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● 画面はすべて、ハメ込み合成によるイメージです。 
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このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。�

DCR-TRV70K
3月発売予定�

DCR-TRV33K
3月発売予定�

DCR-TRV22K
3月発売予定�

CCD-TRV106K
3月発売予定�
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★入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。� 使用可能なものに●または△が記されています。●/●※ 推奨  △※ 使用可（使用上の注意が必要）�
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アクセサリーキット

ACCKIT-QMM5 
希望小売価格29,000円（税別）

バッテリーパック 7.2V/8.5Wh（1,180mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパックNP-FM50
●ACアダプター／チャージャーAC-SQ950（接続コードDK-215付属）
●メモリーミックス用画像（51枚）入り“メモリースティック”（16MB）
●メモリースティックハンドブック
●AC電源コード
●お試しクリーニングキット

NP-FM50とAC-SQ950、“メモリースティック”等を中心にした、
Mバッテリーを使用するハンディカム用の基本電源のキット。
※キットに同梱のNP-FM50はスーパークイックチャージ機能に対応しておりません。急速充電となります。
※スーパークイックチャージ機能については、右のコラムをご覧ください。
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このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。

“メモリースティック”画像活用
ACCKIT-QMM5/MF50には
“メモリースティック”＆ハンド
ブックが付属。付属の“メモリ
ースティック”には「入学式」
「えんそく」などの撮影用タイト
ルをはじめ、メモリーミックス用
の画像を51枚収録しています
（画像容量は約4.5MB）。

“MICROMV”画像活用
ACCKIT-MF50には「MovieShaker Ver.3.1 for
MICROMV」を付属。パソコンで“MICROMV”
方式で記録した画像（MPEG2）のビデオ編集
が行えます。わかりやすい操作
画面で、エフェクトやトランジショ
ン（場面転換）、タイトルなどの
演出を加えることが可能です。
＊「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」で使用可能
な動画のファイル形式：QuickTimeMovie（.mov）、AVI
（.avi）、MPEG1（.mpg）、MPEG2（.mmv）

［使用条件］

◎対応OS：Microsoft®Windows® 2000 Professional/
Microsoft®Windows®Millennium Edition/Microsoft®

Windows®XP Home Edition,Professional工場出荷時
インストール ◎CPU：PentiumⅢ600MHz以上（800MHz
以上推奨）◎メモリー：128MB以上（256MB以上推奨）
◎ディスプレイ：800×600ドット以上または1024×480
ドット以上、表示色16bitカラー以上 ◎ハードディスク：空
き容量100MB（インストール）、ATA66以上の速度（キャプ
チャー時必要）◎その他必要な装置：i.LINK（IEEE1394）
端子（MICROMVカセットで記録したMPEG2の画像デー
タ取り込み時）、CD-ROMドライブ（インストール時）
●推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。

