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このカタログの内容についてのお問い合わせは、
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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。

至高のマニュアル主義
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1. セルフタイマーランプ / 

    AF補助光ランプ

2. レンズフロントリング

3. ショルダーストラップ取り付け部

4. DCカプラー扉

6. スピーカー
5. レンズ部

7. ファインダー（LVF）

8. アイセンサー

9. 視度調整ダイヤル

  10.［ LVF］ボタン/［Fn5］ボタン ［Q.MENU］ボタン/［Fn2］ボタン

［Fn3］ボタン/［消去/戻る］ボタン

 

11. 充電ランプ/ WIRELESS 接続ランプ

12. ［Fn4］ボタン

13. 動画ボタン

［AF/AE LOCK］ボタン .41

15.［再生］ボタン

 .61

.71

18. タッチパネルモニター

 .91

［MENU/SET］ボタン .02

21. カーソルボタン

22. 

23. コントロールダイヤル

［DISP.］ボタン .42

25. アスペクト切換スイッチ

26. 絞りリング

27. コントロールリング

28. フォーカス切換スイッチ

29. レンズ鏡筒

30. ズームレバー

31. シャッターボタン

32.［Fn1］ボタン 

33. ステレオマイク

34. ホットシュー（ホットシューカバー）

35. シャッタースピードダイヤル

36. 電源スイッチ

37. ［ iA］ボタン

38. 露出補正ダイヤル

［USB/CHARGE］端子

［HDMI］端子

デジタルカメラ
DC-LX100M2 
オープン価格※
※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。

●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。

●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、Dolby Audio、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●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,LLCの商標または登録商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が
所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-Fi、WPA、WPA2は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。●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。 

: ファイン

4:3

L 4736×3552

M 3360×2520

動画
記録時間

RAW＊1

（同時記録）

S 2368×1776
AVCHD/28M/60p（1920×1080） 約1時間10分（FHDモード）＊2

MP4/100M/30p（3840×2160） 約20分＊3

約2時間30分（FHDモード）＊2

約41分＊3

約530枚

約620枚

約680枚

約1710枚

約3120枚

約5350枚

16GB（SDHCメモリーカード）
RAW＊1

（同時記録）

約1070枚

約1250枚

約1360枚

約3430枚

約6260枚

約10730枚

32GB（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

4:3

L 4736×3552

M 3360×2520

動画
記録時間

RAW＊1

（同時記録）

S 2368×1776
AVCHD/28M/60p（1920×1080） 約5時間（FHDモード）＊2

MP4/100M/30p（3840×2160） 約1時間25分＊3

約9時間55分（FHDモード）＊2

約2時間50分＊3

約2150枚

約2500枚

約2720枚

約6860枚

約12350枚

約20590枚

64GB（SDXCメモリーカード）
RAW＊1

（同時記録）

約4270枚

約4960枚

約5400枚

約13580枚

約24460枚

約40760枚

128GB（SDXC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、ダウンロード対応のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。  ＊2 連続で撮影できるのは、最大
29分59秒までです。＊3 連続で撮影できるのは最大15分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続ける
ことができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。 ●4K動画撮影の際には、UHSスピードクラス3（U3）のSDカードが必要です。 ●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（SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です）。 ●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。

■静止画撮影枚数・動画記録時間（目安） LX100Ⅱ

■各部名称

（ブラック）
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創造力は、手の中にある。

絞り、露出、ピント、シャッタースピード。

そのすべてを手の中で操るマニュアルカメラは、

撮影者の意図を余さず作品へ昇華させる。

世界のディテールを的確にとらえる描写力と、

マニュアル主義へのこだわりこそが、

創造的な写真表現の扉をひらく。

絞り、露出、ピント、シャッタースピード。

そのすべてを手の中で操るマニュアルカメラは、

撮影者の意図を余さず作品へ昇華させる。

世界のディテールを的確にとらえる描写力と、

マニュアル主義へのこだわりこそが、

創造的な写真表現の扉をひらく。

1/2 秒　F8　ISO200
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1/60 秒　F5.6　ISO2001 秒　F8　ISO200

4秒　F5.6　ISO200
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1/60 秒　F5.6　ISO2001 秒　F8　ISO200

4秒　F5.6　ISO200
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1/15 秒　F5.6　ISO200　L. モノクローム　●撮影協力： “The Parisian Macao”
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1/15 秒　F5.6　ISO200　L. モノクローム　●撮影協力： “The Parisian Macao”
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世界を描ききる高画質。

1/50 秒　F1.7　ISO400　●撮影協力：“The Venetian Macao”

空気感までも描写するライカ DC レンズ
LEICA DC VARIO-SUMMILUX F1.7-2.8/24-75mm*
F1.7の明るい大口径レンズと９枚羽根虹彩絞りによる柔らかく美しいボケ味。あら
ゆるスナップショットに対応する広角24mm*から75mm*までの光学3.1倍ズーム。
EDレンズ2枚を含む8面5枚の非球面レンズを最適に配置し、全群駆動のレンズ構成
と独自の調心技術を採用することで高画質とコンパクトサイズを両立しました。そして
4/3型 高感度MOSセンサーを最大限に活かしながら、周辺部の収差を抑えて隅々
までシャープに描写し、被写体の空気感までもいきいきと写し出します。
*35mm判換算。

被写体のディテール描写を追求する
ローパスフィルターレス4/3型 高感度MOSセンサー

撮影画角を変えずにアスペクト比を選択可能

ルミックス一 眼カメラと同じ4 / 3 型 高 感 度 M O Sセンサーを搭 載（ 有 効 画 素 数
1,700万画素）。 大型1.0型センサーの約1.6倍 ※という大きな撮像エリアが、
レンズ一体型カメラの概念を超えた高画質を実現。ワイドなダイナミックレンジと
高感度撮影でもノイズを抑えた解像感に加え、ローパスフィルターレス設計により
精緻な描写力を獲得しています。
※ 4/3型MOSセンサー マルチアスペクト（4:3時）との比較。

イメージサークルより大きなセンサーを使用して
いるので、4:3、3:2、16:9のどの比率でも同じ
画角で撮影できるマルチアスペクトを採用。広がり
のある16:9、フィルムカメラ同様の3:2、マイクロ
フォーサーズ標準の4:3、正方形の1:1が選択
できます。アスペクト比は、レンズ上部のスイッチ
で切換え可能です。
●1：1は切り出し撮影のため画角は異なります。

立体的な質感と滑らかな階調
色再現性に優れたヴィーナスエンジン

4CPU高速演算処理による高度で緻密な画質チューニングと自然なノイズ感や立体的
な解像感、滑らかな階調と自然な色再現を可能にするヴィーナスエンジン。ローパス
フィルターレスのセンサーで発生しがちなモアレや偽色をエンジンの低減処理で効果
的に抑え、被写体の持つ美しさを忠実に再現します。

イメージサークル

センサー

16：9

3：2

4：3

高画質テクノロジー
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操る悦び、という贅沢。

レンズ鏡筒前部の絞りリングは、オールドレンズを操作するような
アナログ感覚で絞りをコントロール。

ホールドした瞬間、湧き上がる満足感。トップケースの重厚な黒光沢塗装
から、手にしっくりと馴染むグリップ、クラシカルなマニュアルカメラの趣
をたたえるリング･ダイヤルまで、徹底的にこだわった高品位な仕上げで、
所有者の心を満たしていきます。

撮影する悦びだけでなく、所有する悦びも満たす
マニュアル主義のデザイン

約276万ドット相当のライブビューファインダーは、レンズが
とらえた世界を細部に至るまで克明に表示するので、撮影者は
その世界に入り込むことができます。ファインダー倍率約
0.7倍（35mm判換算）、視野率約100％の大型サイズの
ライブビューファインダーにより、構図の隅々まで集中しな
がら撮影ができます。

