Micro Four Thirds Camera System

スマートフォンより、もっと綺麗に撮りたい。
旅先の風景やおいしい料理。
一眼カメラで、ちょっとこだわってみると
いつものシーンが、キラキラと輝きだした。
この喜びを、すぐに、みんなとシェア。
女の子の写真の楽しみ方を、知っている G F10。
私だけの魅力がどんどん磨かれていく。

私 を 私 ら し く

キレイな写真の撮り方、教えます。
今すぐ

Check!

LUMIX GF

P H O TO レシピ
W E Bで 公 開 中

旅先の美しい風景やスナップ、自分撮り。
ワンランク上のキレイな写真の撮り方がカンタンにマスターできます。
一眼ならではの撮影方法を動画で、わかりやすく紹介。
また、#Travel #Dai l y #W onder など 6 つのテーマの中から
撮りたい写真を選ぶと、LUMIX GF の多彩な機能を使った
写 真の撮り方の手 順やポイントをご覧いただけます。

一眼デビューのあなたへ！

動画でわかりやすい！すぐ撮れる！
ボカして撮る

一瞬を切り取る

カメラにまかせて撮る

and more!

# テーマ別で選べる！撮り方がもっとわかる！

好 きなフィルターで、
アートな 写 真に変身させる

クリエイティブ コントロール 。
素敵な花畑を、もっと暖かく。
光が差し込む効果で、太陽を入れたら、まるで絵本の世界のような一枚に！
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Creative
Control
日常の風景をおしゃれに仕上げる
「クリエイティブコントロール」。撮りたい
シーンに合わせて好みの効果を選んで、一味違った個性的な写真を撮る
ことができます。選べる効果は22種類。光が差し込むような雰囲気をつくる
「サンシャイン」
や意外な発色で、独特の世界観を演出する
「クロスプロセス」。
全体を少しぼかし、柔らかい雰囲気に仕上げる
「ソフトフォーカス」など、
魅せる写 真づくりに欠かせない効 果が盛り沢山。撮 影 時にモニターで
効果を見ながら、効果の強さや色合いなどの調整もできるので、
より印象的
な一枚が完成します。

ファンタジー

ワンポイントカラー

クロスプロセス

サンシャイン

クロスプロセス

ソフトフォーカス

セルフィー で
最高の表 情を キャッチ！
プレゼントでもらった花束。
可愛くて、うれしくて…。
とっておきの笑 顔で、
お花と一 緒に！
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selec

t!

驚きの自分 撮りができる「４K セルフィー」

連 写した写 真の中から、タッチで
かんたんにベストショットを選べる
「スライドフォトセレクト」。自分で
も見 たことがない 最 高 の 表 情 を
見つけることができます。

ルミックス GF10 なら、一眼らしい高画質の自分撮りは
もちろん、特別な自分撮りも。1 秒間に 30 枚の写真を撮る
4K 連写※1 を使った「4K セルフィー」や「夜景セルフィー※2」
など、いろんな自分撮りが楽しめます。

より広い範 囲の撮影ができる

広 角４K セルフィー ※3
レンズの画角を活かしながら※4自分撮りができる
ので、風景を広く入れて撮ることができます。旅先
での撮影で大活躍。

撮影した後に
エステ・メイク 効果でキレイに 魅せる

ビュー テ ィ レ タッチ ※ 5
「 エステレタッチ」
「 ベースメイク」
「メイクアップ
レタッチ」
「スマイル 」の４種 類 の 豊 富 な機 能 の
中から好きな効果を選び、組み合わせることが可能。 ［元画像（ビューティレタッチ前）］

［エステレタッチ ＋ ベースメイク］

［メイクアップレタッチ ＋ スマイル］

※1「4Kフォト」モードによる連写撮影時は microSDXC/microSDHCメモリーカード UHS-I U3（ UHS Speed Class 3）
をご使用ください。 ※2 夜景&自分撮りモード。 ※3 自分撮りモード時のみ選択可能。
4K連写（広角）選択時。連写速度は、秒間15コマとなります。 ※4 レンズによって異なります。 ※5 眼鏡をかけている場合や顔の検知がうまくできない場合、
レタッチができないことがあります。

ピント位置は、
撮った 後から自由に選ぶ

フォーカスセレクト 。
食べるのがもったいないスイーツ。
もっとおいしそうに見せるピント位置を、
撮った後から、じっくり悩んで決定！
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Focus Select
４Kフォト機能を活かして、好きな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」。
撮影時にピント位置に悩んだり、
ピンボケの失敗写真を減らせます。