■充電について�

バッテリーの充電方法には、最も手軽に行える本体内充電と標

準充電、急速充電、最も速い充電ができるスーパークイックチャ

ージの4種類あります。本体内充電は、対応するハンディカムな

らバッテリーを装着したまま家庭用コンセントなどから直接充電

できる方法です。その他の充電については下記をご覧ください。�

バッテリーについて�

急速充電�

■急速充電って何？�

別売りACアダプター／チャージャーAC-VQ50/�

VQ850を使用すれば、高容量のリチャージャブルバッテリーパック

NP-QM91D/QM91/FM91が約2時間25分で充電できます（実用

充電時間※1）。また、別売りのカーバッテリーコードDCC-VQ1と

AC-SQ950A/SQ950/VQ850/を組み合わせれば、車の中でも

急速充電ができます。�

充電時間比較表（実用充電時間※1）“インフォリチウム”Mバッテリーシリーズの場合���

NP-QM91D�

NP-QM71D�

NP-QM70�

NP-FM50

〈急速充電〉AC-VQ50/VQ850

約2時間25分�

約1時間55分�

約1時間30分�

　　　  約45分　�

本体内充電�

約5時間　　�

約3時間20分�

約3時間10分�

    約1時間30分　�

約1時間30分※3�

約1時間10分※3�

約55分※3�

約45分※2

AC-SQ950A/SQ950

■スーパークイックチャージって何？�

急速充電より速い充電ができます。SQマークの

付いたリチャージャブルバッテリーパックとACアダ

プター／チャージャーAC-SQ950A/SQ950を組み合わせることで、

いままで以上に素早い充電※2が可能となります。高容量タイプの

NP-QM91Dが約1時間30分で充電完了（実用充電時間※1）。

当社従来の急速充電に比べ、約40%の短縮を実現しています。�

�

※1：実用充電終了から約1時間充電を続けますと満充電され、さらに長く使えます。実用充電での
撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。�
※2：AC-SQ950A/SQ950とFM50、またはAC-VQ50/VQ850とNP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/�
QM70の組み合わせ、AC-SQ950A/SQ950とDCC-VQ1とNP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/�
QM70の組み合わせでは急速充電となります。充電するバッテリーにより、AC-SQ950A/SQ950
本体に「SQモード」または「急速モード」の表示がされます。�
※3：カーバッテリーコードDCC-VQ1を使用した際の充電時間は、急速充電と同等となります。�

高容量タイプ�

バッテリー�
NP-FM50

約2時間30分� 約9時間10分�

高容量タイプ�
NP-QM91D�
�連続撮影時間� 連続撮影時間�

（60分テープ2本分）� （60分テープ9本分）�

例）�

※ハンディカム本体により連続撮影時間は異なります。上記は、DCR-TRV33K装着時の例です。�

■高容量バッテリーのメリットは？�

アクセサリーキットには手軽に撮影ができるように

バッテリーが同梱されていますが、長時間の撮影の際には、高容

量タイプのバッテリーをあらかじめ準備することをお薦めします。�

�

■“インフォリチウム”バッテリーって何？�

バッテリーには、L/M/F/Sの4つのタイプがあり、すべてのタイプ

が“インフォリチウム”バッテリー。分単位の残量時間、交換時間

をハンディカムの液晶モニターやファインダー上に表示します。�

NP-F960 NP-QM91D

NP-FF70 NP-FS31

液晶画面表示例� 拡  大�液晶画面表示例� 拡  大�
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★入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。�

アクセサリーキットに付属の
画像活用のための
コンテンツご紹介。

バッテリーパック 7.2V/38.8Wh（5,400mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパックNP-F960
●ACアダプター／チャージャーAC-VQ850（接続コードDK-215付属）
●AC電源コード
●お試しクリーニングキット

アクセサリーキット

ACCKIT-D9 
希望小売価格31,000円（税別）
NP-F960とAC-VQ850を中心にしたLバッテリーを使用する
ハンディカム用の基本電源のキット。

バッテリーパック 7.2V4.8Wh（675mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパックNP-FF50
●ACアダプター/チャージャーAC-VF50（接続コードDK-225付属）
●メモリーミックス用画像（51枚）入り“メモリースティック”（16MB）
●メモリースティックハンドブック ●MICROMVカセット（60分）
● i.LINKケーブル（0.8m）VMC-IL4408
●“MICROMV”対応動画取り込み/編集ソフト「MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV」
●AC電源コード ●お試しクリーニングキット

アクセサリーキット

ACCKIT-MF50 
希望小売価格27,000円（税別）
MICROMVカセットやi.LINKケーブル、動画取り込み／編集ソフトを付属した
DCR-IP55/IP7用の基本電源キット。

急速充電

NP-FM50と“メモリースティック”等を中心
にした、Mバッテリーを使用するハンディ
カム用の基本電源のキット。

バッテリーパック 7.2V/8.5Wh（1,180mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパック
NP-FM50