とらえた世界を的確に映し出す
高精細ファインダー

光の反射を抑え、視認性にも優れた3.0型の約124万
ドットのタッチパネルモニターを新たに搭載。通常のタッチ
操作だけでなく、撮りたい被写体にタッチするだけでピント
を合わせる「タッチAF」、ファインダーをのぞきながらタッチ
してフォーカス位置を調整する「タッチパッドAF」や
「タッチシャッター」などスピーディでダイレクトな操作が
可能になりました。

視認性と応答速度に優れた
タッチパネルモニター

ホールドしやすく、フィットするグリップ形状を新たに採用。
さらにすべりにくいレザーフィニッシュで、デザインと機能
性を両立させ、撮影を快適にサポートします。

操作性を高める
手に馴染むグリップ

マニュアル操作系

絞りリング

レンズ鏡筒のコントロールリングは、ＭＦ撮影時フォーカスリングと
して繊細なピントコントロールに対応。

コントロール
リング

シャッタースピードも専用ダイヤルで調整でき、アナログカメラ然と
した手応えを獲得。T（タイム）撮影にも対応。

サムグリップ上部に位置する露出補正ダイヤル（設定値±3EV）は、
ライブビューファインダーをのぞきながら直感的な露出操作を可能
に。また、露出補正をFnボタンに設定することで±5EVまで補正可能。

シャッタースピード
ダイヤル

露出補正
ダイヤル

デザイン＆操作性

マニュアルカメラの思想を受け継ぐ、アナログ感覚にこだわった操作系から、
創造へのイマジネーションがゆたかに広がる。
意のままに操る悦びは、表現をさらなる高みへと誘う。
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●[粒状]の設定は、撮影画面には反映されません。
パノラマモード、動画撮影時、4Kフォト撮影時、フォーカスセレクト撮影時には、
[粒状]は使えません。

高速・高精度な空間認識AFを実現した

DFD*テクノロジー
ピント位置の異なるライブ画像から空間を認識し、画面に映るすべての被写体との距離を瞬時に算出する空間認識技術（DFDテクノロジー）。
算出した距離情報により一気に合焦領域までレンズを駆動させます。そして定評のあるコントラストAFが、約0.1秒※1の高速AFで被写体をとらえ、
すばやい合焦性能でシャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。
※1 CIPA準拠。ワイド端、AFS、1点AF、表示速度60fps時。

メカニカルシャッター使用時、最大記録画素の鮮明な画像で約11コマ/秒
（AFS時）の高速連写、さらに約5.5コマ/秒※2のAF追従連写も可能で、動きの
速い被写体でも歪まずくっきりと撮影ができます。 
※2 連写撮影速度は、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。

動く被 写 体の 一 瞬を鮮 明 にとらえる　
高 速 連 写 機 能

シャッタースピードダイヤルを「T（タイム）」に設定し、最長
約30分間の長秒露光が可能。タイム設定は、シャッターボタン
を押すとシャッターが開き、もう一度押すと閉まるので花火や

夜景撮影で活用でき、クリ
エイティブな作品に仕上げ
られます。また、Wi-Fiで
リモート操作すればレリーズ
時の衝撃で発生するブレ
を防ぐことも可能です。

長秒露光でクリエイティブな表現を叶える

タイム撮影

撮影前に、好みの色味や画質の調整ができるフォトスタイル。ルミックス標準のスタンダードから、
鮮やかに色を表現するヴィヴィッド、単色で表現できるモノクロームなど全9種類を搭載してい
ます。色味を設定したあとに、好みに合わせてコントラストや彩度なども調整でき、さらに3種
のモノクロームでは特定の色をモノトーンで強調し、印象深い写真を撮影することができます。

独自の写真表現を追求できる

フォトスタイル

モノクロフィルム写真の質感を再現し、アナログライクなランダムノイズ表現を追
求できる「粒状」モードを画質調整に搭載。フォトスタイルの3つのモノクロームに
新たなアクセントを加えることができ、好みの世界観に合わせたモノクロ作品に仕
上げることができます。

アナログライクなフィルムの質感を表現できる

粒状
フォトスタイルには、通常のモノクロームよりもハイライトと
シャドウをさらに強調させながら、絶妙にディテールを残した
L.モノクロームDを搭載。よりハイコントラストでダイナミック
な効果で、味わい深いモノクローム表現が得られます。

ハイコントラストでダイナミックに表現する

L.モノクロームD

細部までくっきりと描写する

3cmマクロ撮影
広角側で3cmの距離まで被
写体に接近したマクロ撮影が
可 能 。被 写 体 の 細 か な ディ
テールや微細な質感までも克
明に描写します。望遠側では
3 0ｃｍまで 近 づくことが 可
能です。

秒間30コマ連写で決定的瞬間をとらえる

4K PHOTO

4Kフォトは、秒間30コマ連写の連続した撮影※3が実現する、決定的
瞬間をとらえるための新しい撮影スタイル。A3相当のサイズまで引き
伸ばせる高解像度で、突然訪れるシャッターチャンス、その瞬間の人の

※3：「4Kフォト」モードによる連写撮影時は SDXC/SDHCメモリーカードUHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。　※4：S/SはStart/Stopの略。　※5：次のような場
合、撮影条件や被写体の状態によって、オートマーキング機能によるマーカーが設定されないときがあります。〔・流し撮りや手ブレなどでカメラが動いている・顔が正面を向いていない・被写体
の動きが遅い／小さい、被写体が小さい〕 ●オートマーキング機能によるマーカーは削除できません。 ●4K連写ファイルを本機以外で動画分割して再び本機で再生すると、オートマーキング機
能によるマーカーは、正しく表示されない場合があります。 ●次の場合、オートマーキング機能によるマーカーは表示されません。〔［4Kプリ連写］で撮影した4K連写ファイル〕 ●操作音を発し
ないサイレントモードでも撮影できます。 ●周囲の温度が高かったり、連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

撮影後から好みのフォーカスポイントを
自由に選べる

フォーカスセレクト
４Ｋフォト機能を利用し、フォーカスポイントを近（Ne a r）から遠
（Far）へ変えながら撮影できるフォーカスセレクト。
画面を49エリアに分け、高速AF（空間認識AF）で被写体のフォーカ
スポイントを瞬時に算出し、フォーカス移動しながら撮影。撮影後に
ピントを選べるので、ピントが合っていなかったという失敗写真を
減らすことができます。

レンズ光学データ
常時、高速で
空間情報を認識

空間情報から
距離情報をデータ化

＊ Depth From Defocusの略。

ヴィーナスエンジン

表情、自然な動きなど、これまでの写真ではとらえきれなかった思い
がけないシーン、決定的瞬間を作品にすることができます。

AF時間

合焦点

コントラストAF
常時検出で徐々に合焦

空間認識AF
DFD方式で一気に移動後
コントラストAF方式で微調整

フォーカス合成
複数枚の写真を合成し、ピントの合った
範囲を広げた写真をつくる

軌跡合成
複数枚分の動きのある被写体を合成し、
一枚の静止画にする

比較明合成
撮影後に複数枚の写真を合成して、
夜景をより印象的に仕上げる

【3つの4Kフォトモード】

【合成機能】

4K連写

4Kプリ連写

シャッターボタンを押している間、
連写撮影

4K連写（S/S）※4
シャッターボタンを押すと連写撮影を開始、
もう一度押すと連写撮影を終了

シャッターボタンを押した瞬間の前後約1秒
（60コマ）を連写撮影

タッチ操作で簡単に
決定的瞬間を選択できるスライドフォトセレクト

被写体の動きや顔を検出し、
スムーズに写真を選べるオートマーキング※5

被写体が動いたタイミングに
設定されたマーキング位置を表示

動き優先

LOW STD HIGHOFF粒状を選択

〈人物〉〈風景〉

粒状 [中]

秒間30コマ連写

<スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/風景/人物/カスタム>

●撮影協力：“Studio City”

●撮影協力：“The Venetian Macao” 

高度な撮影機能
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●[粒状]の設定は、撮影画面には反映されません。
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ピント位置の異なるライブ画像から空間を認識し、画面に映るすべての被写体との距離を瞬時に算出する空間認識技術（DFDテクノロジー）。
算出した距離情報により一気に合焦領域までレンズを駆動させます。そして定評のあるコントラストAFが、約0.1秒※1の高速AFで被写体をとらえ、
すばやい合焦性能でシャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。
※1 CIPA準拠。ワイド端、AFS、1点AF、表示速度60fps時。

