
デジタルカメラ
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絞り優先AE　1/25秒　F3.5　ISO200

光 と 影 の 越 境 者 。
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並外れた能力を持つものは、ときとして他の領域を侵すことがある。

常識に縛られず、軽々と境界を越えて旧来の地図を塗り替える。

ルミックス LX100。

一眼の内臓を持つレンズ一体型デジタルカメラ。

4/3型 MOSセンサー、F1.7 LEICA DCレンズ、そして4CPUヴィーナスエンジン。

パフォーマンスはコンパクトデジタルカメラの限界を遥かに超えながら、

徹底してアナログの手触りを残すもの。

この驚愕の一台を手にするとき、

かつて誰も思い描けなかった異邦の表現世界に魅了されることだろう。
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描写性が既成概念を超え、創造力に火をつける。
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絞り優先AE　1/125秒　F3.5　ISO200

レンズ一体型の常識を超えた、4/3 型 MOS センサー

ルミックスLX100はレンズ一体型デジタルカメラで世界で

初めて※1、フォーサーズ規格と同じ4/3型MOSセンサーを搭載

した。1.0型センサーの約1.6倍※2の大きな撮像エリアが、

レンズ一体型の常識をくつがえす高画質を実現。ワイドな

ダイナミックレンジを手に入れ、高感度でもノイズを抑えた

美しい画像撮影を可能にした。

※1 2014年11月13日発売。レンズ一体型デジタルカメラとして。
※2 4/3型MOSセンサー マルチアスペクト（4:3時）との比較。

画角を変えずに各横縦比に対応する、マルチアスペクト

センサーがイメージサークルより大きいので、同じ画角で

さまざまなアスペクトでの撮影が可能。ワイドな迫力ある

16：9、フィルムカメラと同じ3：2、通常のデジタルカメラの

4：3、正方形の個性的な1：1、といった４つのアスペクトの

中から選ぶことができる。

●1：1は切り出し撮影のため画角は異なります。

飛躍的な低ノイズ・高画質を実現した、最高感度 ISO25600 の高感度撮影

通常感度ではISO200から最高ISO25600。拡張ISO感度をONにすることでISO100で

の撮影が可能になり、F1.7の明るいレンズにも幅広く対応する。

4/3 inch

1 inch

1/1.7 inch 1/2.3 inch

16:9 3:2 4:3 1:1

総画素数1684万画素

カメラ有効画素数1280万画素（4:3時）
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絞り優先AE　1/80秒　F2.5　ISO20008



美しいボケにこだわった、９枚羽根虹彩絞りと光学設計

９枚羽根の虹彩絞りを贅沢に採用。被写体を引き立てる自然な美しいボケが愉しめる。さら

に輪線や二線ボケを抑止した最適設計により、大口径レンズならではの描写力を手に入れた。

微細な世界を克明に描く、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。細かな装飾や花のディテールなど、微細な世界の

質感まで克明に描く。また望遠側では30cmまで近づく

ことができ、人物の繊細な産毛や肌の質感までしっかりと

描き出す。

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、全群駆動の新レンズ構成と独自

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た。広角側F1.7、望遠側

F2.8の明るいレンズならではのボケ味と、低照度下での高画質を実現。大型センサーの

パフォーマンスを最大限に活かし、さまざまな状況下での撮影に対応する。パースペクティブ

を活かした撮影が愉しめる広角24mm*から、望遠75mm*までの光学3.1倍ズーム。画像

周辺部での収差や光量の低下を抑えてすみずみまでシャープに描写し、風景写真から

ポートレートまで幅広いシーンで活躍する。　*35mm判換算

一体型だからこそ妥協のないレンズ

LEICA DC VARIO-SUMMILUX F1.7-2.8/24-75mm*

●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。

ライカDCレンズ、それは克明なディテール描写と自然なボケ味。

1/4000秒の「メカニカルシャッター」は、動きの速い被写体はもちろん、明るい日中の屋外

でも被写界深度を活かした撮影が可能。高速性と静音性を兼ね備えた1/16000秒「電子

シャッター」は、非常に明るいシーンで絞り開放で撮りたい場合や、野鳥の撮影など一瞬の

動きを捉えたい場面で、思い通りに撮影することができる。

撮影シーンに合わせて選ぶシャッターオペレーション

メカニカルシャッター、電子シャッター
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絞り優先AE　1/15秒　F2.3　ISO200