●ACパワーアダプターAC-L10A
●“メモリースティック”（16MB）

高容量バッテリーパックとバッグを中心とした、
これからビデオライフを楽しむ人におすすめの
スタミナスターターキットです。

★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。

リチウムイオンタイプアクセサリーキット ハンディカム本体購入時に必要な基本電源のキットです。

アクセサリーキット

ACCKIT-LM5 
オープン価格★

ハンディカムを楽しむには、このアクセサリーキットのいずれかが必要です。（電源キット同梱モデルは除く）

バッテリーパック 7.2V/19.9Wh（2,760mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパックNP-QM71D
●汎用キャリングバッグ：ショルダーバッグ／ハンド
バッグ／ウエストポーチの3ウェイスタイル。

●ミニDVカセット（60分）
●お試しクリーニングキット

アクセサリーキット

ACC-TCM7 希望小売価格16,000円（税別）

旅行での撮影をサポートする、
高容量バッテリーパックとバッテリーチャージャーを
中心とするスタミナトラベルキットです。

バッテリーパック 7.2V/19.9Wh（2,760mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパックNP-QM71D
●バッテリーチャージャー：直挿し型。
“インフォリチウム”Mシリーズの充電が可能。
●バッテリーチャージャーとバッテリーパックをコン
パクトに収納できる専用ケース付属。

※同梱のバッテリーチャージャーはスーパークイックチャージ機能
に対応しておりません。

お子様の成長記録を快適にサポート。
2種類のバッグと急速充電ができる
電源キットをセットにした便利なアクセサリーキットです。

アクセサリーキット

ACC-BCM5 希望小売価格19,800円（税別）
アクセサリーキット

ACC-DVM7 希望小売価格14,500円（税別）

急速充電

3月発売予定 3月発売予定 3月発売予定

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

■ハンディカムのアクセサリーキット■リチウムイオンタイプアクセサリーキット※1：アクセサリーキットにはAVコードレスIRレシーバーが付属していませんので、コードレス再生はできません※2：同梱のメモリースティックハンドブックには本体で使用できない機能も掲載されていることがあります。
クが同梱されています。チャージャーは、バッテリーチャージャーとしてお使いください。※5：AC-VQ850をACアダプターとして使用する場合、ビデオウォークマンに付属の接続コードDK-415が必要です。※6：ビデオウォークマン本体にはACパワーアダプターが同梱されています。キットに同梱のアダプ
※接続コードDK-215/225の単品販売はありません。必要な場合は、サービス部品としてお取り寄せください。

※3：ビューファインダーはNP-F960/F950/F930をご使用のときは伸ばしてご使用ください。※4：ハンディカム本体にはACパワーアダプター、リチャージャブルバッテリーパッ
ター／チャージャーはバッテリーチャージャーとしてお使いください。※7：AC-VQ850をACアダプターとして使用する場合、接続コードDK-415が別途必要です。

“インフォリチウム”Mバッテリーを使用するハンディカムに対応するキットです。

“インフォリチウム”Mバッテリーを使用するハンディカムに対応するキットです。

“インフォリチウム”Lバッテリーを使用する
ハンディカムに対応するキットです。

“インフォリチウム”Fバッテリーを使用する
ハンディカムに対応するキットです。

バッテリーパック 7.2V/8.5Wh（1,180mAh）
〈キット内容〉
●リチャージャブルバッテリーパックNP-FM50
●ACアダプター／チャージャーAC-VQ50（接続コードDK-215
付属）：“インフォリチウム”Mシリーズの急速充電が可能。
液晶表示窓付。
●ハンディカムの収納に便利な小型バッグ付きトートバッグ型
キャリングケースLCS-BCA

ハンディカムのアクセサリーキット ライフスタイルに合わせて、もっとハンディカムを快適に使えるよう、便利なアクセサリーをパッケージ。

スタミナスターターキット スタミナトラベルキット おでかけ便利キット
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付 属 品カーバッテリーコード