メカニカルシャッター使用時、最大記録画素の鮮明な画像で約11コマ/秒
（AFS時）の高速連写、さらに約5.5コマ/秒※2のAF追従連写も可能で、動きの
速い被写体でも歪まずくっきりと撮影ができます。 
※2 連写撮影速度は、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。

動く被 写 体の 一 瞬を鮮 明 にとらえる　
高 速 連 写 機 能

シャッタースピードダイヤルを「T（タイム）」に設定し、最長
約30分間の長秒露光が可能。タイム設定は、シャッターボタン
を押すとシャッターが開き、もう一度押すと閉まるので花火や

夜景撮影で活用でき、クリ
エイティブな作品に仕上げ
られます。また、Wi-Fiで
リモート操作すればレリーズ
時の衝撃で発生するブレ
を防ぐことも可能です。

長秒露光でクリエイティブな表現を叶える

タイム撮影

撮影前に、好みの色味や画質の調整ができるフォトスタイル。ルミックス標準のスタンダードから、
鮮やかに色を表現するヴィヴィッド、単色で表現できるモノクロームなど全9種類を搭載してい
ます。色味を設定したあとに、好みに合わせてコントラストや彩度なども調整でき、さらに3種
のモノクロームでは特定の色をモノトーンで強調し、印象深い写真を撮影することができます。

独自の写真表現を追求できる

フォトスタイル

モノクロフィルム写真の質感を再現し、アナログライクなランダムノイズ表現を追
求できる「粒状」モードを画質調整に搭載。フォトスタイルの3つのモノクロームに
新たなアクセントを加えることができ、好みの世界観に合わせたモノクロ作品に仕
上げることができます。

アナログライクなフィルムの質感を表現できる

粒状
フォトスタイルには、通常のモノクロームよりもハイライトと
シャドウをさらに強調させながら、絶妙にディテールを残した
L.モノクロームDを搭載。よりハイコントラストでダイナミック
な効果で、味わい深いモノクローム表現が得られます。

ハイコントラストでダイナミックに表現する

L.モノクロームD

細部までくっきりと描写する

3cmマクロ撮影
広角側で3cmの距離まで被
写体に接近したマクロ撮影が
可 能 。被 写 体 の 細 か な ディ
テールや微細な質感までも克
明に描写します。望遠側では
3 0ｃｍまで 近 づくことが 可
能です。

秒間30コマ連写で決定的瞬間をとらえる

4K PHOTO

4Kフォトは、秒間30コマ連写の連続した撮影※3が実現する、決定的
瞬間をとらえるための新しい撮影スタイル。A3相当のサイズまで引き
伸ばせる高解像度で、突然訪れるシャッターチャンス、その瞬間の人の

※3：「4Kフォト」モードによる連写撮影時は SDXC/SDHCメモリーカードUHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。　※4：S/SはStart/Stopの略。　※5：次のような場
合、撮影条件や被写体の状態によって、オートマーキング機能によるマーカーが設定されないときがあります。〔・流し撮りや手ブレなどでカメラが動いている・顔が正面を向いていない・被写体
の動きが遅い／小さい、被写体が小さい〕 ●オートマーキング機能によるマーカーは削除できません。 ●4K連写ファイルを本機以外で動画分割して再び本機で再生すると、オートマーキング機
能によるマーカーは、正しく表示されない場合があります。 ●次の場合、オートマーキング機能によるマーカーは表示されません。〔［4Kプリ連写］で撮影した4K連写ファイル〕 ●操作音を発し
ないサイレントモードでも撮影できます。 ●周囲の温度が高かったり、連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

撮影後から好みのフォーカスポイントを
自由に選べる

フォーカスセレクト
４Ｋフォト機能を利用し、フォーカスポイントを近（Nea r）から遠
（Far）へ変えながら撮影できるフォーカスセレクト。
画面を49エリアに分け、高速AF（空間認識AF）で被写体のフォーカ
スポイントを瞬時に算出し、フォーカス移動しながら撮影。撮影後に
ピントを選べるので、ピントが合っていなかったという失敗写真を
減らすことができます。

レンズ光学データ
常時、高速で
空間情報を認識

空間情報から
距離情報をデータ化

＊ Depth From Defocusの略。

ヴィーナスエンジン

表情、自然な動きなど、これまでの写真ではとらえきれなかった思い
がけないシーン、決定的瞬間を作品にすることができます。

AF時間

合焦点

コントラストAF
常時検出で徐々に合焦

空間認識AF
DFD方式で一気に移動後
コントラストAF方式で微調整

フォーカス合成
複数枚の写真を合成し、ピントの合った
範囲を広げた写真をつくる

軌跡合成
複数枚分の動きのある被写体を合成し、
一枚の静止画にする

比較明合成
撮影後に複数枚の写真を合成して、
夜景をより印象的に仕上げる

【3つの4Kフォトモード】

【合成機能】

4K連写

4Kプリ連写

シャッターボタンを押している間、
連写撮影

4K連写（S/S）※4
シャッターボタンを押すと連写撮影を開始、
もう一度押すと連写撮影を終了

シャッターボタンを押した瞬間の前後約1秒
（60コマ）を連写撮影

タッチ操作で簡単に
決定的瞬間を選択できるスライドフォトセレクト

被写体の動きや顔を検出し、
スムーズに写真を選べるオートマーキング※5

被写体が動いたタイミングに
設定されたマーキング位置を表示

動き優先

LOW STD HIGHOFF粒状を選択

〈人物〉〈風景〉

粒状 [中]

秒間30コマ連写

<スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/風景/人物/カスタム>

●撮影協力：“Studio City”

●撮影協力：“The Venetian Macao” 

高度な撮影機能
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22種類の効果から撮影が楽しめる

フィルター
モニターでフィルター効 果
を確認しながら、強さや色合
いなども調整し、自分らしい
写真表現が演出できます。

設定の絞り値を基準にして複数枚を撮影する「絞りブラケット」やピント位置を
変えて撮影する「フォーカスブラケット」、明るさやホワイトバランスを変える
「露出ブラケット」「ホワイトバランスブラケット」、画角比率を変える「アスペク
トブラケット」など撮影イメージに合わせたブラケット機能が充実しています。

設定した時間間隔で自動的に撮影するインターバル撮影機能により、
流れていく雲や花が開花する様子など、時間を追った撮影が記録でき
ます。撮影間隔は、1秒から99分59秒の間で、1秒刻みに任意に設定で
きます。また撮影後は専用のソフトを使わずに、本体内で動画（MP4）
として作成することができます。

PCなどからでもかんたんに充電できる、USB充電に対応しました。
外出時、バッテリー残量を気にせずに撮影できます。

よく使う撮影機能などを割り当てることでスムーズな撮影動作をアシスト
する5つのファンクションボタンと5つのタッチボタンの計10ヶ所搭載。使
用頻度の高い機能をファンクションボタンに登録しておけば、目的の機能
をすぐに呼び出せます。

設定を自動的に変えて複数枚を撮る

ブラケット撮影

自由に設定できる

ファンクションボタン

写真と動画を融合した映像表現

インターバル撮影

USB充電対応

フルハイビジョン映像の4倍のきめ細やかさで記録できる、4K/30p
動画記録に対応*。高精細で臨場感ある映像を撮影できます。
＊4K動画を連続で撮影できるのは最大15分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイル
サイズが4GBを超える場合ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することな
く続けることができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つ
のファイルとして記録できます。4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3
（UHS Speed Class 3）をご使用ください。撮影中に本機の温度が上昇すると、本機を保護
するために自動で撮影が停止することがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。