ピントを変えながら撮 影

撮影した写真を合成して
フォーカス範囲を調整できる

フォー カス 合 成
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 真を作ることができます。カメラが合 成に適した写 真を自動
判 別して合 成する「自動 合 成 」、タッチ操 作で指 定した範 囲を合 成する
「指定範囲合成」の2つのモードがあります。

手前にピント

奥にピント

「指定範囲合成」

とっておきの可愛い 瞬 間と出会う

４K 連 写 。
動き回って、上手に撮らせてくれない猫ちゃん。
高速連写を使ったら、キュンとする
チャーミングな 一瞬をゲット！
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4K Photo
１秒間に３０枚の写真を撮る※1「4K PHOTO」
なら、一瞬の魅力的な
表情をしっかりキャッチ。高解像度だから、
自然や動物たちの偶然の
動きなども美しく、鮮やかにとらえて、
「いいね！」
がもらえる印象的な
写真を撮ることができます。

最高の一瞬を
手に入れる。

撮影を楽しんだ後は、
「スライドフォトセレクト」
で、
いちばんの表情を選ぶことができます。

撮影シーンに合わせて 選 べる4 つの 4 K PHOTOモード

4 K 連 写（ S / S ）※ 2

4K連写
シャッターボタンを押している間、連写撮 影。

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。

4 K プリ連 写

※3

シャッターボタンを押した瞬 間 の前 後

4 K 連 写（ 広 角 ）※ 4
4 K 連写（広角）を選択すると、よりワイドな画角で連写撮影。

約 1 秒（3 0コマ）を 連 写 撮 影 。

※1「4K フォト」モードによる連写撮影時は microSDXC/microSDHC メモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。※2 S/S は Start/Stop の略。※3 4K プリ連写に設定している
ときは、バッテリーの消耗が早くなり、本機の温度も上昇します。
撮影するときだけ 4K プリ連写に設定してください。※4 自分撮りモード時のみ選択可能。
連写速度は、秒間 15 コマとなります。
●操作音を発しないサイレントモードでも撮影できます。●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電源が切れる場合があります。
本機の温度が下がるまでお待ちください。

驚くほど 一眼の

キレイは違う 。

1600万画素の高画質、最高感度ISO25600。解像力と高感度で、滑らかな階調から
精緻なディテールまで、
より忠実に被写体をとらえることができます。想像以上に美しく、
被写体を鮮明に映し出し、隅々まで精緻な解像感を描写します。

みんなとシェア 。

撮ったら、すぐに、

スマートフォン 画 面 からリモート操作

カメラ内の画像をかんたんにスマホへ

パナソニックのスマートフォン用アプリ「Panasonic Image App 」を

パスワード入力なしで、スマートフォン / タブレットへかんたんに W i-Fi

使 えば 、カメラで 撮 影した写 真や 動 画をワイヤレスで お手 持ちの

接続ができます。

スマートフォンやタブレットに転送できます。また、スマートフォンや
タブレットから、シャッターを切るなどのリモート撮影も可能です。

「Panasonic Image App」
は、
Google Play または App Store より
入手することができます。

Panasonic Image App

テクニックいらずで、思い通りの撮 影をサポート

色や彩 度などが調整できる

かんたんキレイに撮れる

フォトスタイル

お ま か せ ｉＡ

リアリティあふれる映 像

４Ｋ動 画 撮 影

鮮やかに色を表現する「ヴィヴィッド」や、

料理や風景・夜景、花の接写など、
カメラが

フルハイビジョン映 像の4 倍のきめ細や

本格的なモノクロ撮影を可能にする
「L.モノ

被写体を自動認識。それぞれの被写体に

かさで記録できる4K動画撮影に対応※1 。

クローム」など全8種類｡印象を強めた写真

合 ったモ ードに 調 整 するので、手 軽 に

これまで撮ったことのないような、高精細

づくりができます。

キレイに撮ることができます。

で臨場感ある映像が撮影できます。

●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。Wi-Fi・WPA・WPA2は、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。●Google PlayはGoogle Inc. の商 標または登 録商標です。
●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
［Panasonic Image Appについて］●LUMIX GF10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（2021年 4月現在）Android 用 : Android OS 4.4以上 iPhone用 : iOS 9.3以上 詳しくは、サポートサイトでご確認ください。http://panasonic.jp/support/software/image̲app/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。
※1 ［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5分までです。microSDHC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）。microSDXC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microSDHC/SDXC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電源が切れる場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。