絞り優先AE　1/640秒　F2.8　ISO200
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レンズ光学データ

ヴィーナスエンジン

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 コントラストAF

常時検出で徐々に合焦

AF時間

フ
ォ
ー
カ
ス
位
置

合焦点

空間認識AF
DFD方式で一気に移動後
コントラスト方式で微調整

エンジンにはルミックスGシリーズのハイエンド機GH4と同じ、ヴィーナスエンジンを搭載。

4CPUにより低照度での高画質撮影や自然なノイズ感、立体的な解像感、なめらかな階調、

そして自然な色再現など、一眼クオリティのパフォーマンスを獲得した。

高速・高精度な空間認識 AF を実現した、DFD テクノロジー

LX100 は高速MOSセンサーと高速処理のヴィーナスエンジンにより、メカニカル

シャッター使用時は最大記録画素の鮮明な画像で約11コマ／秒の高速連写、さらにAFC

時は約6.5コマ／秒のAF追従連写が可能。動きの速い被写体でも歪まずくっきりと

連写することができる。

デジタル一眼のパフォーマンスを発揮する、ヴィーナスエンジン

動く被写体をくっきり捉える、

約 11コマ／秒 高速連写、約 6.5 コマ／秒 AF 追従連写

比類なき美しさを生み出す、強靭な力。

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）を

採用することで、AF速度約0.14秒*を実現。算出した距離情報により、一気に合焦領域まで

レンズを駆動させることが可能になった。さらに精度に定評のあるコントラストAFで微調整。

AFの高速・高精度の両立を一気に実現した。 

*CIPA準拠 ワイド端、AFS、１点AF、ファインダー使用時。
●空間認識AFは静止画撮影のみ対応。

１１



撮影者の直感に応え、被写体に集中させる操作性。

被写体としっかり向き合う

高解像度・高色再現ライブビューファインダー

約276万ドット相当の高解像度ライブビューファインダーを搭載

した。目を近づけるとファインダー表示に切り替わるアイセンサーを

装備。約0.7倍（35mm判換算）の見やすい倍率で細部に至るまで

克明に表示し、原色をより忠実に再現することで、被写体をさらに

美しい画像として映し出す。

あくまでマニュアル感覚にこだわった、リング操作

アナログ感覚で操作できる絞りリングとコントロールリング（マニュ

アルフォーカス時はフォーカスリング）。徹底してマニュアルの操作感

にこだわった。天面のダイヤルとの組み合わせで、ファインダーから

目を離すことなくオペレーションすることができる。

安定感と心地よさを提供する、グリップ

グリップは握りやすさとデザイン性を両立。上質感ある表面テクス

チャーにもこだわり、オリジナルの革シボパターンを開発した。また

手になじむエラストマー素材を採用。撮影者が撮影に集中できる安

定したホールド感や心地よい手触りを提供する。

すばやく横縦比を選べる、アスペクト切換スイッチ

レンズ上部のスイッチで、アスペクト比（画像横縦比）を切り換える

ことが可能。16：9、4：3、3：2、1：1の比率から選べ、16：9、4：3、

3：2は画角を変えずに撮影できる。

●1：1は切り出し撮影のため画角は異なります。

直感操作を可能にする

ダイヤルレイアウト

天面にシャッタースピードダイヤルと露出補正ダイヤルをレイアウ

ト。ファインダーを覗いたまま直感でシャッタースピードや露出をコ

ントロール可能にするため、配置から指先に触れる感触にまでアナ

ログ感覚にこだわった。操作そのものまで愉しむ撮影者に、大人の道

具としての満足を提供する。
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秒間30コマ長時間連写が決定的瞬間をとらえる。