DCC-VQ1 希望小売価格5,000円（税別）

カーバッテリーアダプター

DCC-L50A 希望小売価格7,500円（税別）

●コードの長さ：約1.5m ●12V/24V車対応
●マイナスアース車専用
※AC-SQ950A/SQ950/VQ850専用。※DCC-VQ1使用時の
AC-VQ850での充電時間はAC接続時と同じです。
※AC-SQ950A/SQ950/VQ850と組み合わせて使用した場合、
SQ機能には対応していません。通常の急速充電になります。

●ハンディカムやサイバーショット、デジタルマビカ
（AC-L10A、DK-215対応機器）にシガーライターソ
ケットから直接電源供給。●リチウムイオンタイプの
本体接続コードの全機種（DK-115を除く）に対応。
※適応接続コード：DK-500/515/715/626/415/215
※本機だけでのバッテリー充電はできません。

本体接続コードDK-215

シガーライターソケットからカメラ本体へ
直接電源供給するためのカーバッテリー
アダプター。本体接続コード付属。

●SQ機能対応のバッテリーとの組み合わせにより、当社従来
の急速充電＊1に比べ、実用充電時間で約40%の短縮を実現
（SQ機能対応バッテリー以外の充電は急速充電になります）。
●2つのバッテリーパックを連続充電できます＊2。
●液晶表示窓に“インフォリチウム”バッテリーの充電時にお使
いのビデオ機器での現時点における
「使用可能時間」＊3「充電終了までの
時間」を切り換え表示します。
●別売りのカーバッテリーコードDCC-
VQ1を使用して、DCアダプター／チャ
ージャーとしても使用可能＊4。車の中
で急速充電できます。

スーパークイックチャージ（SQ）機能搭載の
ACアダプター／チャージャー。
SQ機能対応のバッテリーと組み合わせ、従来以上に
素早い充電ができます。

充電情報がわかる液晶表示窓搭載のACチャージャー。
“インフォリチウム”L／M両シリーズのバッテリーの充電が可能。
DCC-VQ1（別売）を使用してカーバッテリーからの充電も可能。

充電情報がわかる液晶表示窓搭載の
ACチャージャー。バッテリーLシリーズの
充電が可能。

“インフォリチウム”バッテリーFシリーズ
の充電を行います。

ACアダプター／チャージャー

AC-SQ950A 希望小売価格13,000円（税別）

ACアダプター／チャージャー

AC-VQ50 希望小売価格10,000円（税別）

ACアダプター／チャージャー

AC-SQ950 希望小売価格15,000円（税別）

本体接続コードDK-215付 属 品

●“インフォリチウム”L／M両シリーズのバッ
テリーの急速充電が可能。
●液晶表示窓に“インフォリチウム”バッテ
リーの充電時にお使いのビデオ機器＊1で
の現時点での「使用可能時間」＊2「充電終
了までの時間」を切り換え表示します。
●別売りのカーバッテリーコードDCC-VQ1
を使用して、DCアダプター／チャージャーとし
ても使用可能。車の中で急速充電できます。

本体接続コードDK-215/415

本体接続コードDK-215

ACアダプター／チャージャー

AC-VQ850
希望小売価格13,000円（税別）

リチウムイオンタイプアダプター／チャージャー ハンディカムへの電源供給と、バッテリーパックの効率的な充電を行うためのアクセサリーです。

●“インフォリチウム”Mシリーズを急速充電できます。
●場所をとらないコンパクトサイズ。
※スーパークイックチャージ機能には対応していません。

＊1 AC-VQ850/VQ50とNP-FM91/FM70の組み合わせ。＊2１つのバッテリーパッ
クを満充電後、もう１つのバッテリーパックを充電します。2つ同時には充電できませ
ん。＊3 液晶モニターOFF、ビューファインダーONでの連続撮影時間の目安です。ビ
デオカメラにバッテリーを取り付けた後、本機で充電する際に表示されます。＊4
DCC-VQ1使用時は、SQ機能には対応していません。通常の急速充電になります。