撮 り た い も の に 合 わ せ て 選 べ る 。 2 つ の W キ ット 。

キレイなボケ味を

旅先で遠くのものを

楽しみたい方におすすめ

撮影したい方におすすめ

-D（オレンジ）

-D（オレンジ）

-W（ホワイト）

-W（ホワイト）

-K（ブラック）

-K（ブラック）

Wレンズキット
標準ズーム
12-32mm

＋

Wズームキット

単焦点
25mm

標準ズーム
12-32mm

＋

望遠ズーム
35-100mm

新しい 世界が広がる 。

レンズを変えたら、

小さなものを大きく撮る

1/125秒、
F2.8、
ISO200

美しいボケ味が楽しめる

©Miho Comuro

1/250秒、F2.0、ISO200

F2.8の美しいボケ味が楽しめるマクロレンズ。

©Miho Comuro

明るい大口径F1.7の中望遠レンズ。

肉眼では見えない世界をとらえることができ

日 常 スナップ や 風 景 など、幅 広 い

ます。

シーンで活躍します。
-K（ブラック）

-S（シルバー）

（別売）
メーカー希望小売価格

62,700円（税込）

（別売）
メーカー希望小売価格

55,000円（税込）

※1 撮影距離が約0.7mより近距離になるにしたがい、
手ブレ軽減効果は徐々に減少します。 ※2[ ]内の数値は35mm判換算の場合。

Lens
キレイに撮るために
知っておきたい

レンズの基礎知識

レンズの種類をあらわす時に、
「何mmのレンズ」
といいますが、
これを焦点距離といい

撮影できる距離、
焦点距離とは？

ます。
その違いで、撮れる写真の範囲が変わります。数字が小さいほど広い範囲をと
らえることができ、大きいほど遠くの物を大きくとらえることができます。焦点距離が短
く、広い画角のレンズを
「広角レンズ」
といい、焦点距離が長く、狭い画角のレンズを
「望遠レンズ」
といいます。

広く写る

大きく写る

数値が小さいほど、明るいレンズということです。F値が小さいレンズは、暗所での撮影

レンズの明るさを
決める F 値とは？

に強く、背景を大きくぼかすことができます。
また、
ピントの合っている範囲のことを、
被写界深度といいます。焦点距離が長い、
またはF値が小さいほど、被写界深度は
浅くなり、焦点距離が短い、
またはF値が大きいほど深くなります。被写界深度が浅いと、
背景をぼかして被写体を引き立てる表現が楽しめます。

ボケ味が出る

ピントが合う

LUMIX GF10 システムチャート

ルミックスネットワーク
レンズリアキャップ
DMW-LRC1

レンズキャップ
DMW-LFC37B
DMW-LFC37A
DMW-LFC37
DMW-LFC46
DMW-LFC52
DMW-LFC58A
DMW-LFC62
DMW-LFC67

三脚アダプター
DMW-TA1

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

BD/DVD レコーダー

液晶テレビ

付属品

ロングショルダーストラップ
DMW-SSTG6

ショルダーストラップ
DMW-SSTG1

DC-GF10W/
DC-GF10WA付属レンズ
LUMIX G VARIO
12-32mm/F3.5-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.
H-FS12032

USB＊
接続ケーブル

パソコン

microSDカード
microSDHCカード
microSDXCカード

HDMIマイクロケーブル

DC-GF10W付属レンズ
LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH.
H-H025
DC-GF10WA付属レンズ
LUMIX G VARIO 35-100mm /
F4.0-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S.
H-FS35100
ボディケース・
ストラップキット
DMW-BCSK8

マイクロ
フォーサーズ
レンズ

ソフトバッグ
DMW-CZ18

M マウントアダプター
DMW-MA2M

ショルダーストラップ

バッテリー
パック
DMW-BLH7

バッテリーチャージャー
DMW-BTC12
ACアダプター、
USB接続ケーブル
（チャージャー用）
付き

DCカプラー
DMW-DCC15A

LEICA
M マウント
レンズ

ACアダプター
DMW-AC10

ACアダプター

バッテリーパック

＊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。 ●フォーサーズ™、
マイクロフォーサーズ™及びフォーサーズロゴマーク、
マイクロフォーサーズロゴマークはオリンパス
（株）
の日本・米国・
EU・その他各国の商標または登録商標です。●microSDXC、microSDHCロゴはSD-3C, LLC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。

別売ストラップキット

ボディケース・ストラップキット

DMW-BCSK8

※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 74g
DMW-BCSK8-T（ブラウン）

DMW-BCSK8-W（ホワイト）

※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。

〈推奨メモリーカード〉

microSDXCカード 64GB

microSDHCカード 32GB
※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。

対応ソフト
（ダウンロード提供）PHOTOfunSTUDIO の推奨環境

対応ソフト
（ダウンロード提供）
パソコンでの多彩な編集もかんたん

PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
[動画編集]
● 4K動画からのクロップ機能に対応
● 4K動画の再生や編集が可能
● ショートムービーが作成可能
● Wi-Fi®で送信した画像の管理・共有が可能
● AVCHD動画の再生や編集、
DVDへの保存も可能