1コマ目

4K PHOTO

通常の静止画連写

秒間11コマ連写

決定的瞬間を逃した

1コマ目 2コマ目

秒間30コマ連写

4K PHOTOだから撮れる

1コマ目 2コマ目 3コマ目 4コマ目 5コマ目

この写真は4K PHOTOです。

「記録」を「作品」にする写真の新しい世界 4K PHOTO

■ 連写速度を落とさずに長時間撮影　■ シャッター音なしで連写撮影　■ 面倒なメニュー設定が不要。かんたん一括設定

■ 決定的瞬間をすばやく見つけるマーキング機能　■ 4つのアスペクトから選べる横縦比選択　■ Exif情報を記録できる

4K PHOTO を楽しむ充実の機能

「4K PHOTO」とは、今までの写真撮影ではとらえきれなかった瞬間を連続した秒間30コマ連写で撮影し、選び出すことによって、決定的瞬間を写真作品に

することができる新しい撮影スタイルです。選んだシーンは約800万画素の写真で保存。高画素なので、A3サイズ程度まで大きく引き伸ばすことができます。
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被写体の動きに合わせて露光時間を変更できる、タイム（T）撮影

シャッターを切って露光をはじめてから、最長約120秒までの間に任意

のタイミングで再度シャッターを切って露光を終了。花火や夜間のハイ

ウエイなど、被写体の動きに合わせてクリエイティブな撮影ができる。

撮影の表現力を広げる、画像効果（フィルター）

撮影時にさまざまな画像効果（フィルター）を選ぶことができる。選べ

るフィルターは22種類。P、A、S、Mモードとも組み合わせられ、さら

に効果を微調整することも可能。フィル

ター適用前と適用後の画像を同時に撮影

して比べることもできる。表現の幅がさら

に広がり、撮影者の意思を反映したより

独創的な作品づくりが可能になった。

｢パナソニックスマートアプリ｣について ： ●「Panasonic Image App」の機能を「パナソニックスマートアプリ」からも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（2014年10月現在） Android用:Android OS 2.3.3以上
iPhone用：iOS 5.0以上 ●「パナソニックスマートアプリ」をご利用いただけない場合は、「Panasonic Image App」を直接ご利用ください。
　｢Panasonic Image App｣について  ： ●本機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（2014年10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） 
　●「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。 ●ダウンロードには通信費がかかります。またご利用時にインターネットに接続する
場合には通信費がかかります。●サービス内容・スマートフォンの画面デザインは、予告なく変更する場合があります。 ●Google Play及びAndroid™ はGoogle Inc. の商標または登録商標です。
●　  （FeliCaプラットフォームマーク）は、FeliCaネットワークス株式会社の登録商標です。 ●おサイフケータイは株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

モニターで確認しながら合成できる、多重露出

先に撮影した画像を見ながら、最大4枚の画像を重ねて1枚に合成。

撮影した画像を画面で確認しながら撮影するので、イメージ通りに仕

上げることができる。

パノラマ写真でも個性的な表現を愉しめる、画像効果（フィルター）

タテでもヨコでも、撮影したい方向にカメラを動かしながら連写し、

自動で画像をつないでパノラマ写真を作成。画像効果（フィルター）

を使って、さらにクリエイティブなパノラマ写真に挑戦できる。

コントラストを微調整する、ハイライトシャドウ

ファインダーを覗きながら、ハイライトとシャドウのディテールを保

持したまま微調整が可能。選ぶだけのプリセットモードや、好みの設

定ができるカスタムモードを搭載。画像調整ソフトを使わず、イメージ

通りの撮影が行える。

スマホでカメラをコントロールする

Wi-Fi®/NFC

スマホやタブレットに専用アプリケーション「Panasonic Image 

App」をインストールすることで、リモート操作で撮影が可能。スマ

ホ・タブレットとの接続は、NFC（Near Field Communication: 近

距離無線通信）によるタッチ接続とQRコード読み取りから選べ、い

ずれも簡単に設定できる。

●NFCによるタッチ接続の利用はAndroid（OS 2.3.3以上）で、おサイフケータイ®FeliCaまたは
NFCに対応しているスマートフォン（一部機種を除く）が対象です。

