
デジタルカメラ
/

DMC-LX 9

驚異の明るさを手にするか。

プレミアムコンパクト

DMC-TX1

高倍率ズームを手にするか。



1/5000秒　F2.8　ISO125　（DMC-LX9）　ⒸKoji Ueda02



1/640秒　F5.9　ISO125　（DMC-TX1）　ⒸKoji Ueda

1/5秒　F1.4　ISO125　（DMC-LX9）　ⒸKoji Ueda
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明るさと小型ボディを両立 美しいボケ味と3cmマクロ

驚異のF1.4（W端）大口径レンズが魅せる
豊かな描写力となめらかなボケ味

ライカカメラ社の厳しい品質基準をクリアした、

ライカDC バリオ・ズミルックスレンズを搭載。

新開発の非球面EDレンズを適所に配置した新レ

ンズ構成を採用。さらに独自の調心技術を加える

ことで、F1.4（W端）の明るさと小型ボディを両立。

暗所撮影においても、高い描写性能を発揮します。

9枚羽根虹彩絞りと、交換レンズにも採用している

高精度な非球面レンズを搭載。輪線や二重ボケの

ない、なめらかな美しいボケ味を描き出し、日常の

ワンシーンをより印象的に切り取ります。また、

W端時3cmまで被写体に近づいたダイナミックな

マクロ撮影など、多様な表現を可能にします。

＊ 35mm判換算。 ●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、ELMARIT/エルマリートは、ライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-　　

1/6400秒　F1.4　ISO125　（DMC-LX9）
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コンパクトボディに
1.0型センサー＆光学10倍ズーム

全群駆動で高倍率ズーム

パナソニックのレンズ技術を結集した、ライカDC

バリオ・エルマリートレンズを搭載。9面5枚の非球

面レンズを含む10群12枚のレンズ構成が、小型ボ

ディながら光学ズーム10倍を実現。色収差を良好

に補正し、ズーム全域で、色にじみの少ない、シャー

プな描写性能を発揮します。

 SUMMILUXレンズ、LEICA DC VARIO-ELMARIT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。

1/500秒　F5.9　ISO125　（DMC-TX1）

1倍（広角25mm＊） 10倍（250mm＊）
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1.0型
20.1M1/1.7型

マルチアスペクト

10M
3倍
面積比

  《LX7の1/1.7型とのサイズ比較イメージ図》

20.1M 1.0型 高感度MOSセンサー

高い解像度を活かした精細で美しい画作り

有効画素数2010万画素、高感度な1.0型センサーを搭載。従来モデル（LX7）の

1/1.7型センサー（マルチアスペクト）と比べ約3倍の面積をもつことで、1画素

あたりの受光面が拡大

し幅広いダイナミック

レンジを実現。高感度

撮影時でもよりノイズ

を抑えた美しい画作り

が可能です。

ヴィーナスエンジン

ノイズを抑えた高画質処理を実現する

当社ハイエンド一眼「GH4」や「GX8」

と同じヴィーナスエンジンを搭載。

20.1M高感度MOSセンサーとの相乗

効果により、夜景や室内など暗いシーン

でもノイズを抑え、ディテールをキメ細

かく階調も滑らかに再現します。

1/640秒　Ｆ2.5　ISO125　（DMC-LX9）

06



距離を瞬時に認識する空間認識AF

高速AF＆高速シャッターで躍動する一瞬をとらえる

空間認識技術（DFDテクノロジー）により、ピント位置の異なるライブ

画像から空間を認識し、物体までの距離を高速で演算、画面に写る

すべての被写体距離を瞬時に算出し、一気に合焦領域までレンズを

駆動することで高速AFを実現しています。

追尾AF/顔・瞳認識AF/タッチパッドAF（TX1）など、さまざまな

AF機能で被写体をより的確にとらえます。

約10コマ/秒の高速連写

メカシャッターによる高速連写で、フル画素のまま約10コマ/秒の

スピードを実現。非常に明るいシーンにおいて絞り開放で撮りたいと

きなどは、最高速度1/16000秒の電子シャッターも選択可能。一瞬

の動きを切り取ります。

また、LX9はF1.4のレンズ特性を活かして、シャッタースピード

を速めに設定した高速シャッター撮影も可能です。

1/16000秒　F1.4　ISO125　（DMC-LX9）
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タッチ操作で簡単に探せるスライドフォトセレクト