[写真編集]
● 自分好みのBGM付きスライドショーが可能
● 写真もムービーもシーンモードごとに

カテゴリ分類が可能

Pentium®III 1GHz以上 ■4K動画の再生、編集機能ご利用時の推奨環境：Intel®CoreTM i7 3.5GHz以上 ■対応
OS ： Microsoft® Windows® 7 Starter Service Pack 1（32bit）/Home Basic Service Pack 1（32bit/64bit）/
Home Premium Service Pack 1
（32bit/64bit）
/Professional Service Pack 1
（32bit/64bit）
/Ultimate Service
Pack 1（32bit/64bit）、Microsoft® Windows® 8（32bit/64bit）/Pro（32bit/64bit）、Microsoft® Windows® 8.1
（32bit/64bit）
/Pro
（32bit/64bit） ※4K動画で
（32bit/64bit）
/Pro
（32bit/64bit）
、
Microsoft® Windows® 10Home
（32bit）
：
編集機能をご利用の場合、Windows® 7/8/8.1/10の64bit版OSが必要 ■メモリ： Windows® 7/8/8.1/10
®
（64bit）： 2GB以上
（4K動画機能ご利用時は8GB以上を推奨） ■ディスプレイ：
1GB以上、Windows 7/8/8.1/10
High Color（16bit）以上（32bit 以上を推奨）、
デスクトップ領域1024×768以上（1920×1080 以上を推奨）、
ビデオ
メモリ256MB以上を推奨、
Direct 3Dアクセラレータ使用可能、
4K動画の再生機能をご利用の場合、
4K動画のハードウェア
デコードに対応したビデオカードが必要、4K動画の再生・編集には2GB以上のビデオメモリーが必要 ■ハードディスク ：
450MB 以上の空き容量
●PHOTOfunSTUDIO 9.9 PEで、動画を取り扱う場合は、処理能力の高いパソコンでのご利用をおすすめいたします。
また、当社製デジタルカメラ
（LUMIX）
で撮影した動画データをパソコンで扱う場合は、
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PEをご使用
ください。他社製ソフトなどで編集等を行うと、当社製デジタルカメラ
（LUMIX）
での再生が行えない場合があります。 ●推奨
環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。Windows 7 Enterprise、Windows 8 Enterprise、
Windows 8.1 Enterpriseでは、
動作は保証しません。Windows 3.1/95/98/98SE/Me、
Windows NT、
Windows 2000、
Windows XP、Windows VistaおよびWindows RTには対応しておりません。1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続
した場合や、USBハブやUSB延長ケーブルで接続した場合は、動作を保証しません。マルチブート環境には対応していま
せん。マルチモニター環境には対応していません。OSのアップグレード環境での動作は保証しません。

DC-GF10の主な定格
型式

撮像素子

静止画
記録形式

型式

レンズ交換式デジタル一眼カメラ

デジタルズーム

2倍 / 4倍

記録媒体

microSDメモリーカード / microSDHCメモリーカード※1 / microSDXCメモリーカード※1

EX テレコン
（写真）

最大 約2.0倍
（記録画素数[ EX S ]選択時）

レンズマウント

マイクロフォーサーズマウント

EX テレコン
（動画）

約2.4倍：[FHD] / 約3.6倍：[HD]

形式

4/3型Live MOSセンサー

水準器表示

○

カメラ有効画素数

1600万画素

オートレビュー

時間: OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド

アスペクト比/カラーフィルター方式

4:3 / 原色カラーフィルター

防塵対応

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）

静止画

静止画 ファイル形式

JPEG
（DCF/Exif2.3準拠）
、RAW※2
（Panasonic独自）
、MPO
（3D写真）

4K PHOTO ファイル形式

4K PHOTO:MP4 / 画像選択後:JPEG

クリエイティブ
コントロール

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）

画像横縦比

4:3、3:2、16:9、1:1

動画

記録画素数
（静止画）

[4:3]設定時：4592×3448（L）、3232×2424（M）、2272×1704（S）、3328×2496（4K PHOTO）、1824×1368（3D）
[3:2]設定時：4592×3064（L）、3232×2160（M）、2272×1520（S）、3504×2336（4K PHOTO）、1824×1216（3D）
[16:9]設定時：4592×2584（L）、3840×2160（M）、1920×1080（S）、3840×2160（4K PHOTO）、1824×1024（3D）
[1:1]設定時：3424×3424（L）、2416×2416（M）、1712×1712（S）、2880×2880（4K PHOTO）、1712×1712（3D）

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 / 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 /
トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※20 / ファンタジー / ワンポイントカラー