ピントのピーク位置を色つきで表示する

ピーキング機能を搭載。被写体のどの部

分にピントが合っているのかがひと目で

確認でき、細かなピント合わせができる。

水平・垂直を検知して構図づくりをサポートする、電子水準器

カメラ本体に内蔵されている加速度センサーが水平を検知。画面上

に、「あおり」と「水平傾き」の2方向の水準器を表示することで、水平

を確認できる。

写真と動画が融合した映像表現

インターバル撮影／コマ撮りアニメ

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で、時間

を追った映像を記録。撮影間隔は、1秒から99分59秒の間で、1秒刻み

で任意に設定。また再生は本体内で動画として再生することができる。

さらに写真をつないだコマ撮りアニメの作成も可能。撮影した写真は、

本体内でつなぎ合わせ1つの動画※として保存される。

※記録方式はMP4になります。　●インターバル撮影時は付属のUSB接続ケーブル、別
売のAVケーブル、別売のHDMIマイクロケーブルを接続しないでください。

Panasonic Image App

その他の機能の詳細はWEBへ panasonic.jp/dc/lx100/

撮影者のこだわりに、最後まで応える表現力。

シビアなピント合わせをアシストする

ピーキング

RAW形式で撮影した写真をカメラだけで現像が可能。作成した写真

はJPEG形式で保存される。現像の前にホワイトバランスや露出を確

認しながら、調整して現像することができる。

パソコンを使わずにカメラだけで現像できる、RAW現像

クロスプロセス/スローシャッター

●4K（3840x2160）モードは、クリエイティブ動画モード時のみ撮影が可能です。　

●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。

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

（3840×2160）動画撮影に対応。リアリティあふれる映像で、幅広い

シーンにおいて、高精細で臨場感ある映像が撮影できます。

高精細な映像美の世界を追求した 4K 動画
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■各部名称

■別売オプション

28

27

26

25

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. ストラップ取り付け部
4. Wi-Fi® アンテナ部
5. NFC アンテナ部
6. 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 / ［Fn3］ボタン

11. Wi-Fi® 接続ランプ

12. ［Wi-Fi］ボタン / ［Fn2］ボタン

13. 動画ボタン

14. ［AF/AE LOCK］ボタン

15. 再生ボタン

16. ［HDMI］端子

17. ［AV OUT/DIGITAL］端子

18. モニター

19. ［Q.MENU］ボタン
20. ［MENU/SET］ボタン
21. カーソルボタン
22. ［消去/戻る］ボタン / ［Fn1］ボタン
23. コントロールダイヤル
24. ［DISP.］ボタン
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. ［FILTER］ボタン
33. ステレオマイク
34. ホットシュー
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

-S（シルバー）-K（ブラック）

フラッシュライト

DMW-FL70
-K（ブラック）
-S（シルバー）

＊オープン価格

自動開閉レンズキャップ

DMW-LFAC1
-K（ブラック）
-S（シルバー）

＊オープン価格

本革ケース

DMW-CLX100
-T（ブラウン）

＊オープン価格

バッテリーパック

DMW-BLG10
＊オープン価格

●フィルター類と同時に取付ける
　ことはできません。
●防塵仕様ではありません。

-K（ブラック）

-K（ブラック）

-S（シルバー）

-S（シルバー）

●GN7相当（ISO100・m）/GN10相当（ISO200・m）

●AVCHD Progressive及び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商標です。
●SDXCロゴは3D-3C,LLCの商標です。 ●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。●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, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance. ●NマークはNFC Forum, Inc.の米国及びその他の国における商標あるいは登録商標です。●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。
＊ 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。

デジタルカメラ

DMC-LX100

■静止画記録枚数 / AVCHD・MP4動画記録可能時間（目安） : ファイン

●最大記録時間（AVCHD）：29分59秒　●最大記録時間（MP4）：4Kは15分、他は29分59秒または4GBまで。

静止画 4:3 L 12.5M
（4112 × 3088）

動画
AVCHD

FHD/28M//60p
（1920 × 1080）

 RAW/        （同時記録）

約270枚
約86枚

約1090枚
約340枚

2GB 8GB 32GB 64GB
約4420枚
約1400枚

SDメモリーカード容量

約8820枚
約2800枚

約8分 約37分 約2時間30分 約5時間

動画
MP4

4K/100M/30p
（3840 × 2160） 約2分 約9分 約42分 約1時間20分

＊オープン価格
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〒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