●液晶表示窓に“インフォリチウム”バッテリー充電時に
「充電終了までの時間表示」、お使いのビデオカメラ＊1

での現時点での「使用可能時間表示」＊2をします。
●“インフォリチウム”バッテリーの急速充電が可能。

ACチャージャー

AC-V700 希望小売価格10,000円（税別）

急速充電

急速充電

急速充電

ACアダプター／チャージャー

AC-VF50 希望小売価格10,000円（税別）

●Fシリーズのバッテリーの充電が可能。
●“インフォリチウム”バッテリーFシリーズ対応
の機器に家庭用コンセントから電源供給します。

※実用充電終了から約1時間充電を続けますと満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影／再生時間は、満充電時の約90%です。※ACアダプター／チャージャーは、AC100V～240V対応です。※DK-115/215/225/415の単品販売はありません。必要な場合は、サービス部品としてお取り寄せください。★入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

＊1 以下のビデオ機器は「使用可能時間」は表示されません。DCR-
PC7/PC10/SC100/TRV7、CCD-TR12/TR555/TR3300/TRV92/
TRV91/TRV71/TRV201/TRV101/SC55/SC65、GV-A700/GV-A100
＊2 液晶モニターOFF、ビューファインダーONでの連続撮影

充電情報がわかる液晶表示窓搭載。
Mシリーズバッテリーを
急速充電できます。

本体接続コードDK-225付 属 品

実用充電時間※1

2時間15分 ※9 1時間30分※9 50分 ※9ACアダプター／チャージャー急速充電時�

実用充電時間※1

対応機種および連続撮影時間（実撮影時間）※2
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF

DCR-�
IP220K

DCR-�
IP55

DCR-�
IP7

2時間30分※10  　　�
1時間30分                 

2時間10分（1時間10分）�

1時間55分（1時間）        �

2時間35分（1時間25分）�

2時間10分（1時間10分）�

2時間50分（1時間40分）�

2時間20分（1時間20分）�

1時間10分（35分）�

1時間00分（30分）�

1時間20分（45分）�

1時間05分（35分）�

2時間 ※10           �
1時間                    �

カメラ本体�
�ACアダプター／チャージャーVF50使用時�

※11

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FS21
希望小売価格12,000円（税別）
3.6V/8.2Wh（2,280mAh）
約75g

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FS31
希望小売価格18,000円（税別）

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FS11
希望小売価格7,500円（税別）
3.6V/4.1Wh（1,140mAh）
約40g

3.6V/12.3Wh（3,420mAh）
約110g

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FF50
希望小売価格7,500円（税別）
7.2V/4.8Wh（675mAh）
約45g