再生画面で、撮影した4K PHOTOからタッチ操作で簡単に決定的瞬間

を探し出せます。

画面上部のバーで秒単位の
大まかな検索

1枚1枚の写真を素早く確認
して作品を選べます

シーンに合わせて撮影できる3つの「4K フォト」モード

4K連写：動きの速い被写体のベストな一瞬をとらえたいとき、
シャッターボタンを押している間、連写撮影。

4K連写（S/S）※2：いつ起こるかわからないシャッターチャ
ンスをとらえたいとき、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。

4Kプリ連写：シャッターチャンスの瞬間に合わせて撮りたいとき、
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。

秒間30コマ連写で決定的瞬間をとらえる「4K PHOTO」

「4K PHOTO」は秒間30コマ連写の連続した撮影※1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。連写速度を落とすことなく、長時間撮影が可能。また、連写中のシャッター音を消すことができ、静寂の中での撮影に効果を発揮します。

※1：「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。カード容量やバッテリーの持続時間に依存します。15分の連続記録時間　　
●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。 

決定的な瞬間をとらえる。撮ったあとに好きなフォーカス位置を選ぶ。記録が作品

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 6コマ目 7コマ目

秒間30コマ連写秒間30コマ連写
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フォーカスセレクトのしくみ

フォーカスを
自動で変化させ
ながら撮影

微調整バーで

さらに細かい

フォーカス

合わせも可能

フォーカスの
位置を検出

フォーカスポイント
を選んで保存

4Kフォト機能を活かし、フォーカスポイントを変えながら撮影。撮影後、好きなフォーカスポイントの写真を自由

に選べます。ピントが合っていなかったという失敗写真も減らせます。

撮影後に自由にフォーカス位置を選べて、ピントの範囲もコントロールできる
「フォーカスセレクト」＆「フォーカス合成」

制限があります。　※2：S/SはStart/Stopの略。 

になる。

ピント範囲を選べる2つの合成モード

［ 自動合成 ］

合成に適した写真をカメラが自動で選び、

1枚の写真に合成します。

［ 指定範囲合成 ］

ピントを合わせたい位置をタッチ操作で任意に指定し、

選択したピント範囲の写真を1枚の写真に合成します。

「フォーカスセレクト」

フォーカスセレクトモードを使って撮影後、フォーカス位置の異なる複数の画像を合成し、ピントの合った範囲を広げた写真

を作れます。また、花、昆虫、ミニチュア模型など被写界深度が浅くなりがちなマクロ撮影でもフォーカス位置を自由に操る

ことができるので新たな作品づくりが楽しめます。

「フォーカス合成」

指定したピント範囲での作品づくりができる

拡大

再生時にフォーカスポイントを合わせたい位置をタッチして写真を選択。

NEW

後ろピント 前ピント

（LX9）
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設定を自動的に変えながら撮る
ブラケット撮影