このカタログの記載内容は
2015年12月21日現在のものです。

※1　インプレッシブアート、トイフォト、トイポップ、パノラマ、40コマ/秒連写、HDR、多重露出、i手持ち夜景、iHDR、クオリティ[RAW]、[RAW+ファイン]、[RAW+スタンダード]時はiAズームは使用できません。 ※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。トイフォト、トイポップ、パノラマ、40コマ/秒連写、HDR、多重露出、i手持ち夜景、iHDR、クオリティ[RAW]、[RAW+ファイン]、[RAW+スタンダード]、動画撮影時
はEX光学ズームは使用できません。 ※3　インプレッシブアート、トイフォト、トイポップ、ジオラマ、パノラマ、40コマ/秒連写、HDR、多重露出、クオリティ[RAW]、[RAW+ファイン]、[RAW+スタンダード]時はデジタルズームは使用できません。 
※4　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％の場合の時間での目安です。実撮影可能時間とは、電源の「ON」/「OFF」切り換え、撮影開始/終了、ズーム操作などを繰り返したとき
に撮影できる時間です。 ※5 連写、オートブラケットは使えません。また、動画は撮影できません。 ※6 パノラマ設定のフィルター選択時に、「トイフォト」「トイポップ」「ジオラマ」「サンシャイン」は選べません。また、動画は撮影できません。 
※7　「トイフォト」「トイポップ」で撮影する場合、デジタルズーム、iAズーム、EX光学ズームは使えません。 ※8　「ジオラマ」で撮影する場合、連写、オートブラケット、デジタルズームは使えません。「ジオラマ」で撮影すると、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」で撮影すると音声は記録されません。 ※9 対応フラッシュライト：DMW-FL360L/DMW-FL580L/DMW-FL70 ［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。※10　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、ソフトウェア
「SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE」をご使用ください。LX100は付属のDVDからパソコンにインストールしてください。 ※11 AVCHD動画はGH1及びAVCHD Lite対応機種での再生はできません。 ※12　動画撮影中に写真を
記録すると、一時的に写真撮影用のオートフォーカス機能が働き、ピントを合わせる動作が動画に記録される場合があります。MP4のVGAモード設定時は記録できません。  ※13　MP4のVGAモードで撮影された動画からは、写真は作成
できません。 ※14　再生モード（　  ）時以外は使用できません。 ※15　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。※16　肩に掛けてお使いください。首に掛けて使用しひっかけた場合、けが
や事故の原因になることがあります。 ※17 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。 ●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。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。 ●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。　●取扱説明書（冊
子）と本機操作の詳細を記載した取扱説明書活用ガイド（パソコン専用DVD）を付属しています。取扱説明書 活用ガイド（パソコン専用DVD）はパソコン以外では再生できません。 ●このカタログに掲載されている写真、イラストは効果を説
明するためのイメージです。

アプライアンス社

■ DMC-LX100の主な定格

日本語
IEEE 802.11b/ /n（無線LAN標準プロトコル）
2412MHz～2462MHz（1～11ch）
Wi-Fi準拠　WPA/WPA2

インフラストラクチャーモード
JIS X 6319-4準拠

1280万画素（4：3時）

マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光

約5ルクス （シャッター速度1/30秒）

SDXCメモリーカード /｠SDHCメモリーカード / 
SDメモリーカード（SDXC/SDHC ＵＨＳ－I スピードクラス3（U3）メモリーカード対応）

CIPA規格※15 約350枚（モニター時）/約320枚（LVF時）

約45分（MP4 4K/30pモード）、約65分（MP4 FHD/30pモード）、
約60分（AVCHD FHD/60iモード）

PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE、SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE、LoiLoScope －体験版－※17

約393g（バッテリー、メモリーカード含む）　約351g（本体）

約90分（MP4 4K/30pモード）、約135分（MP4 FHD/30pモード）、
約125分（AVCHD FHD/60iモード）

約114.8 x 66.2 x 55.0 mm（突起部除く）

レンズキャップ、レンズキャップひも、ホットシューカバー、バッテリーパック、バッテリー
チャージャー、USB接続ケーブル、DVD、ショルダーストラップ※16（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。）