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FF70
希望小売価格12,000円（税別）

7.2V/9.6Wh（1,350mAh）
約90g

電圧／容量
質 量

電圧／容量
質 量

実用充電時間※1

対応機種および連続撮影時間（実撮影時間）※2
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF

DCR-�
VX2000

DCR-�
TRV900

6時間 ※3               �
      3時間05分 ※4              �
 11時間※5                    

9時間35分（5時間20分）�

       8時間        （4時間25分）       �

9時間40分（5時間）       �

7時間30分（4時間10分）�

5時間15分（2時間55分）�

4時間25分（2時間25分）�

5時間15分（2時間45分）�

4時間10分（2時間20分）�

4時間25分（2時間25分）�

3時間50分（2時間05分）�

4時間30分（2時間20分）�

3時間30分（1時間55分）�

2時間30分（1時間20分）�

2時間10分（1時間10分）�

2時間30分（1時間15分）�

2時間         （1時間05分）         

4時間 ※3                      �
1時間50分 ※4              �
6時間 ※5                      

4時間 ※3                      �
1時間40分 ※4              �
5時間30分 ※5              �

�

2時間30分※3               �
55分 ※4    �

3時間 ※5                     �
�

カメラ本体�
ACアダプター／チャージャー急速充電時�

バッテリーチャージャー�

リチャージャブルバッテリーパック

NP-F960
希望小売価格18,000円（税別）

高容量タイプ

※本体への内蔵バッテリーとして、DCR-VX1000/VX700、
CCD-TRV90/RV100/RV200にはお使いいただけません。
DCR-VX1000/VX700にはNP-F730、CCD-TRV90/
RV100/RV200にはNP-F730/F550をお使いください。

リチウムイオンタイプバッテリーパック “インフォリチウム”バッテリー。分単位の残量時間、交換時期をハンディカムの液晶モニターやファインダー上に表示します。

7.2V/38.8Wh（5,400mAh）
約300g

電圧／容量
質 量

リチャージャブルバッテリーパック

NP-F750
希望小売価格12,000円（税別）
7.2V/21.6Wh（3,000mAh）
約200g

リチャージャブルバッテリーパック

NP-F550
希望小売価格7,500円（税別）
7.2V/10.8Wh（1,500mAh）
約95g

リチャージャブルバッテリーパック

NP-F730
希望小売価格12,000円（税別）
7.2V/19.4Wh（2,700mAh）
約200g

●DCR-PC10/PC7、DSC-MD1用。

リチャージャブルバッテリーパック

NP-F200
希望小売価格12,000円（税別）

7.2V/9.7Wh（1,350mAh）
約100g

代替バッテリー早見表

今までお使いのバッテリー
NP-F930  NP-F950

NP-710※1

NP-F530 NP-510※1

NP-500※1

NP-FM90  NP-FM91
NP-FM70  NP-QM70

NP-F30

NP-F20
NP-F10

代替バッテリー
NP-F960
NP-F750※2 

NP-F730

NP-F550

NP-QM91D/QM91

NP-QM71D/QM71
NP-FS31
NP-FS21

NP-FS11

実用充電時間※1

対応機種および連続撮影時間（実撮影時間）※2
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF
モニターOFF�
ファインダーON
モニターON�
ファインダーOFF

DCR-�
TRV33K

DCR-�
TRV22K

DCR-�
TRV240K

CCD-�
TRV106K

DCR-�
PC101K

DCR-�
TRV950

DCR-�
TRV70K

5時間 ※6                    �
2時間25分 ※4             �
1時間30分※7             �
6時間30分※8             

カメラ本体�
ACアダプター／チャージャー急速充電時�

ACアダプター／チャージャーAC-SQ950A使用時�

バッテリーチャージャー�

9時間10分（5時間25分）�

7時間35分（4時間25分）�

 6時間00分（3時間25分）�

4時間40分（2時間40分）�

7時間45分（4時間30分）�

6時間30分（3時間50分）�

9時間10分（5時間10分）�

7時間25分（4時間10分）�

12時間05分（6時間20分）  �

9時間10分（4時間50分）�

10時間05分（5時間50分）  �

7時間55分（4時間35分）�

15時間55分（7時間45分）  �

11時間35分（5時間55分）  �

�

  6時間05分（3時間35分）�

  5時間00分（2時間55分）�

  3時間20分（1時間55分）�

  2時間35分（1時間25分）�

  5時間05分（3時間00分）�

  4時間15分（2時間30分）�

  6時間05分（3時間25分）�

  4時間50分（2時間45分）�

  8時間05分（4時間15分）�

  6時間05分（3時間10分）�

  6時間40分（3時間50分）�

  5時間15分（3時間00分）�

  10時間40分（5時間15分）�

  7時間45分（3時間55分）�

2時間30分（1時間25分）�

2時間00分（1時間10分）�

1時間35分（50分）         �

1時間15分（40分）         �

2時間05分（1時間10分）�

1時間45分（1時間00分）�

2時間30分（1時間25分）�

2時間00分（1時間05分）�

3時間20分（1時間45分）�

2時間30分（1時間15分）�

2時間45分（1時間35分）�

2時間10分（1時間15分）�

4時間25分（2時間10分）�

3時間15分（1時間40分）�

3時間20分 ※6             �
1時間55分 ※4             �
 1時間10分 ※7              �
4時間50分 ※8             