シャッターを押すと、自動的に設定を変えながら連続で撮影します。開始

時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、「フォー

カスブラケット」「露出ブラケット」「ホワイトバランスブラケット」を使って

撮影し、自宅などの大きなモニターで複数の画像を吟味して作品を選ぶ

ことができます。（TX1は、露出ブラケット/ホワイトバランスブラケット）

撮ったその場でスマホに転送してシェアできる
Wi-Fi®機能

撮影した写真やMP4動画を、撮ったその場でスマホやタブレットに転送

可能。※1「Panasonic Image App」をインストールすることで、スマホ

やタブレットから操作してSNSにアップし、感動の１枚を多くの友人と

シェアすることができます。

カメラ本体でRAW形式データをJPEGに変換
カメラ内RAW現像

本体内で、撮影したRAW形式データをJPEGに現像できます。WBや露出・

彩度など、さまざまな画質設定の調整が可能。サムネイルで仕上がりを段階

的に比較・確認してから現像できます。

きめ細かく、リアリティあふれる映像
4K動画記録

フルハイビジョンの4倍のきめ細やかさで記録できる4K（3840 ×2160）

動画撮影。高精細で臨場感ある映像を撮影することができます。※2   撮影した

4K動画は、本体とHDMIケーブルを使ってフルハイビジョンテレビでも再生

可能。フルハイビジョン動画より高い解像度で再現されるので、4K対応テレビ

でなくても4Kの映像美を楽しめます。

カメラを固定したままスムーズな動作を撮影
4Kライブクロップ

4Kで撮影しながらFHDに切り出すことで、パン/ズームイン/ズームアウト

の処理を加えた動画を残せます。

写真を撮る前に効果を選んで撮影できる、クリエイティブコントロール

撮影前にモニターで効果や構図を確認しながら、日常の風景をアートな作品

として残せます。強いコントラストで現実にはない劇的な雰囲気を描き出す

「インプレッシブアート」や、全体的に暗く落ち着いた雰囲気で明るい部分

を引き立てる「ローキー」、充実のモノクローム効果や「トイフォト」「ファン

タジー」「サンシャイン」など22種類のフィルター効果で、自分らしい写真

表現が演出できます。

「Panasonic Image App」
AndroidTM端末 /iOS端末に対応しています。

※1：RAW形式の写真・AVCHD動画・4KサイズのMP4動画の転送に対応していません。 ※2：連続記録可能時間は、最大15分です。 
●写真、イラストは効果を説明するためのイメージです。 ●AndroidTM及びGoogle Playは、Google Inc.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。 ●スマートフォンの画面は　　

多彩な表現効果。先進の4K動画やWi-Fi®に対応。

ダイナミックモノクロームソフトフォーカスサンシャイントイポップ

ハイダイナミック ローキーファンタジートイフォト

＋1/3 EV± 0 EV－1/3 EV

インプレッシブアート

SNSでシェア

露出ブラケットの例 スマホやタブレットに
転送

カメラを左右にふらずに被写
体をパン撮影することや、ズー
ム操作することなく、引きや
寄りの動画撮影ができます。

「Panasonic lmage App」は、Google PlayTMまたはApp Storeより入手す

ることができます。また、「Panasonic lmage 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。
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ポップアップ式フラッシュライト内蔵

