモリーカードは別売です。

電源

撮影可能枚数※18

外形寸法（突起部を除く）

質量

時間： OFF/1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド

コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度＊1 / 色調＊1/ フィルター効果＊2       
＊1:モノクローム時のみ色調、それ以外では彩度が表示されます ＊2：モノクローム時のみ表示

クリエイティブコントロール

フォトスタイル スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/風景/人物/カスタム

日本語

PictBridge対応※17（プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）

付属ソフト PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE※21、SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE、LoiLoscope -体験版-※22

バッテリーパック（7.2V）、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、CD-ROM、
ショルダーストラップ、交換レンズ×2、レンズキャップ×2、レンズリアキャップ、レンズフード

ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダ
イナミックモノクローム / ラフモノクローム※12 / シルキーモノクローム※12 / インプレッ
シブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※13 / トイポップ※13 / ブリー
チバイパス / ジオラマ※14 / ソフトフォーカス※12 / ファンタジー / クロスフィルター※12 
/ ワンポイントカラー / サンシャイン※12（画像効果の調整機能あり）

タッチ再生送り（早送り可）、音楽付きスライドショー、お気に入り再生/設定、
12/30画面再生、カレンダー検索、再生モード（通常再生、写真、動画、3D、カテ
ゴリー再生、お気に入り再生）、ズーム再生（最大16倍、ページ送り可、タッチ操
作可）、撮影情報表示、画像回転、縦位置自動回転、ヒストグラム表示、タイトル
入力、文字焼き込み、動画分割、コマ撮りアニメ作成、インターバル動画作成、リ
サイズ、トリミング、回転表示、プリント設定、プロテクト、認証情報編集、動画再生
中静止画保存※16、 ビエラリンク（HDMI接続時）、クリアレタッチ

自分撮りモード（（美肌モード（強 / 中 / 弱 / OFF）、背景ぼかし（ON / OFF））、スリムモード
（強 / 弱 / OFF）、シャッター設定（本体シャッターのみ、タッチシャッター、フレンドリーシャッ
ター、フェイスシャッター）、撮影枚数、カウントダウン）、タッチボケ味コントロール（インテリジェン
トオート / インテリジェントオートプラス［iA＋］ / クリエイティブコントロール）、タッチカラーコント
ロール（インテリジェントオートプラス［iA＋］）、タッチ明るさコントロール（インテリジェントオート
プラス［iA＋］）、タッチシャッター（OFF設定可能）、タッチズーム（電動パワーズームレンズ使
用時）、Q.MENU、iHDR、i手持ち夜景、個人認証、インテリジェントDレンジコントロール
（OFF / 弱 / 中 / 強 / AUTO）、超解像（OFF / 弱 / 中 / 強 / 拡張）、シェーディング補
正、ヒストグラム表示、ガイドライン表示、ハイライト表示、エコモード（スリープモード・モニター自
動OFF・ライブビューモード）、連写速度、コマ撮りアニメ、フラッシュ設定、デジタル赤目補正、
ISO感度上限設定、ISO感度ステップ、拡張ISO感度、プロフィール設定、縦位置検出機能、
ワールドタイム、トラベル日付、Fnボタン設定（Wi-Fi、AF/AE LOCK、AF-ON、プレビュー、ワ
ンプッシュAE、タッチAE、水準器表示、ズーム操作、カーソルボタンロック、フォトスタイル、フィ
ルター選択、画像横縦比、記録画素数、クオリティ、ISO感度、測光モード、フォーカスモード、
iDレンジコントロール、超解像、HDR※15、シャッター方式、フラッシュモード、フラッシュ光量調
整、EXテレコン（写真・動画）、デジタルズーム、手ブレ補正、デフォルトに戻す、スナップムー
ビー、動画記録方式/画質設定、写真撮影、サイレントモード、ピーキング、ヒストグラム表示、
ガイドライン表示、ゼブラパターン表示、モノクロライブビュー、記録枠表示、ステップズーム、
ズーム速度、タッチパネル）、多重露出、インターバル撮影、露出メーター表示、プレビュー（絞
り効果 / シャッター速度効果）、タッチ設定、MFガイド、ダイヤル操作ガイド、メニュー位置メモ
リー、露出設定、AF連続動作、マイクレベル表示、マイクレベル設定、風音低減、長秒ノイズ
除去、フリッカー軽減、パワーズームレンズ（焦点距離表示 / ステップズーム / ズーム位置メ
モリー / ズーム速度 / ズームリング操作） 

バッテリーパック（付属、7.2V） / バッテリーチャージャー / ACアダプター（別売DMW-AC10
100～240V対応）※別売DCカプラーDMW-DCC15が必要です。

CIPA規格※19：約230枚（DMC-GF7W付属レンズ12-32mm装着時、付属バッテリーパック）

連続撮影可能時間※20 約80分（DMC-GF7W付属レンズ12-32mm装着時、AVCHD［画質設定：FHD/17M/60i］）

実撮影可能時間※20 約40分（DMC-GF7W付属レンズ12-32mm装着時、AVCHD［画質設定：FHD/17M/60i］）

幅 約106.5×高さ 約64.6×奥行 約33.3 mm

0～40 ℃ / 10～80 ％

約266g（本体、バッテリー、メモリーカード含む）、約236g（本体のみ）、
約336g（DMC-GF7W付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む）、
約401g（DMC-GF7W付属レンズ35-100mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む）