高精細な映像美の世界を追求する

4K/30p動画記録

Bluetooth 4.2（BLE：Bluetooth Low Energy）に対応。かんたん
にスマホやタブレットとペアリングができ、低電力でカメラ本体と常時接
続が可能になりました。また、撮影前のBluetooth®接続から、撮影時に
はWi-Fi®接続に自動で切り替わるので、よりスムーズな撮影が行えます。
また、スマートフォンの位置情報をBluetooth®でカメラに送信すること
で、位置情報を書き込みながら撮影することも可能です。

スムーズなリモート操作を可能にする

Bluetooth®＆Wi-Fi®

スマホやタブレットに専用アプリケーション「Panasonic 
Image App」をインストールすれば、ワイヤレスで接続
できます。スマホやタブレットを使ってリモート撮影し
たり、撮影した写真をその場で再生、保存もできます。

※1：光学ズーム（T端）から2倍のデジタルズーム時において、超解像技術により画質の劣化をおさえつつ拡大できるズームのこと。インプレッシブアート、トイフォト、トイポップ、HDR、iHDR、i手持ち夜景、クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+スタンダード] [RAW]時は
使用できません。 ※2：各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。パノラマ、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、トイフォト、トイポップ、HDR、iHDR、i手持ち夜景、クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+スタン
ダード] [RAW]、動画撮影時は使用できません。 ※3：モニター表示速度またはLVF表示速度を［ECO 30fps］に設定時、フォーカスセレクトモード、インプレッシブアート、トイフォト、トイポップ、ジオラマ、HDR、クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+スタンダード] [RAW]
撮影時は使用できません。※4：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（ダウンロード）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。市川ソフトラボラトリー（SILKYPIX® Developer 
Studio SE）http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/ ※5：[画質設定]のサイズが[FHD]、[HD]のMP4動画の場合：動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます
（撮影は一時中断することなく続けることができます）。 [画質設定]のサイズが[4K]のMP4動画の場合：動画を連続で撮影できるのは最大15分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は
一時中断することなく続けることができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。撮影中に本機の
温度が上昇すると、本機を保護するために自動で撮影が停止することがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。 ※6：動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。 ※7：Pモード時プログラムシフト可能。 ※8：拡張ISO設定時。 ※9：連写撮影速度
は、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※10：フィルターの[ラフモノクローム]/[シルキーモノクローム]/[ジオラマ]/[ソフトフォーカス]/[クロスフィルター]/[サンシャイン]、多重露出、動画撮影時、インターバル撮影時、コマ撮りアニメ時
は無効になります。 ※11：連続記録時間が15分を超えると記録を停止します。以下の条件ではファイルは分かれて保存・再生されます。（撮影は一時中断することなく続けることができます）SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは
分かれて保存・再生されます。（撮影は一時中断することなく続けることができます）SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。 ※12：最低被写体照度は参考値です。 ※13：iA、iA+のみ ※14：対応フラッシュ
ライト：Panasonic DMW-FL70 /DMW-FL200L / DMW-FL360L / DMW-FL580L。［ご注意］市販の外部フラッシュはシンクロ端子が高圧のものがあり、本体を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。 ※15：連写、4Kフォト
モード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。またパノラマ時は、画像効果が写真撮影中に反映されません。 ※16：EX光学ズーム、iAズーム、デジタルズーム、パノラマ撮影時は使用できません。 ※17：ボケ味コントロール機能、デジタル
ズーム、パノラマ、連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、4K動画、個人認証時は使用できません。 ※18：連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。またパノラマ時は、画像効果が写真撮影
中に反映されません。 ※19：連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、パノラマ、動画撮影時は使用できません。 ※20：[モノクローム][L.モノクローム][L.モノクロームD]選択時のみ[色調]が表示されます。それ以外では[彩度]が表示され
ます。  ※21：[モノクローム][L.モノクローム][L.モノクロームD]選択時のみ表示されます。 ※22：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。 ※23：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。※24：
Panasonic製SDHCメモリーカード使用。フラッシュライトDMW-FL70（別売）不使用時。 ※25：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。 ※26：指定のURLからダウンロードができます。 ※27：「PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE」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、DC-LX100M2のRAWファイルに対応した付属（ダウンロード）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。 ●動画撮影時、周囲の温度が高かったり、連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合
があります。 ●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。●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。●SUMMILUX/ズミルックスはライカカメラ社
の登録商標です。●LEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、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されています。 ●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。●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。 ●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-Fi、WPA、WPA2は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●Dolby、Dolby Audio、ドルビーおよびダブルD記
号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●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,LLCの商標または登録商標です。●取扱説明書は基本編（冊子）を付属し
ています。活用ガイドはWebサイトからの提供となります。閲覧するには、インターネット接続されたパソコンまたはスマートフォン／タブレットが必要です。panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html

［Panasonic Image Appについて］ ●LX100M2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（2018年9月現在）Android用 ： 
Android 4.4以上（Bluetooth機能を使うにはAndroid 5.0以上が必要です。） iPhone用 ： iOS 9.0以上（iPad 2ではBluetooth機能を使用できません。） 詳しくはサポートサイトをご確認ください。
panasonic.jp/support/software/image_app/index.html ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマーク
をライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●Android および Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。 ●画像、イラストは効果を説明する
ためのイメージです。

スマホとカメラをつなぐ

専用アプリ　Panasonic Image App

■フラッシュライト
DMW-FL70（GN7.0）
-K（ブラック）
オープン価格※

■別売オプション

■DC-LX100M2の主な定格

■自動開閉レンズキャップ
DMW-LFAC1
-K（ブラック）
オープン価格※　

■ソフトケース
DMW-CLXM2
-K（ブラック）
オープン価格※

●フィルター類と同時に取り付けることはできません。
●防塵仕様ではありません。●GN7相当（ISO100・m）/GN10相当（ISO200・m）

-K（ブラック）
-K（ブラック）

常時接続

〈ポップ〉

リモートコントロール
＆自動転送

自動で切り替え

撮像素子

形式 4/3 型 高感度 MOS センサー

カメラ有効画素数 / 総画素数 1700 万画素 (4:3 時 ) / 2177 万画素

カラーフィルター方式 原色カラーフィルター

レンズ

レンズ名称 LEICA DC VARIO-SUMMILUX

焦点距離 f=10.9-34mm（35mm 判換算 : 24-75mm）

光学ズーム倍率 光学 3.1 倍ズーム

レンズ構成 / フィルター径 8 群 11 枚（非球面 8 面 5 枚） / Φ 43mm

合焦範囲 通常：50cm　 - ∞
AF マクロ / MF / インテリジェントオート / 動画：3cm（W 端） / 30cm（T 端） - ∞

絞り 9 枚羽根虹彩絞り　F1.7 - 2.8   （W 端）F1.7 - 16 （T 端）F2.8 - 16

iA ズーム※ 1 / EX 光学ズーム※2 最大 6.2 倍 / 最大 6.2 倍（4:3 アスペクト、S 時）

デジタルズーム※3 最大 4 倍 iA ズーム・EX 光学ズームと合わせて最大 25 倍

静止画
記録形式

静止画 ファイル形式 JPEG（DCF/Exif 2.31 準拠）、RAW ※ 4（Panasonic 独自）

画像横縦比 4:3、3:2、16:9、1:1 / アスペクトブラケット

記録画素数（静止画）

[4:3]設定時：4736×3552(17M）（L）、3360×2520(8.5M）（M）、2368×1776(4M）（S）、3328×2496（4K PHOTO）
[3:2]設定時：4928×3288(16M）（L）、3504×2336(8M）（M）、2496×1664(4M）（S）、3504×2336（4K PHOTO）
[16:9]設定時：5152×2904(15M）（L）、3840×2160(8M）（M）、1920×1080(2M）（S）、3840×2160（4K PHOTO）
[1:1]設定時：3552×3552(12.5M）（L）、2528×2528(6.5M）（M）、1776×1776(3M）（S）、2880×2880（4K PHOTO）

画質モード（クオリティ） RAW ※4 / RAW ※4+ ファイン / RAW ※4+ スタンダード / ファイン / スタンダード

色空間 sRGB/Adobe RGB

動画
記録形式

動画フォーマット MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD

MP4 ※5
[4K] 3840×2160, 30p記録、100Mbps、[4K] 3840×2160, 24p記録、100Mbps
[FHD] 1920×1080, 60p記録、28Mbps、[FHD] 1920×1080, 30p記録、20Mbps
[HD] 1280×720, 30p記録、10Mbps