RAW※10 / JPEG（DCF/Exif 2.3準拠） / DPOF対応

PictBridge （プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）

AV出力※14（NTSC、モノラル）、USB 2.0 High SPEED（マスストレージ / PTP）
microHDMI端子（TypeD）※14

○ （ステレオ、オート風音低減） / ○

4/3型  総画素数1684万画素高感度MOSセンサー 原色フィルター

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120秒）
動画：1/25-1/16000秒（24p）、1/30秒～1/16000秒（24p以外）

［MP4設定時］
3840×2160（4K/30p:約100Mbps）（センサー出力30コマ/秒）
3840×2160（4K/24p:約100Mbps）（センサー出力24コマ/秒）
1920×1080（FHD/60p:約28Mbps）（センサー出力60コマ/秒）
1920×1080（FHD/30p:約20Mbps）（センサー出力30コマ/秒）
1280×720（HD/30p:約10Mbps）（センサー出力30コマ/秒）
640×480（VGA/30p:約4Mbps）（センサー出力30コマ/秒）
4Kフォトモードで4:3、3:2、1:1選択時は異なる画素数で記録されます。

プログラムAE（P） / 絞り優先AE（A） /｠シャッター優先AE（S） / マニュアル露出（M）
露出補正（1/3 EVステップ、-3～+3EV）
オート（AE）ブラケット：1/3、2/3、1EVステップ（最大-3～+3EV）、3枚/5枚/7枚
プログラムシフト（プログラムAE時）、AEロック

・アスペクト[4:3]設定時
4112×3088（12.5M）（L）/2976×2232（6.5M）（M）/2048×1536（3M）（S）
・アスペクト[3:2]設定時
4272×2856（12M）（L）/3120×2080（6.5M）（M）/2112×1408（3M）（S）
・アスペクト[16:9]設定時
4480×2520（11M）（L）/3840×2160（8M）（M）/1920×1080（2M）（S）
・アスペクト[1:1]設定時
3088×3088（10M）（L）/2240×2240（5M）（M）/1536×1536（2.5M）（S）

最大4倍 

リチウムイオンバッテリーパック（付属 7.2V/1025mAh（7.4Wh））
ACアダプター （別売、100～240V対応） ※別売DCカプラーDMW-DCC11が必要です

9枚羽根虹彩絞り　F1.7-16.0（W端） / F2.8-16.0（T端）

オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / フラッシュ / 白熱灯 / セットモード1・セットモード2・
セットモード3・セットモード4 / 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

3.0型 約92万ドット TFTモニター 視野率約100％

6.2倍 / 最大6.2倍（4:3、3M時）

静止画：POWER O.I.S.（ON/OFF可）

絞り

手ブレ補正

測光方式

最低照度（iローライト時）

マイク / スピーカー

撮像素子

画質モード

動画撮影※11

iAズーム※1｠/ EX光学ズーム※2

カメラ有効画素数

レンズ

合焦範囲

ホワイトバランス

モニター

ISO感度（標準出力感度）

デジタルズーム※3

シャッター速度

フォーカス

露出

約11コマ/秒、約7コマ/秒（ライブビュー有）、約2コマ/秒（ライブビュー有）

連写撮影

電源

記録画素数（静止画）

撮影モード

記録メディア

静止画撮影可能枚数

実撮影可能時間※4

付属ソフト

質量

連続撮影可能時間※4

寸法（WxHxD）

付属品

静止画

動画

外部端子 インターフェース

プリンター連携

準拠規格
使用周波数範囲（中心周波数）
暗号化方式
アクセス方式

言語表記

ワイヤレス
転送部

NFC

再生モード時

その他
機能

撮影モード時

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） - ∞

AVCHD Progressive / AVCHD / MP4

RAW※10/ RAW※10+ファイン/ RAW※10+スタンダード/ファイン/スタンダード

［AVCHD設定時］ 　
1920×1080（FHD/60p：約28Mbps）、60p記録（センサー出力 60コマ/秒）
1920×1080（FHD/60i：約17Mbps）、60i記録（センサー出力 60コマ/秒）
1920×1080（FHD/30p：約24Mbps）、60i記録（センサー出力 30コマ/秒）
1920×1080（FHD/24p：約24Mbps）、24p記録（センサー出力 24コマ/秒）
最大記録時間（AVCHD）：29分59秒
最大記録時間（MP4）：4Kは15分、他は29分59秒または4GBまで