AV出力（NTSC）、USB 2.0 High SPEED（マスストレージ/PTP）、HDMI端子（micro HDMI TypeD）

フラッシュモード

フラッシュ同調速度

オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減
スローシンクロ/発光禁止
1/50秒以下

内蔵フラッシュ

フラッシュ

TTL調光内蔵フラッシュGN5.6相当（ISO200・m）/GN4.0相当（ISO100・m）
 

EXテレコン

動画EXテレコン

最大 約2倍 記録画素数［S］選択時

約2.4倍：[FHD] / 約3.6倍：[HD] / 約4.8倍：[VGA] 

AVCHD progressive

1920×1080（FHD/60i:17Mbps）、60i記録
1920×1080（FHD/30p:24Mbps）、60i記録（センサー出力 30コマ/秒）
1920×1080（FHD/24p:24Mbps）、24p記録

AVCHD 
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-S（シルバー）-T（ブラウン） -P（ピンク）

■各部名称

■静止画撮影枚数・動画記録時間（目安）

1511 13 14

1.  セルフタイマーランプ / AF補助光ランプ

2.  レンズ取り付けマーク

3.  センサー

4.  マウント

5.  レンズロックピン

6.  レンズ取り外しボタン

7.  ショルダーストラップ取り付け部

8.  タッチパネル / モニター

  9.  ［REC. SETTING RESET］ボタン

10.  フラッシュオープンレバー

11.  ［消去 / クイックメニュー / 戻る］ボタン

12.  ［MENU / SET］ボタン

13.  ［DISP.］ボタン

14.  コントロールダイヤル

15.  カーソルボタン

16.  動画ボタン

17.  ［再生］ボタン

18.［HDMI］端子

19.［AVOUT/DIGITAL］端子

20.  ステレオマイク

21.  電源スイッチ

22.  シャッターボタン

23.  ［Fn1/ Wi-Fi®］ボタン

24.  撮影距離基準マーク

25.  内蔵フラッシュ

26.  インテリジェントオートランプ

27.  インテリジェントオートボタン

28.  電源表示ランプ / Wi-Fi®接続ランプ

29.  モードダイヤル

このカタログの記載内容は
2015年3月20日現在のものです。
DMC-JJFZ1503

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

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）ご相談窓口に
おたずねください。

コンシューマーマーケティング ジャパン本部

●付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-32mm /F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
  LUMIX G VARIO 35-100mm /F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
●約266g（バッテリー、メモリーカード含む） ●約236g（本体のみ）
●約336g（DMC-GF7W付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む） 
●約401g（DMC-GF7W付属レンズ35-100mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む） 
●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。
●外形寸法：幅約106.5mm×高さ約64.6mm×奥行約33.3mm

デジタル一眼カメラ／ダブルズームレンズキット

DMC-GF7W オープン価格※

: ファインGF7

4:3

L 4592×3448

M 3232×2424

動画
記録時間＊2

RAW＊1
（同時記録）

S 2272×1704
AVCHD/28M/60p（1920×1080） 約17分（FHDモード）
MP4/28M/60p（1920×1080） 約18分（FHDモード）＊3

約37分（FHDモード）
約37分（FHDモード）＊3

約135枚
約155枚
約170枚

約440枚
約810枚
約1380枚

4GB（SDHCメモリーカード）
RAW＊1

（同時記録）

約270枚
約320枚
約340枚

約900枚
約1650枚
約2800枚

8GB（SDHCメモリーカード）

アスペクト設定 / 記録画素数

クオリティ

SDメモリーカード容量

＊1 RAWファイルをJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には、DMC-GF7W付属（CD-ROM）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE」をご使用ください。 
＊2 画質設定をFHD/60p［1920×1080,28Mbps］、FHD/60i［1920×1080,17Mbps］、FHD/30p［1920×1080,24Mbps］、FHD/24p［1280x720,24Mbps］に設定して撮影したAVCHD
動画は、GH1およびAVCHD Lite対応機種での再生はできません。 ＊3 「MP4」で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。ただし、1つの動画で最大4GBまでしか撮影できません。
●「AVCHD」、「MP4」で動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class4」以上のカードをお使いください。●画質設定を[HD]/[VGA]に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上
の記載がある高速タイプのSDメモリーカードを使用することをおすすめします。●撮影枚数は目安です。被写体により変わる場合があります。

●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズロゴマークはオリンパスイメージング（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。●AVCHD ProgressiveおよびAVCHD 
Progressiveロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、及び
High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。●Wi-Fiは、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。Wi-Fi 
CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Alliance®の認証マークです。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●SDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。●このカタロ
グに記載されている各種名称、会社名などは、各社の登録商標または商標です。●写真、イラストは効果を説明するためのイメージです。

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせ下さい。
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