AVCHD Progressive ※6

AVCHD ※6

[FHD] 1920×1080, 60p記録、28Mbps
[FHD] 1920×1080, 60i記録、24Mbps（センサー出力 30コマ/秒）
[FHD] 1920×1080, 60i記録、17Mbps、[FHD] 1920×1080, 24p記録、24Mbps

ファインダー

方式 アスペクト比 16:9 / 0.38 型 / 約 276 万ドット相当 
フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF

視野率 / 倍率 約 100％ / 約 0.7 倍（35mm 判換算、-1m -1 50mm 無限遠時）

アイポイント / 視度調整範囲 約 17.5mm（-1m -1 時） / -4.0 ～ +3.0（dpt）   

アイセンサー 〇

フォーカス

オートフォーカス方式、
フォーカスモード

映像検出による TTL 方式（コントラスト AF）、
［ AF / AF マクロ / MF ］（切換え SW )、［ AFS（シングル）/ AFF（フレキシブル）

/ AFC（コンティニュアス）］（メニュー切換え )

AF モード
顔・瞳認識 / 追尾 / 49 点 / 1 点（エリア移動、エリアサイズ変更可） / 
ピンポイント（タッチフォーカスエリア選択可能） / 
カスタムマルチ（横 / 縦 / 中央 / カスタム） / ローライト AF / 星空 AF

露出制御

測光方式、測光モード 1728 分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 

撮影モード
プログラム AE（P）※7 / 絞り優先 AE（A） / シャッター優先 AE（S） /  
マニュアル露出（M） （絞りリング、シャッタースピードダイヤルの組合せで設定） /
インテリジェントオート（ iA） / インテリジェントオートプラス（ iA ＋）

ISO 感度（標準出力感度）
静止画：オート / i.ISO / 100 ※8 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 
　　　　6400 / 12800 / 25600 （1/3EV ステップに変更可能）
動画：オート / 100※8 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 （1/3EV ステップに変更可能）

露出補正 1/3 EV ステップ　± 5EV （ダイヤル設定は± 3EV） 

AE ロック 〇（AF/AE ロックボタンで設定時［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）

露出ブラケット 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 

絞りブラケット 〇

手ブレ補正 静止画 POWER O.I.S.（ON/OFF 可） 

 ホワイトバランス 
AWB / AWBc /  晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / 
ホワイトセット 1・2・3・4 / 色温度指定（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 

シャッター

形式 電子シャッター連動メカニカルシャッター 

シャッター速度

静止画：60-1/4000 秒（メカシャッター）、1-1/16000 秒（電子シャッター）
T（タイム）：最長約 30 分間
動画：1/25-1/16000 秒（AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p）、
1/30-1/16000 秒（AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p 以外）

（M モードで動画撮影中かつ MF 選択時は 1/2-1/16000 秒）

連写撮影※9 メカシャッター時 /
電子シャッター時

高速（H）: 約 11 コマ / 秒（AFS 時） / 約 5.5 コマ / 秒（AFC 時）
中速（M）: 約 7 コマ / 秒（AFS 時） / 約 5.5 コマ / 秒（AFC 時）（ライブビュー時）
低速（L）: 約 2 コマ / 秒（ライブビュー時）

4K PHOTO
4K フォトモード※10 4K 連写※11 / 4K 連写（S/S）※11 / 4K プリ連写 : 30 コマ / 秒 

4K PHOTO 一括保存 / 
軌跡合成 / 比較明合成 〇

最低被写体照度※12（ i ローライト時） 約 5lx（ シャッタースピード 1/30 秒時） 

モニター 形式 / 視野率 アスペクト比 3:2 / 3.0 型 / 約 124 万ドットモニター / 
静電容量方式タッチパネル / 視野率 約 100%

フラッシュ
（外部フラッシュ

  使用時）

内蔵フラッシュ －

フラッシュモード オート※13 / 赤目軽減オート※13  / 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 

発光タイミング 先幕 / 後幕シンクロ（設定可能） 

フラッシュ発光量調整 1/3EV ステップ　最大± 3EV 

フラッシュ撮影範囲 別売 DMW-FL70 使用時
ISO オート設定時：約 0.6m ～約 14.1m（W 端時） / 約 0.3m ～約 8.5m（T 端時） 

外部フラッシュ対応 〇（ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL 調光対応）※14

フィルター 静止画

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※15 / シルキーモノクローム※15 / 
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※16 /
トイポップ※16 / ブリーチバイパス / ジオラマ※17 / ソフトフォーカス※18 / 
ファンタジー / クロスフィルター※18 / ワンポイントカラー / サンシャイン※19

（パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可）

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 / 
L. モノクローム / L. モノクローム D / 風景 / 人物 / カスタム

（画質調整：コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 
彩度※20 / 色調※20 / フィルター効果※21  / 粒状※21 ） 

Fn ボタン設定
撮影時

・4K フォトモード ・フォーカスセレクト ・露出補正 ・Wi-Fi ・Q.MENU ・動画撮影 
・LVF/ モニター切換 ・LVF/ モニター表示スタイル ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー 
・タッチ AE ・水準器表示 ・フォーカスエリア選択 ・操作ロック 
・フォトスタイル ・フィルター効果 ・記録画素数 ・クオリティ ・AFS/AFF/AFC 
・測光モード ・ブラケット ・ハイライトシャドウ ・iD レンジコントロール ・超解像
・下限シャッター速度 ・HDR ・シャッター方式 ・フラッシュモード・フラッシュ光量調整 
・ ワイヤレスフラッシュ設定 ・iA ズーム ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・動画記録方式 /　
　  画質設定 ・動画撮影中の写真撮影 ・録音レベル設定 ・カスタムセット呼出 

・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 ・常時プレビュー（M モード） 
・ライブビューブースト ・記録枠表示 ・ズームレバー ・ISO 感度 ・ホワイトバランス 
・AF モード /MF ・ドライブモード ・撮影 / 再生切換 ・デフォルトに戻す

再生時 ・Wi-Fi ・LVF/ モニター切換 ・撮影 / 再生切換 ・4K フォト再生 ・1 枚消去 ・プロテクト
・レーティング★ 1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・RAW 現像 ・4K フォト一括保存 ・デフォルトに戻す

マイク /スピーカー 〇（ステレオ） / 〇（モノラル） 

表示言語 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語

プリンター連携 PictBridge 対応※22（プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）

記録メディア 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 スピードクラス 3（U3）規格までの SDHC/SDXC メモリーカード対応）

インター
フェース

USB USB 2.0（High SPEED）対応 Micro-B  

USB 充電 〇 

HDMI 端子 micro HDMI TypeD 

Wi-Fi

準拠規格 IEEE 802.11b/g/n（無線 LAN 標準プロトコル）

使用周波数範囲（中心周波数） 2,412MHz ～ 2,462MHz（1ch ～ 11ch）

暗号化形式 Wi-Fi 準拠　WPA™ / WPA2™

アクセス方式 インフラストラクチャーモード 

Bluetooth
準拠規格 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE))

使用周波数範囲 2.4GHz 帯（2402 ～ 2480MHz)

電源

電源
バッテリーパック（付属、7.2V） / 
AC アダプター （別売　DMW-AC10　100 ～ 240V 対応）
※別売 DC カプラー DMW-DCC11 が必要です。

静止画撮影可能枚数※23
CIPA 規格※24：［モニター時］約 340 枚（付属バッテリーパック）

［ファインダー時］約 270 枚（付属バッテリーパック）
eco30fps 設定時：約 320 枚（付属バッテリーパック） 

連続撮影可能時間※25

［モニター時］約 90 分（AVCHD/FHD/60p）、約 90 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 70 分（MP4/4K/30p）、約 80 分（MP4/FHD モード /60p）