画質モード
（クオリティ）

RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード
別売3Dレンズ装着時は、MPO+ファイン、
MPO+スタンダードのみ

動画フォーマット

MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD

音声フォーマット

MP4:AAC
（2ch）
、AVCHD:Dolby Audio
（2ch）

MP4※3

[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

色空間

sRGB / Adobe RGB

動画
記録形式

フォーカス

AVCHD Progressive※4
AVCHD※4

[FHD]
[FHD]
[FHD]
[FHD]

オートフォーカス方式、
フォーカスモード

、
[AFS
（シングル）
] / [AFF
（フレキシブル）
] /
映像検出によるTTL方式
（コントラストAF※5）
[AFC（コンティニュアス）] / [MF]（メニュー切換え）

AF測距検出範囲、
AFモード

60p記録, 28Mbps
60i記録, 24Mbps
（センサー出力 30コマ/秒）
60i記録, 17Mbps
24p記録, 24Mbps

○/○

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
EV 0〜18
（F2.0レンズ、ISO100換算）

撮影モード

※6
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）/
パノラマ / シーンガイド※7 / キッズモード / 人物 / クリエイティブコントロール※8 / 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＋）

自分撮りモード

撮影機能

夜景&自分撮り、美肌、
フィルター
（ポップ/レトロ/ハイキー/モノクローム/トイフォト）、
背景コントロール（ぼかし/くっきり）、スリム、
シャッター
（タッチ/フェイス/フレンドリー）、
撮影枚数・カウントダウン設定、4Kフォトモード対応（4K連写/4K連写（S/S）/4Kプリ連写/ 4K連写（広角））

自分撮りパノラマ

○

ビューティレタッチ ※26

撮影モード時

再生モード時

○
（エステレタッチ
（肌透明感/テカリ除去/ホワイトニング/シェイプアップ/デカ目）
、
ベースメイク、
メイクアップレタッチ
（リップカラー/チークカラー/アイシャドウ）
、
スマイル）
撮影：ボケ味コントロール
（インテリジェントオートプラス
［i A＋］/ クリエイティブコントロール※27）
、
色合いコントロール
（インテリジェントオートプラス
［iA＋］
）
、明るさコントロール
（インテリジェント
オートプラス
［iA＋］
）
、
フォーカスセレクト、
フィルター設定、iDレンジコントロール、超解像、i手持
※28
※29
ち夜景、iHDR 、HDR 、多重露出、
インターバル撮影、
コマ撮りアニメ、パノラマ設定、
デジタル赤目補正、ISO感度上限設定、ISO感度ステップ、長秒ノイズ除去、
シェーディング
補正、回折補正、個人認証、
プロフィール設定
動画 ：フィルター設定、
スナップムービー、
動画撮影中静止画撮影、
AF連続動作、
iDレンジコ
ントロール、超解像、回折補正、
フリッカー軽減、
マイクレベル表示、
マイクレベル設定、風音
キャンセラー
カスタム：サイレントモード、
AF/AEロック切換、
AF/AEロック維持、
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、
ピンポイントAF時間、
ピンポイントAF表示、
フォーカス/レリー
ズ優先、
AF+MF、
MFアシスト、
MFアシスト表示、
MFガイド、
ピーキング、
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、
モノクロライブビュー、常時プレビュー
（M
モード）、露出メーター、
ダイヤル操作ガイド、記録枠表示、残枚数/残時間切換、
オートレ
ビュー、
Fnボタン設定、
レンズ位置メモリー、
Q.MENU、
動画ボタン、
パワーズームレンズ、
フォー
カスリング無しレンズ、
タッチ設定、
タッチ再生送り速度、
メニューガイド、
レンズ無しレリーズ
スライドショー、再生モード、位置情報記録、RAW現像、4Kフォト一括保存、
フォーカス
合成、比較明合成、
クリアレタッチ、
タイトル入力、文字焼き込み、動画分割、
インターバル
動画作成、
コマ撮りアニメ作成、
リサイズ
（縮小）
、
トリミング
（切抜き）
、画像回転、縦位置自動
回転、
お気に入り、
プリント設定、
プロテクト、認証情報編集、画像表示順

ISO感度（標準出力感度）

オート/ インテリジェントISO / 100※9 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /
12800 / 25600（1/3 EVステップに変更可能）