記録画像
ファイル形式

パノラマ※6、4Kフォト、コマ撮りアニメ、インターバル撮影、多重露出、アスペク
トブラケット、セルフタイマー、動画撮影中静止画撮影※12、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）、HDR、iHDR（iAのみ）、i手持ち夜景（iAのみ）、ISO感度上限設定、ISO
感度ステップ、iDレンジコントロール、超解像、ハイライトシャドウ、フラッシュ設
定、フラッシュ光量調整、デジタル赤目補正、長秒ノイズ除去、色空間（sRGB 
/ AdobeRGB）、カスタムセット登録、サイレントモード、ヒストグラム表示、ガイド
ライン表示、ハイライト表示、ゼブラパターン表示、縦位置検出機能、水準器
表示、プレビュー（絞り効果 / シャッター速度効果）、AF連続動作（動画時）、
Q.MENU、フォーカス/レリーズ優先、モノクロライブビュー、ステップズーム、
オートレビュー、コントロールリング設定、Fnボタン設定、露出メーター表示、記
録枠表示、メニュー位置メモリー、ズーム位置メモリー、マイクレベル表示、マイ
クレベル設定、風音低減、ライブビューモード（モニター、30fps / 60fps）、個
人認証、プロフィール設定、スリープモード、ワールドタイム、トラベル日付

絞り込み再生（写真のみ/動画のみ/カテゴリー選択/お気に入り）、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、ズ
ーム再生（最大16倍）、撮影情報表示、画像回転、縦位置自動回転、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（縮小）、トリミング（切抜き）、プリント設定、プロテクト設定、認証情
報編集、位置情報記録、動画→静止画作成※13、RAW現像

メカシャッター時（AF固定）
メカシャッター時（AF追従） 約6.5コマ/秒、約6.5コマ/秒（ライブビュー有）、約2コマ/秒（ライブビュー有）
電子シャッター時（AF固定）
電子シャッター時（AF追従） 約6.5コマ/秒、約6.5コマ/秒（ライブビュー有）、約2コマ/秒（ライブビュー有）

約40コマ/秒、約11コマ/秒、約7コマ/秒（ライブビュー有）、約2コマ/秒（ライブビュー有）

視野率/倍率

方式

視度調整範囲

フィールドシーケンシャル方式 / 約276万ドット相当、アイセンサー
約100％ / 約1.39倍（35mm判換算：約0.7倍）（-1m-1 50mm 無限遠時）
-4.0～+3.0（dpt）

ファインダー

外部
フラッシュ

TTL / マニュアル / ワイヤレス制御可
先幕、後幕シンクロ（設定可能）

1/3EVステップ、最大±3EV

○（ホットシュー、TTL調光対応）※9

ISOオート設定時：約0.6m～約14.1m（ワイド端）、約0.3m～約8.5m（テレ端）

発光モード
発光タイミング
フラッシュ発光量調整

フラッシュ撮影範囲（DMW-FL70使用時）

外部フラッシュ対応

インテリジェントオート/P （プログラムAE）/A （絞り優先AE）/S （シャッター速度優先AE）/ M 
（マニュアル露出） 
画像効果（フィルター）：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※5/シルキーモノクローム※5/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※7/トイポップ※7/ブリーチバイパス/ジオラマ※8/ソフトフォー
カス※5/ファンタジー/ クロスフィルター※5/ワンポイントカラー/サンシャイン※5

8群11枚（非球面8面5枚、EDレンズ2枚）LEICA DC VARIO-SUMMILUX
光学3.1倍ズーム / f=10.9-34mm （35mm 判換算: 24-75mm）/ 
F1.7-2.8 / フィルター径φ43mm

通常/AFマクロ/マニュアルフォーカス（切替スイッチ）【AFS/AFF/AFC】
AF測距：1点（エリア移動、エリアサイズ変更可） / 49点マルチ / 顔・瞳認識 /  
カスタムマルチ / ピンポイント / 追尾AF  AF補助光
クイックAF、アイセンサーAF、AF+MF、MFアシスト、MFガイド、AFロック、AF-ON、
ピーキング、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ

オート/i.ISO/100＊/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 
＊拡張ISO感度設定時のみ （1/3EVステップに変更可能）