［ファインダー時］約 80 分（AVCHD/FHD/60p）、約 80 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 70 分（MP4/4K/30p）、約 80 分（MP4/FHD モード /60p）

実撮影可能時間※25

［モニター時］約 45 分（AVCHD/FHD/60p）、約 45 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 35 分（MP4/4K/30p）、約 40 分（MP4/FHD モード /60p）

［ファインダー時］約 40 分（AVCHD/FHD/60p）、約 40 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 35 分（MP4/4K/30p）、約 40 分（MP4/FHD モード /60p）

外形寸法・
質量

外形寸法（突起部を除く） 幅 約115.0mm×高さ 約66.2mm×奥行 約64.2mm

質量 約 392g（本体、バッテリー、メモリーカード含む）
約 350g（本体） 

動作環境（使用可能温度 / 湿度） 0 ～ 40 ℃ / 10 ～ 80 ％

付属ソフト（ダウンロード） PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE※26※27、
SILKYPIX® Developer Studio SE※26、LoiLoScope - 体験版 -※26 

付属品
バッテリーパック、AC アダプター（USB タイプ）、USB 接続ケーブル、
ホットシューカバー、レンズキャップ、レンズキャップひも、
ショルダーストラップ、取扱説明書

NEW

●撮影協力：“The Venetian Macao” 
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22種類の効果から撮影が楽しめる

フィルター
モニターでフィルター効 果
を確認しながら、強さや色合
いなども調整し、自分らしい
写真表現が演出できます。

設定の絞り値を基準にして複数枚を撮影する「絞りブラケット」やピント位置を
変えて撮影する「フォーカスブラケット」、明るさやホワイトバランスを変える
「露出ブラケット」「ホワイトバランスブラケット」、画角比率を変える「アスペク
トブラケット」など撮影イメージに合わせたブラケット機能が充実しています。

設定した時間間隔で自動的に撮影するインターバル撮影機能により、
流れていく雲や花が開花する様子など、時間を追った撮影が記録でき
ます。撮影間隔は、1秒から99分59秒の間で、1秒刻みに任意に設定で
きます。また撮影後は専用のソフトを使わずに、本体内で動画（MP4）
として作成することができます。

PCなどからでもかんたんに充電できる、USB充電に対応しました。
外出時、バッテリー残量を気にせずに撮影できます。

よく使う撮影機能などを割り当てることでスムーズな撮影動作をアシスト
する5つのファンクションボタンと5つのタッチボタンの計10ヶ所搭載。使
用頻度の高い機能をファンクションボタンに登録しておけば、目的の機能
をすぐに呼び出せます。

設定を自動的に変えて複数枚を撮る

ブラケット撮影

自由に設定できる

ファンクションボタン

写真と動画を融合した映像表現

インターバル撮影

USB充電対応

フルハイビジョン映像の4倍のきめ細やかさで記録できる、4K/30p
動画記録に対応*。高精細で臨場感ある映像を撮影できます。
＊4K動画を連続で撮影できるのは最大15分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイル
サイズが4GBを超える場合ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することな
く続けることができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つ
のファイルとして記録できます。4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3
（UHS Speed Class 3）をご使用ください。撮影中に本機の温度が上昇すると、本機を保護
するために自動で撮影が停止することがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。

高精細な映像美の世界を追求する

4K/30p動画記録

Bluetooth 4.2（BLE：Bluetooth Low Energy）に対応。かんたん
にスマホやタブレットとペアリングができ、低電力でカメラ本体と常時接
続が可能になりました。また、撮影前のBluetooth®接続から、撮影時に
はWi-Fi®接続に自動で切り替わるので、よりスムーズな撮影が行えます。
また、スマートフォンの位置情報をBluetooth®でカメラに送信すること
で、位置情報を書き込みながら撮影することも可能です。

スムーズなリモート操作を可能にする

Bluetooth®＆Wi-Fi®

スマホやタブレットに専用アプリケーション「Panasonic 
Image App」をインストールすれば、ワイヤレスで接続
できます。スマホやタブレットを使ってリモート撮影し
たり、撮影した写真をその場で再生、保存もできます。

※1：光学ズーム（T端）から2倍のデジタルズーム時において、超解像技術により画質の劣化をおさえつつ拡大できるズームのこと。インプレッシブアート、トイフォト、トイポップ、HDR、iHDR、i手持ち夜景、クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+スタンダード] [RAW]時は
使用できません。 ※2：各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。パノラマ、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、トイフォト、トイポップ、HDR、iHDR、i手持ち夜景、クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+スタン
ダード] [RAW]、動画撮影時は使用できません。 ※3：モニター表示速度またはLVF表示速度を［ECO 30fps］に設定時、フォーカスセレクトモード、インプレッシブアート、トイフォト、トイポップ、ジオラマ、HDR、クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+スタンダード] [RAW]
撮影時は使用できません。※4：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（ダウンロード）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。市川ソフトラボラトリー（SILKYPIX® Developer 
Studio SE）http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/ ※5：[画質設定]のサイズが[FHD]、[HD]のMP4動画の場合：動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます
（撮影は一時中断することなく続けることができます）。 [画質設定]のサイズが[4K]のMP4動画の場合：動画を連続で撮影できるのは最大15分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は
一時中断することなく続けることができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。撮影中に本機の
温度が上昇すると、本機を保護するために自動で撮影が停止することがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。 ※6：動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。 ※7：Pモード時プログラムシフト可能。 ※8：拡張ISO設定時。 ※9：連写撮影速度
は、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※10：フィルターの[ラフモノクローム]/[シルキーモノクローム]/[ジオラマ]/[ソフトフォーカス]/[クロスフィルター]/[サンシャイン]、多重露出、動画撮影時、インターバル撮影時、コマ撮りアニメ時
は無効になります。 ※11：連続記録時間が15分を超えると記録を停止します。以下の条件ではファイルは分かれて保存・再生されます。（撮影は一時中断することなく続けることができます）SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは
分かれて保存・再生されます。（撮影は一時中断することなく続けることができます）SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。 ※12：最低被写体照度は参考値です。 ※13：iA、iA+のみ ※14：対応フラッシュ
ライト：Panasonic DMW-FL70 /DMW-FL200L / DMW-FL360L / DMW-FL580L。［ご注意］市販の外部フラッシュはシンクロ端子が高圧のものがあり、本体を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。 ※15：連写、4Kフォト
モード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。またパノラマ時は、画像効果が写真撮影中に反映されません。 ※16：EX光学ズーム、iAズーム、デジタルズーム、パノラマ撮影時は使用できません。 ※17：ボケ味コントロール機能、デジタル
ズーム、パノラマ、連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、4K動画、個人認証時は使用できません。 ※18：連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。またパノラマ時は、画像効果が写真撮影
中に反映されません。 ※19：連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、パノラマ、動画撮影時は使用できません。 ※20：[モノクローム][L.モノクローム][L.モノクロームD]選択時のみ[色調]が表示されます。それ以外では[彩度]が表示され
ます。  ※21：[モノクローム][L.モノクローム][L.モノクロームD]選択時のみ表示されます。 ※22：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。 ※23：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。※24：
Panasonic製SDHCメモリーカード使用。フラッシュライトDMW-FL70（別売）不使用時。 ※25：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。 ※26：指定のURLからダウンロードができます。 ※27：「PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE」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、DC-LX100M2のRAWファイルに対応した付属（ダウンロード）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。 ●動画撮影時、周囲の温度が高かったり、連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合
があります。 ●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。●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。●SUMMILUX/ズミルックスはライカカメラ社
の登録商標です。●LEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、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されています。 ●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。●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。 ●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-Fi、WPA、WPA2は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●Dolby、Dolby Audio、ドルビーおよびダブルD記
号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●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,LLCの商標または登録商標です。●取扱説明書は基本編（冊子）を付属し
ています。活用ガイドはWebサイトからの提供となります。閲覧するには、インターネット接続されたパソコンまたはスマートフォン／タブレットが必要です。panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html