照明を落とした室内や逆光時など被

写体が暗く写ってしまうシーンでも、

明るくキレイに撮ることができます。

アナログ感覚で直観的操作
コントロールリング＆ダイヤル（LX9/TX1）・絞りリング（LX9）

コントロールリング＆ダイヤルは、

シャッタースピードやステップズーム

などを設定して快適な撮影スタイル

を可能にします。LX9はレンズ鏡筒

に絞りリングを備え、直感的な操作

で絞りコントロールを楽しめます。

高画質性能をコンパクトボディに
手の中に収まるシームレスメタルケース

独自のプレス加工により、トップか

らフロントまで一体の繋ぎ目のない

シームレスなメタルケースを実現。

小型ボディながら、心地よい手触り

と堅牢性で毎日持ち歩きたくなる

上質感を演出します。

静電容量方式のタッチパネルモニター（LX9/TX1）
ローアングルも可能な180度チルト式（LX9）

高精細で明るい約104万ドットの3.0

型タッチパネルモニター。LX9は上

方向に180度チルトするので、ダイナ

ミックなローアングル撮影や、写りを

確認しながらの自分撮りに便利です。

LX9/TX1ともに静電容量方式のタッ

チパネルで、快適な操作を行えます。

明るい屋外でも視認性を確保できる
約117万ドット相当ＬＶＦ（TX1）

高い色再現性で被写体を映し出す

ファインダー（LVF）を搭載。日差し

の強い屋外でも視認性を確保し、

ズーム時でもカメラを構えて安定し

た撮影ができます。アイセンサーに

より、瞬時にモニターからの表示切

換えが可能です。

レンズバリア：電源オン/オフの際、自動で開閉してレンズを守ります。
撮りたい一瞬に素早く対応し撮影することができます。

USB充電：パソコンやモバイルバッテリーからも充電が可能。外出先
などでの充電時に便利です。

ハメコミ合成です。 ●画面デザインは変更になる場合があります。 ●撮影協力：国土交通省  首都圏外郭放水路 

表現力を手に入れる、優れた操作性と充実の機能。

レンズ部
HDMI端子
USB ／ CHARGE端子

セルフタイマーランプ/AF補助光ランプ
タッチパネルモニター
（180度チルト）

カード・バッテリー扉

三脚取り付け部

内蔵フラッシュ 電源スイッチ

ズームレバー

動画
ボタン

絞りリング

4Kフォトボタン

フォーカスセレクトボタン

モードダイヤル 後ダイヤル

コントロールリング

レンズ部
HDMI端子
USB ／ CHARGE端子

セルフタイマーランプ/AF補助光ランプ

タッチパネル
モニター

ファインダー

カード・バッテリー扉

三脚取り付け部

内蔵フラッシュ 電源スイッチ

ズームレバー

動画
ボタン

4Kフォトボタン

フォーカスセレクトボタン視度調整ダイヤル

アイセンサー

モードダイヤル 後ダイヤル

コントロールリング
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DMC-JJLT1610

〒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。

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
2016年10月30日現在のものです。

アプライアンス社

【MP4】 4K 30p:3840×2160 / 4K 24p:3840×2160 / FHD 60p:1920×1080 / 
　　　 FHD 30p:1920×1080 / HD 30p:1280×720
【AVCHD Progressive】 FHD 60p：1920×1080
【AVCHD】 FHD 60i：60i記録 / FHD 30p：60i記録（センサー出力 30コマ/秒） /FHD 24p：24p記録
【ハイスピード動画】 FHD：1920×1080（30fps）センサー出力120コマ/秒

動画撮影※4

2010万画素
DMC-LX9

マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光

約3ルクス（シャッター速度1/30秒）

1.0型 総画素数2090万画素 高感度MOSセンサー

静止画：60-1/2000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）

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
露出ブラケット

インテリジェントオート / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム / パノラマ（フィルター効果）
シーンガイド24種類　クリエイティブコントロール22種類

最大4倍（iAズーム時は最大2倍）

9枚羽根虹彩絞り　F1.4-11（W端）、F2.8-11（T端）　絞りブラケット

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・3・4 / 色温度設定　
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104万ドット TFTモニター　静電容量方式タッチパネル / 180度チルト式

最大6倍 / 最大6倍（3:2アスペクト、S時）

静止画：POWER O.I.S.　動画：5軸ハイブリッド手ブレ補正※8

絞り

手ブレ補正

測光方式

最低被写体照度（iローライト時）
フラッシュ撮影範囲
外部フラッシュ対応
記録画素数（静止画）
画質モード
連写撮影

撮像素子

iAズーム※1｠/ EX光学ズーム※2

カメラ有効画素数
主な定格

レンズ

合焦範囲

ホワイトバランス

モニター
̶ファインダー

○セルフタイマー

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

撮影モード

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

̶
・［3:2］ 設定時：5472×3648（20M）（L） / 3888×2592（10M）（M） / 2736×1824（5M）（S）
RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン /スタンダード

記録画像 ファイル形式 静止画: JPEG（DCF/Exif 2.3準拠）/ RAW　 動画: AVCHD Progressive / AVCHD / MP4
表示言語 日本語