マイク

○
（ステレオ）

露出補正

1/3 EVステップ ±5EV

スピーカー

○
（モノラル）

AEロック

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

表示言語

日本語

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

プリンター連携

ホワイトバランスブラケット

撮影枚数 3 枚

インターフェース

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

ホワイトバランス
形式

電子制御式単幕フォーカルプレーンシャッター / 電子式シャッター

シャッター速度

静止画 : T
（タイム）
最大約60秒、60〜1/16,000秒
（シャッター方式自動切換）
動 画 : 1/25〜1/16,000秒

セルフタイマー

2秒 / 10秒 / 10秒 3枚

連続撮影速度
連写撮影
最大撮影コマ数

ワイヤレス転送部

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（AFS時）
（電子先幕時） / 約5コマ/秒
（AFC時）
、低速
（L）
: 約2コマ/秒
電子シャッター時/ 高速（H）:約10コマ/秒（AFS時）/ 約6コマ/秒（AFC時）、中速（M）:約4コマ/秒（AFS時）
/ 約6コマ/秒（AFC時）、低速（L）: 約2コマ/秒

（プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）
PictBridge対応※30
USB

USB 2.0
（High SPEED）
対応 Micro-B

HDMI端子

micro HDMI TypeD

準拠規格

IEEE 802.11b/g/n
（無線LAN標準プロトコル）

（1ch〜11ch）
使用周波数範囲（中心周波数） 2,412MHz〜2,462MHz
暗号化形式

Wi-Fi準拠

アクセス方式

インフラストラクチャーモード

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-DCC15Aが必要です。

静止画撮影可能枚数※31

CIPA規格 ※32：
約210枚（DC-GF10W付属レンズ12-32mm使用時、付属バッテリーパック）
約210枚（DC-GF10W付属レンズ25mm使用時、付属バッテリーパック）
約210枚（DC-GF10WA付属レンズ35-100mm使用時、付属バッテリーパック）

連続撮影可能時間※33

約40分（DC-GF10W付属レンズ12-32mm使用時、MP4（4K/30p）)
約40分（DC-GF10W付属レンズ25mm使用時、MP4（4K/30p）)
約40分（DC-GF10WA付属レンズ35-100mm使用時、MP4(4K/30p))
約60分（DC-GF10W付属レンズ12-32mm使用時、AVCHD(FHD/60p))
約60分（DC-GF10W付属レンズ25mm使用時、AVCHD(FHD/60p))
約60分（DC-GF10WA付属レンズ35-100mm使用時、AVCHD(FHD/60p))

実撮影可能時間※33

約20分（DC-GF10W付属レンズ12-32mm使用時、MP4（4K/30p）)
約20分（DC-GF10W付属レンズ25mm使用時、MP4（4K/30p）)
約20分（DC-GF10WA付属レンズ35-100mm使用時、AVCHD(4K/30p))
約30分（DC-GF10W付属レンズ12-32mm使用時、AVCHD(FHD/60p))
約30分（DC-GF10W付属レンズ25mm使用時、AVCHD(FHD/60p))
約30分（DC-GF10WA付属レンズ35-100mm使用時、AVCHD(FHD/60p))

RAW/RAW+JPEG連写 ： 15コマ以上（速度が遅くなるまで、当社測定条件による）
JPEG連写 ： 100コマ以上（速度が遅くなるまで、当社測定条件による）

4Kフォトモード※10

※11
※11 ※12
4K連写※11 / 4K連写（S/S）
/ 4Kプリ連写 : 30コマ/秒 / 4K連写（広角）
: 15コマ/秒

フォーカスセレクト

○

最低被写体照度※13

DC-GF10W/DC-GF10WA付属レンズLUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. /
MEGA O.I.S.装着時 : 約9lx
（iローライトモード時、
シャッタースピード1/30秒時）
DC-GF10W付属レンズLUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.装着時 : 約5lx
（iローライトモード時、
シャッタースピード1/30秒時）
DC-GF10WA付属レンズLUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
装着時 : 約12lx
（iローライトモード時、
シャッタースピード1/30秒時）

フラッシュ

シーンガイド

人物の肌をきれいに撮る / 逆光でふんわり撮る / ほのぼのした雰囲気で撮る / 風景をきれ
いに撮る / 青空をさわやかに撮る / 夕焼けを幻想的に撮る / 夕焼けを印象的に撮る / 水
面をキラキラ撮る※23 / 夜景をきれいに撮る / 夜空をクールに撮る / 夜景を暖かく撮る / 夜景
をアーティスティックに撮る※24 / イルミネーションをキラキラ撮る※23 / 夜景を手持ちで撮
る※25 / 夜景をバックに人物をきれいに撮る※24 / 花をふんわり撮る※23 / 料理をおいしそ
うに撮る / スイーツをかわいく撮る / 動くペットをきちんと撮る / スポーツをきれいに撮る /
モノクロで撮る

その他の機能

測光範囲

ブラケット

モニター

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 / 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※21 / 色調※21 / フィルター効果※22）

EV −4〜18
（ISO100換算）
、
オートフォーカスモード： 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