［Panasonic Image Appについて］ ●LX100M2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（2018年9月現在）Android用 ： 
Android 4.4以上（Bluetooth機能を使うにはAndroid 5.0以上が必要です。） iPhone用 ： iOS 9.0以上（iPad 2ではBluetooth機能を使用できません。） 詳しくはサポートサイトをご確認ください。
panasonic.jp/support/software/image_app/index.html ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマーク
をライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●Android および Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。 ●画像、イラストは効果を説明する
ためのイメージです。

スマホとカメラをつなぐ

専用アプリ　Panasonic Image App

■フラッシュライト
DMW-FL70（GN7.0）
-K（ブラック）
オープン価格※

■別売オプション

■DC-LX100M2の主な定格

■自動開閉レンズキャップ
DMW-LFAC1
-K（ブラック）
オープン価格※　

■ソフトケース
DMW-CLXM2
-K（ブラック）
オープン価格※

●フィルター類と同時に取り付けることはできません。
●防塵仕様ではありません。●GN7相当（ISO100・m）/GN10相当（ISO200・m）

-K（ブラック）
-K（ブラック）

常時接続

〈ポップ〉

リモートコントロール
＆自動転送

自動で切り替え

撮像素子

形式 4/3 型 高感度 MOS センサー

カメラ有効画素数 / 総画素数 1700 万画素 (4:3 時 ) / 2177 万画素

カラーフィルター方式 原色カラーフィルター

レンズ

レンズ名称 LEICA DC VARIO-SUMMILUX

焦点距離 f=10.9-34mm（35mm 判換算 : 24-75mm）

光学ズーム倍率 光学 3.1 倍ズーム

レンズ構成 / フィルター径 8 群 11 枚（非球面 8 面 5 枚） / Φ 43mm

合焦範囲 通常：50cm　 - ∞
AF マクロ / MF / インテリジェントオート / 動画：3cm（W 端） / 30cm（T 端） - ∞

絞り 9 枚羽根虹彩絞り　F1.7 - 2.8   （W 端）F1.7 - 16 （T 端）F2.8 - 16

iA ズーム※ 1 / EX 光学ズーム※2 最大 6.2 倍 / 最大 6.2 倍（4:3 アスペクト、S 時）

デジタルズーム※3 最大 4 倍 iA ズーム・EX 光学ズームと合わせて最大 25 倍

静止画
記録形式

静止画 ファイル形式 JPEG（DCF/Exif 2.31 準拠）、RAW ※ 4（Panasonic 独自）

画像横縦比 4:3、3:2、16:9、1:1 / アスペクトブラケット

記録画素数（静止画）

[4:3]設定時：4736×3552(17M）（L）、3360×2520(8.5M）（M）、2368×1776(4M）（S）、3328×2496（4K PHOTO）
[3:2]設定時：4928×3288(16M）（L）、3504×2336(8M）（M）、2496×1664(4M）（S）、3504×2336（4K PHOTO）
[16:9]設定時：5152×2904(15M）（L）、3840×2160(8M）（M）、1920×1080(2M）（S）、3840×2160（4K PHOTO）
[1:1]設定時：3552×3552(12.5M）（L）、2528×2528(6.5M）（M）、1776×1776(3M）（S）、2880×2880（4K PHOTO）

画質モード（クオリティ） RAW ※4 / RAW ※4+ ファイン / RAW ※4+ スタンダード / ファイン / スタンダード

色空間 sRGB/Adobe RGB

動画
記録形式

動画フォーマット MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD

MP4 ※5
[4K] 3840×2160, 30p記録、100Mbps、[4K] 3840×2160, 24p記録、100Mbps
[FHD] 1920×1080, 60p記録、28Mbps、[FHD] 1920×1080, 30p記録、20Mbps
[HD] 1280×720, 30p記録、10Mbps

AVCHD Progressive ※6

AVCHD ※6

[FHD] 1920×1080, 60p記録、28Mbps
[FHD] 1920×1080, 60i記録、24Mbps（センサー出力 30コマ/秒）
[FHD] 1920×1080, 60i記録、17Mbps、[FHD] 1920×1080, 24p記録、24Mbps

ファインダー

方式 アスペクト比 16:9 / 0.38 型 / 約 276 万ドット相当 
フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF

視野率 / 倍率 約 100％ / 約 0.7 倍（35mm 判換算、-1m -1 50mm 無限遠時）

アイポイント / 視度調整範囲 約 17.5mm（-1m -1 時） / -4.0 ～ +3.0（dpt）   

アイセンサー 〇

フォーカス

オートフォーカス方式、
フォーカスモード

映像検出による TTL 方式（コントラスト AF）、
［ AF / AF マクロ / MF ］（切換え SW )、［ AFS（シングル）/ AFF（フレキシブル）

/ AFC（コンティニュアス）］（メニュー切換え )

AF モード
顔・瞳認識 / 追尾 / 49 点 / 1 点（エリア移動、エリアサイズ変更可） / 
ピンポイント（タッチフォーカスエリア選択可能） / 
カスタムマルチ（横 / 縦 / 中央 / カスタム） / ローライト AF / 星空 AF

露出制御

測光方式、測光モード 1728 分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 

撮影モード
プログラム AE（P）※7 / 絞り優先 AE（A） / シャッター優先 AE（S） /  
マニュアル露出（M） （絞りリング、シャッタースピードダイヤルの組合せで設定） /
インテリジェントオート（ iA） / インテリジェントオートプラス（ iA ＋）

ISO 感度（標準出力感度）
静止画：オート / i.ISO / 100 ※8 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 
　　　　6400 / 12800 / 25600 （1/3EV ステップに変更可能）
動画：オート / 100※8 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 （1/3EV ステップに変更可能）

露出補正 1/3 EV ステップ　± 5EV （ダイヤル設定は± 3EV） 

AE ロック 〇（AF/AE ロックボタンで設定時［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）

露出ブラケット 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 

絞りブラケット 〇

手ブレ補正 静止画 POWER O.I.S.（ON/OFF 可） 

 ホワイトバランス 
AWB / AWBc /  晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / 
ホワイトセット 1・2・3・4 / 色温度指定（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 

シャッター

形式 電子シャッター連動メカニカルシャッター 

シャッター速度

静止画：60-1/4000 秒（メカシャッター）、1-1/16000 秒（電子シャッター）
T（タイム）：最長約 30 分間
動画：1/25-1/16000 秒（AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p）、
1/30-1/16000 秒（AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p 以外）

（M モードで動画撮影中かつ MF 選択時は 1/2-1/16000 秒）

連写撮影※9 メカシャッター時 /
電子シャッター時

高速（H）: 約 11 コマ / 秒（AFS 時） / 約 5.5 コマ / 秒（AFC 時）
中速（M）: 約 7 コマ / 秒（AFS 時） / 約 5.5 コマ / 秒（AFC 時）（ライブビュー時）
低速（L）: 約 2 コマ / 秒（ライブビュー時）

4K PHOTO
4K フォトモード※10 4K 連写※11 / 4K 連写（S/S）※11 / 4K プリ連写 : 30 コマ / 秒 

4K PHOTO 一括保存 / 
軌跡合成 / 比較明合成 〇

最低被写体照度※12（ i ローライト時） 約 5lx（ シャッタースピード 1/30 秒時） 

モニター 形式 / 視野率 アスペクト比 3:2 / 3.0 型 / 約 124 万ドットモニター / 
静電容量方式タッチパネル / 視野率 約 100%

フラッシュ
（外部フラッシュ

  使用時）

内蔵フラッシュ －

フラッシュモード オート※13 / 赤目軽減オート※13  / 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 

発光タイミング 先幕 / 後幕シンクロ（設定可能） 

フラッシュ発光量調整 1/3EV ステップ　最大± 3EV 

フラッシュ撮影範囲 別売 DMW-FL70 使用時
ISO オート設定時：約 0.6m ～約 14.1m（W 端時） / 約 0.3m ～約 8.5m（T 端時） 

外部フラッシュ対応 〇（ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL 調光対応）※14

フィルター 静止画

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※15 / シルキーモノクローム※15 / 
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※16 /
トイポップ※16 / ブリーチバイパス / ジオラマ※17 / ソフトフォーカス※18 / 
ファンタジー / クロスフィルター※18 / ワンポイントカラー / サンシャイン※19

（パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可）

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 / 
L. モノクローム / L. モノクローム D / 風景 / 人物 / カスタム

（画質調整：コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 
彩度※20 / 色調※20 / フィルター効果※21  / 粒状※21 ） 

Fn ボタン設定
撮影時

・4K フォトモード ・フォーカスセレクト ・露出補正 ・Wi-Fi ・Q.MENU ・動画撮影 
・LVF/ モニター切換 ・LVF/ モニター表示スタイル ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー 
・タッチ AE ・水準器表示 ・フォーカスエリア選択 ・操作ロック 
・フォトスタイル ・フィルター効果 ・記録画素数 ・クオリティ ・AFS/AFF/AFC 
・測光モード ・ブラケット ・ハイライトシャドウ ・iD レンジコントロール ・超解像
・下限シャッター速度 ・HDR ・シャッター方式 ・フラッシュモード・フラッシュ光量調整 
・ ワイヤレスフラッシュ設定 ・iA ズーム ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・動画記録方式 /　
　  画質設定 ・動画撮影中の写真撮影 ・録音レベル設定 ・カスタムセット呼出 

・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 ・常時プレビュー（M モード） 
・ライブビューブースト ・記録枠表示 ・ズームレバー ・ISO 感度 ・ホワイトバランス 
・AF モード /MF ・ドライブモード ・撮影 / 再生切換 ・デフォルトに戻す

再生時 ・Wi-Fi ・LVF/ モニター切換 ・撮影 / 再生切換 ・4K フォト再生 ・1 枚消去 ・プロテクト
・レーティング★ 1 ・2 ・3 ・4 ・5 ・RAW 現像 ・4K フォト一括保存 ・デフォルトに戻す

マイク /スピーカー 〇（ステレオ） / 〇（モノラル） 

表示言語 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語

プリンター連携 PictBridge 対応※22（プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）

記録メディア 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 スピードクラス 3（U3）規格までの SDHC/SDXC メモリーカード対応）

インター
フェース

USB USB 2.0（High SPEED）対応 Micro-B  

USB 充電 〇 

HDMI 端子 micro HDMI TypeD 

Wi-Fi

準拠規格 IEEE 802.11b/g/n（無線 LAN 標準プロトコル）

使用周波数範囲（中心周波数） 2,412MHz ～ 2,462MHz（1ch ～ 11ch）

暗号化形式 Wi-Fi 準拠　WPA™ / WPA2™

アクセス方式 インフラストラクチャーモード 

Bluetooth
準拠規格 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE))

使用周波数範囲 2.4GHz 帯（2402 ～ 2480MHz)

電源

電源
バッテリーパック（付属、7.2V） / 
AC アダプター （別売　DMW-AC10　100 ～ 240V 対応）
※別売 DC カプラー DMW-DCC11 が必要です。

静止画撮影可能枚数※23
CIPA 規格※24：［モニター時］約 340 枚（付属バッテリーパック）

［ファインダー時］約 270 枚（付属バッテリーパック）
eco30fps 設定時：約 320 枚（付属バッテリーパック） 

連続撮影可能時間※25

［モニター時］約 90 分（AVCHD/FHD/60p）、約 90 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 70 分（MP4/4K/30p）、約 80 分（MP4/FHD モード /60p）

［ファインダー時］約 80 分（AVCHD/FHD/60p）、約 80 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 70 分（MP4/4K/30p）、約 80 分（MP4/FHD モード /60p）

実撮影可能時間※25

［モニター時］約 45 分（AVCHD/FHD/60p）、約 45 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 35 分（MP4/4K/30p）、約 40 分（MP4/FHD モード /60p）

［ファインダー時］約 40 分（AVCHD/FHD/60p）、約 40 分（AVCHD/FHD/60i）、
約 35 分（MP4/4K/30p）、約 40 分（MP4/FHD モード /60p）

外形寸法・
質量

外形寸法（突起部を除く） 幅 約115.0mm×高さ 約66.2mm×奥行 約64.2mm

質量 約 392g（本体、バッテリー、メモリーカード含む）
約 350g（本体） 

動作環境（使用可能温度 / 湿度） 0 ～ 40 ℃ / 10 ～ 80 ％

付属ソフト（ダウンロード） PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE※26※27、
SILKYPIX® Developer Studio SE※26、LoiLoScope - 体験版 -※26 

付属品
バッテリーパック、AC アダプター（USB タイプ）、USB 接続ケーブル、
ホットシューカバー、レンズキャップ、レンズキャップひも、
ショルダーストラップ、取扱説明書

NEW

●撮影協力：“The Venetian Macao” 



このカタログの記載内容は
2018年9月21日現在のものです。

DMC-JJLX1810

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

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。

〒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）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

至高のマニュアル主義
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1. セルフタイマーランプ / 

    AF補助光ランプ

2. レンズフロントリング

3. ショルダーストラップ取り付け部

4. DCカプラー扉

6. スピーカー
5. レンズ部

7. ファインダー（LVF）

8. アイセンサー

9. 視度調整ダイヤル

  10.［ LVF］ボタン/［Fn5］ボタン ［Q.MENU］ボタン/［Fn2］ボタン

［Fn3］ボタン/［消去/戻る］ボタン

 

11. 充電ランプ/ WIRELESS 接続ランプ

12. ［Fn4］ボタン

13. 動画ボタン

［AF/AE LOCK］ボタン .41

15.［再生］ボタン

 .61

.71

18. タッチパネルモニター

 .91

［MENU/SET］ボタン .02

21. カーソルボタン

22. 

23. コントロールダイヤル

［DISP.］ボタン .42

25. アスペクト切換スイッチ

26. 絞りリング

27. コントロールリング

28. フォーカス切換スイッチ

29. レンズ鏡筒

30. ズームレバー

31. シャッターボタン

32.［Fn1］ボタン 

33. ステレオマイク

34. ホットシュー（ホットシューカバー）

35. シャッタースピードダイヤル

36. 電源スイッチ

37. ［ iA］ボタン

38. 露出補正ダイヤル

［USB/CHARGE］端子

［HDMI］端子

デジタルカメラ
DC-LX100M2 
オープン価格※
※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。

●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。

●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、Dolby Audio、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●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,LLCの商標または登録商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が
所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●Wi-Fi、WPA、WPA2は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。●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。 

: ファイン

4:3

L 4736×3552

M 3360×2520

動画
記録時間

RAW＊1

（同時記録）

S 2368×1776
AVCHD/28M/60p（1920×1080） 約1時間10分（FHDモード）＊2

MP4/100M/30p（3840×2160） 約20分＊3

約2時間30分（FHDモード）＊2

約41分＊3

約530枚

約620枚

約680枚

約1710枚

約3120枚

約5350枚

16GB（SDHCメモリーカード）
RAW＊1

（同時記録）

約1070枚

約1250枚

約1360枚

約3430枚

約6260枚

約10730枚

32GB（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

4:3

L 4736×3552

M 3360×2520

動画
記録時間

RAW＊1

（同時記録）

S 2368×1776
AVCHD/28M/60p（1920×1080） 約5時間（FHDモード）＊2

MP4/100M/30p（3840×2160） 約1時間25分＊3

約9時間55分（FHDモード）＊2

約2時間50分＊3

約2150枚

約2500枚

約2720枚

約6860枚

約12350枚

約20590枚

64GB（SDXCメモリーカード）
RAW＊1

（同時記録）

約4270枚

約4960枚

約5400枚

約13580枚

約24460枚

約40760枚

128GB（SDXC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、ダウンロード対応のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。  ＊2 連続で撮影できるのは、最大
29分59秒までです。＊3 連続で撮影できるのは最大15分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続ける
ことができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。 ●4K動画撮影の際には、UHSスピードクラス3（U3）のSDカードが必要です。 ●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（SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です）。 ●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。

■静止画撮影枚数・動画記録時間（目安） LX100Ⅱ

■各部名称

（ブラック）