ISOオート設定時：約0.5m～12.1m（W端時） / 約0.3m～6.0m（T端時）

メカシャッター時：高速（H）約10コマ/秒（AFS時） 電子シャッター時：超高速（SH）約50コマ/秒

入出力 USB:USB 2.0 High SPEED（マスストレージ/PTP）、（USB-microB） 　HDMI:microHDMI TypeD※9

Wi-Fi® ○
ワイヤレス転送部 IEEE 802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）

バッテリー撮影可能枚数 CIPA規格※10 約260枚※11

付属品 バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書

カード記録可能枚数（目安）※5 約720枚

カード記録可能時間（目安）※7 約36分（AVCHD：FHD/60p）、約9分（MP4：4K/30p）

バッテリー連続撮影可能時間※6 約60分（AVCHD/FHD/60pモード）、約70分（AVCHD/FHD/60iモード）、
約60分（MP4/4K/30pモード）、約80分（MP4/FHD/30pモード）

バッテリー実撮影可能時間※6 約35分（AVCHD/FHD/60pモード）、約35分（AVCHD/FHD/60iモード）、
約30分（MP4/4K/30pモード）、約40分（MP4/FHD/30pモード）

動画ファイル容量制限 AVCHD：FHD/30p,24pはカード容量に依存、他は29分59秒
MP4：4Kは15分、FHD60pは29分59秒、他はカード容量に依存

電源 リチウムイオンバッテリーパック（付属 7.2V/680mAh（4.9Wh））/ACアダプター（100～240V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SDXC / SDHCメモリーカード対応）

9群11枚（非球面12面6枚（2枚のEDレンズ含む）、超高屈折率UHRレンズ1枚）  LEICA DC VARIO-SUMMILUX 
光学3倍ズーム
f=8.8mm-26.4mm（35mm換算 24-72mm）/ F1.4-2.8

通常 / AFマクロ / ズームマクロ / マニュアルフォーカス
AFS（シングル） / AFF（フレキシブル） / AFC（コンティニュアス）
AF測距：顔・瞳認識 / 追尾 / 49点マルチ / カスタムマルチ / 1点 / ピンポイント
AFロック、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、フォーカスピーキング、フォーカスブラケット

オート / i.ISO / 125-12800 / 拡張ISO80 / 100 / 25600

【MP4】 4K 30p:3840×2160 / 4K 24p:3840×2160 / FHD 60p:1920×1080 / 
　　　 FHD 30p:1920×1080 / HD 30p:1280×720 / VGA 30p:640×480
【AVCHD Progressive】 FHD 60p：1920×1080
【AVCHD】 FHD 60i：60i記録 / FHD 30p：60i記録（センサー出力 30コマ/秒） / FHD 24p：24p記録
【ハイスピード動画】 FHD：1920×1080（30fps）センサー出力120コマ/秒

2010万画素
DMC-ＴＸ1

マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光

約9ルクス（シャッター速度1/30秒）

1.0型 総画素数2090万画素 高感度MOSセンサー

静止画：60-1/2000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）

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
オート（露出）ブラケット

インテリジェントオート / P / A / S / M / クリエイティブ動画 /カスタム / パノラマ（フィルター効果）
シーンガイド24種類　クリエイティブコントロール22種類

最大4倍（iAズーム時は最大2倍）

7枚羽根虹彩絞り　F2.8-8.0（W端）、F5.9-8.0（T端）

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・3・4 / 色温度設定　
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104万ドット TFTモニター　静電容量方式タッチパネル

最大20倍 / 最大20倍（3:2アスペクト、S時）

静止画：POWER O.I.S.　動画：アクティブモード　5軸ハイブリッド手ブレ補正※8

フィールドシーケンシャル方式 0.2型　約117万ドット相当　アイセンサー

○

通常：50cm（W端） / 70cm（T端） - ∞
AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画：5cm（W端） / 70cm（T端） - ∞

̶
・［3:2］ 設定時：5472×3648（20M）（L） / 3888×2592（10M）（M） / 2736×1824（5M）（S）
RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード

静止画:JPEG（DCF/Exif 2.3準拠） / RAW　 動画:AVCHD Progressive / AVCHD / MP4
日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル

ISOオート設定時：約0.6m～8.0m（W端時） / 約0.7m～3.8m（T端時）

メカシャッター時：高速（H）約10コマ/秒（AFS時） 電子シャッター時：超高速（SH）約50コマ/秒

USB:USB 2.0 High SPEED（マスストレージ/PTP）、（USB-microB） 　HDMI:microHDMI TypeD
○
IEEE 802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）

CIPA規格※10 約300枚※11

バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、ストラップアダプター、取扱説明書

約720枚

約36分（AVCHD：FHD/60p）、約9分（MP4：4K/30p）

約100分（AVCHD/FHD/60pモード）、約105分（AVCHD/FHD/60iモード）、
約90分（MP4/4K/30pモード）、約130分（MP4/FHD/30pモード）
約50分（AVCHD/FHD/60pモード）、約55分（AVCHD/FHD/60iモード）、
約45分（MP4/4K/30pモード）、約65分（MP4/FHD/30pモード）

AVCHD：FHD/30p,24pはカード容量に依存、他は29分59秒
MP4：4Kは15分、他は29分59秒または4GB

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（100～240V対応）
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SDXC / SDHCメモリーカード対応）

10群12枚（非球面9面5枚）　LEICA DC VARIO-ELMARIT 
光学10倍ズーム
f=9.1-91mm（35mm 判換算: 25-250mm）/ F2.8-5.9

通常 / AFマクロ / ズームマクロ / マニュアルフォーカス
AFS（シングル） / AFF（フレキシブル） / AFC（コンティニュアス）
AF測距：顔・瞳認識 / 追尾 / 49点マルチ / カスタムマルチ / 1点 / ピンポイント
アイセンサーAF、AFロック、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、フォーカスピーキング

オート / i.ISO / 125-12800 / 拡張ISO80 / 100 / 25600

-K（ブラック） -K（ブラック）

デジタルカメラ

DMC-LX9
オープン価格※

●約105.5×60.0×42.0mm（突起部を除く）
●約310ｇ（バッテリー、メモリーカード含む）
●約280ｇ（本体のみ）

デジタルカメラ

DMC-TX1
オープン価格※

●約110.5×64.5×44.3mm（突起部を除く）
●約310ｇ（バッテリー、メモリーカード含む）
●約268ｇ（本体のみ）

●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。

PHOTOfunSTUDIOは付属していません。Webサイトより
ダウンロードが可能です。http://panasonic.jp/dc/soft/

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。 ※1 撮影モードやメニュー設定によってはiAズームが使用できない場合があります。 ※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。撮影
モードやメニュー設定によってはEX光学ズームが使用できない場合があります。 ※3 撮影モードやメニュー設定によってはデジタルズームが使用できない場合があります。 ※4 インプレッシブアート、ソフトフォーカス、クロスフィルター時は動画撮影できません。 
※5 8GBメモリーカード使用時。最大記録画素数、JPEG、ファイン、3:2時の記録枚数です。 ※6 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、撮影の開始/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。 ※7 8GBメモリーカード使用時。 ※8 4K動画撮影時、5軸ハイブリッド手ブレ補正は使えません。 ※9 再生モード時以外は使用できません。 ※10 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 ※11 Panasonic
製SDメモリーカード使用。 ●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、Webサイトから「SILKYPIX® DeveloperStudioSE」をダウンロードして、パソコンにインストールしてください。http://www.isl.co.jp/
SILKYPIX/japanese/p/ ●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。 ●ELMARIT/エルマリート、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-ELMARITレンズ、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。 ●SDXCロゴはSD-3C,LLC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。 ●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. ●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、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。 ●その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●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。

別売オプションは、http://panasonic.jp/dc/compact/lx9/option.html（LX9）、http://panasonic.jp/dc/compact/tx1/option.html（TX1）をご覧ください。