AF補助光 / AFロック

露出制御

シャッター

1920×1080,
1920×1080,
1920×1080,
1920×1080,

フォトスタイル

電源

形式 / 視野率

アスペクト比3：2 / 3.0型 / 約104万ドット可動式モニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100%

内蔵フラッシュ

TTL調光内蔵ポップアップ式 GN5.6相当
（ISO200・m）
、GN4.0相当
（ISO100・m）

発光モード

TTL

フラッシュモード

オート※14 / 赤目軽減オート※14 / 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）

外形寸法（突起部を除く） 幅 約106.5mm x 高さ 約64.6mm x 奥行 約33.3mm
外形寸法・質量

フラッシュ発光量調整

1/3 EVステップ

フラッシュ同調速度

1/50秒以下

最大±2EV

フラッシュ撮影範囲

約0.4m〜約4.5m
（ワイド端）
、約0.3m〜約2.8m
（テレ端）
（DC-GF10W付属レンズ
12-32mm / F3.5-5.6装着時、
［ ISO AUTO］
［
、ISO 感度上限設定］
を
［OFF］
に設定時）

WPA™ / WPA2™

質量

約270g（ 本体、バッテリー、
メモリーカード含む）、約240g（ 本体のみ）、
約337g（ DC-GF10W付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、
メモリーカード含む）
約392g（ DC-GF10W付属レンズ25mm、本体、バッテリー、
メモリーカード含む）
約405g
（DC-GF10WA付属レンズ35-100mm、本体、
バッテリー、
メモリーカード含む）

動作環境
（使用可能温度 / 湿度）

0〜40 ℃ / 10〜80 ％

対応ソフト
（ダウンロード提供）

PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE※34 ※35、SILKYPIX® Developer Studio SE※34、
LoiLoScope -体験版-※34

付属品

DC-GF10W：バッテリーパック
（7.2V）
、ACアダプター、USB接続ケーブル、
ショルダーストラップ、
交換レンズ×2、
レンズフード、
レンズキャップ×2、
レンズリアキャップ、
デコレーションリング、取扱説明書
DC-GF10WA：バッテリーパック
（7.2V）、ACアダプター、USB接続ケーブル、
ショルダーストラップ、
交換レンズ×2、
レンズフード、
レンズキャップ×2、
レンズリアキャップ、取扱説明書

※1 UHS-I スピードクラス3
（U3）
規格 microSDHC/SDXCメモリーカード対応。※2 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®
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/ ※3 [画質設定]のサイズが[FHD]、
[HD]のMP4動画の場合
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）
：連続記録時間が30分を超える場合やファイルサイズが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）
。
ただし、[FHD/60p]で動画を連続で撮影できる
のは最大20分までです。[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5分までです。microSDHC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）
。microSDXC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microSDXC/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電源が切れる場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。※4 [画質設定]が
[FHD/28M/60p]、
[FHD/17M/60i]の場合は、
連続記録時間が20分を超えると撮影が停止します。
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されます。※5「コントラストAF」対応のレンズについ
てはサポートページをご覧ください。 ※6 Pモード時プログラムシフト可能。 ※7 シーンガイドモード時は、
カメラが自動で最適に調整するため、
フォトスタイルの画質調整以外の項目、
ISO感度、
フィルター設定、
測光モード、
HDR、多重露出、
デジタルズームの設定はできません。 ※8「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。 ※9 拡張ISO設定時。 ※
10 シーンガイドモードの[水面をキラキラ撮る]/[夜景をアーティスティックに撮る]/[イルミネーションをキラキラ撮る]/[夜景を手持ちで撮る]/[夜景をバックに人物をきれいに撮る]/[花をふんわり撮る]、
クリエイティブコントロ
多重露出設定は無効になります。 ※11 microSDHCメモリーカード使用時 ： ファイルサイズが
ールモードの[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]、
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）
。 ※12 自分撮りモード時のみ選択可能。※13 最低被写体照度は参考値です。※14 iA、
iA+のみ。※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。※16 EXテレコン
（写真）
、
デジタルズーム時は使用できません。※17 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、
デジタルズーム、
スナップムービー、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。 ※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、
動画撮影時は使用できません。※20 動画に音声は録音されません。画質設定のサイズが[4K]の動画の場合は、
画質設定の設定が自動的に
［FHD］
に切り換わります。
「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）
。※21 [モノクローム]、[L.モノクローム]選択時、[色調]、
それ以外では[彩度]が表示されます。※22 [モノクロ
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。 ※24 4Kフォトモード、
フォー
ーム]、
[L.モノクローム]のみ[フィルター効果]が表示されます。 ※23 ホワイトバランスブラケット、
連写、
4Kフォトモード、
カスセレクトモード時は使用できません。 ※25 EXテレコン
（写真）
、
クオリティ[RAW+ファイン][RAW+スタンダード][RAW]、
ホワイトバランスブラケット、連写、
4Kフォトモード、
フォーカスセレクトモード、
インターバル撮影、
コ
マ撮りアニメ([自動撮影]設定時のみ)、
ブラケット撮影、ISO感度上限設定時は使用できません。 ※26 眼鏡をかけている場合や顔の検知がうまくできない場合、
レタッチができないことがあります。※27「ジオラマ」
で撮影
する場合、
ボケ味コントロール機能は使用できません。※28 自分撮りモード、
フラッシュ撮影、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、
クオリティ[RAW+ファイン][RAW+スタンダード][RAW]、
EXテレ
コン
（写真）
設定、
インターバル撮影、
コマ撮りアニメ(自動撮影設定時)撮影時は使用できません。 ※29 自分撮りモード、
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、
クオリティ[RAW+ファイン] [RAW+
スタンダード] [RAW]、
インターバル撮影、
コマ撮りアニメ(自動撮影設定時)撮影時は使用できません。※30 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。※31 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。※32 Panasonic製microSDHCメモリーカード使用。※33 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。 ※34 指定のURLからダウンロードが
できます。※35「PHOTOfunSTUDIO 9.9 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、
DC-GF10のRAWファイルに対応したソフトウェア
（ダウンロード）
「SILKYPIX® Developer Studio SE」
をご使用ください。●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 ●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/AVCHDおよびAVCHD Progressive/AVCHD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。●Wi-Fi、
WPA、WPA2はWi-Fi Alliance®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。機能詳細を説明した活用ガイドはWEBサイトからの提供となります。

■各部名称
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1. セルフタイマーランプ / AF補助光ランプ

9. スピーカー

17. 動画ボタン

25. 撮影距離基準マーク

2. レンズ取り付けマーク

10.［REC. SETTING RESET］ボタン

18.［再生］ボタン

26. 内蔵フラッシュ

3. センサー

11. フラッシュオープンレバー

19.［HDMI］端子

27. 充電ランプ / Wi-Fi 接続ランプ

4. マウント

12.［消去 / クイックメニュー / 戻る / Fn2］ボタン

20.［USB / CHARGE］端子

28.［4Kフォトモード / Fn1］ボタン

5. レンズロックピン

13.［MENU / SET］ボタン

21. ステレオマイク

29. モードダイヤル

6. レンズ取り外しボタン

14.［DISP.］ボタン

22. 電源スイッチ

7. ショルダーストラップ取り付け部

15. コントロールダイヤル

23. シャッターボタン

8. タッチパネル / モニター

16. カーソルボタン

24.［フォーカスセレクト / Fn3］ボタン

デジタル一眼カメラ／ダブルレンズキット

デジタル一眼カメラ／ダブルズームレンズキット

DC-GF10W

DC-GF10WA オープン価格 ※

オープン価格 ※

-W（ホワイト）

-K（ブラック）

-W（ホワイト）

-D（オレンジ）

-K（ブラック）

-D（オレンジ）

●付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.

●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.

●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（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/AVCHDおよびAVCHD
Progressive/AVCHD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。●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。●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴ
は、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。Wi-Fi・WPA・WPA2は、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。●microSDXC、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●画像、イラストは効果
を説明するためのイメージです。●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。※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。

■静止画撮影枚数・動画記録時間（目安）

GF10

: ファイン

8 GB（microSDHCメモリーカード）

microSDメモリーカード容量
クオリティ
アスペクト設定 / 記録画素数

4:3

動画
記録時間＊2

16GB（microSDHCメモリーカード）

RAW＊1
（同時記録）

RAW＊1
（同時記録）

L 4592×3448

約270枚

約900枚

約550枚

M 3232×2424

約320枚

約1650枚

約640枚

S 2272×1704

約340枚

約2820枚

約700枚

AVCHD/28M/60p
（1920×1080）
MP4/100M/30p
（3840×2160）

約1810枚
約3320枚
約5670枚

約36分
（FHDモード）

（FHDモード）
約1時間10分

約9 分

約2 0 分

＊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、
ソフトウェア
「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。 ＊2 [画質設定]のサイズが[FHD]、
[HD]のMP4動画の場合：連続記録時間が30分を超える場合やファイルサイズが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）。
ただし、[FHD/60p]で動画を連続で撮影できるのは最大20分までです。[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5分までです。microSDHC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）。microSDXC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microSDXC/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電源が切れる場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。●4K動画撮影の際には、UHSスピードクラス3（U3）のmicroSD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。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

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
〒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。

このカタログの記載内容は
2021年4月8日現在のものです。
DMC-JJGF10WB
●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。
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。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp 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。