1時間30分 ※6               �
45分 ※4　  �
45分　         �

2時間 ※8                       �
�

高容量タイプ 高容量タイプ

リチャージャブルバッテリーパック

NP-QM71D
希望小売価格12,000円（税別）
7.2V/19.9Wh（2，760mAh）
約160g

リチャージャブルバッテリーパック

NP-QM91D
希望小売価格18,000円（税別）

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FM50
希望小売価格7,500円（税別）
7.2V/8.5Wh（1,180mAh）
約76g

7.2V/29.8Wh（4,140mAh）
約225g

電圧／容量
質 量

電圧／容量
質 量

NP-F960/F750/F730/F550は、ビデオウォークマンGV-D300/D900/D800/A100/A700にも対応します。

NP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/FM50は、DCR-PC120/PC9/TRV50/TRV27/TRV18K/TRV300K/TRV96K、ビデオウォークマンGV-D1000にも対応します。

このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。

撮影可能時間の表示例

充電終了までの時間の表示例

＊1 以下のビデオ機器は「使用可能時間」は表示されません。DCR-SC100/TRV7、CCD-TR12/
TR555/TR3300/TRV92/TRV91/TRV71/TRV201/TRV101/SC55/SC65、GV-A700/GV-A100
＊2 液晶モニターOFF、ビューファインダーONでの連続撮影時間の目安です。

リチャージャブルバッテリーパック

NP-QM91希望小売価格18,000円（税別）
リチャージャブルバッテリーパック

NP-QM71希望小売価格12,000円（税別）

残量表示機能 残量表示機能

3月発売予定 3月発売予定

3月発売予定

自動車のシガーライターソケットからAC-
SQ950A／SQ950／VQ850に電源供給
するカーバッテリーコード。

代替バッテリーは、容量とサイズがいままでお使い
のバッテリーに近いものを記載しています。

※1 これらのバッテリーは、“インフォリチウム”対応
のハンディカムではご使用になれない場合がありま
す。“インフォリチウム”バッテリーをお使いください。
※2 本体への内蔵バッテリーとして、DCR-
VX1000/VX700、CCD-TRV90/RV100/RV200には
お使いいただけません。DCR-VX1000/VX700に
はNP-F730、CCD-TRV90/RV100/RV200には
NP-F730/F550をお使いください。

3月発売予定

残量表示機能�

■残量表示機能って何？�

�

バッテリー本体にLEDを搭載。

PUSHボタンを押すと、残量を5段

階でお知らせするので、手軽に残

量チェックができます※。液晶パ

ネル非搭載のチャージャーでは、

充電中に残量チェックが可能です。

このバッテリーを、ハンディカムで

本体内充電する、または、チャー

ジャーで充電すると、充電中は4つ

のLEDがリレー式に自動点滅。

充電中であることがわかりやすく

なりました。（実用充電完了時は

LED表示が消えます。）�
※ハンディカムに装着して電源がONになってい
る状態、本体内充電を行っている状態、または
AC-SQ950A/SQ950/VQ50/VQ850に装着して
充電を行っている間は、残量チェックはできません。�

�

■リチウムイオンタイプアダプター／チャージャー※1：ハンディカム本体にはACパワーアダプター、リチャージャブルバッテリーパックが同梱されています。バッテリーチャージャーとしてお使いください。※2：ビデオウォークマン本体にはACパワーアダプターが同梱されています。バッテリーチャージャーとして
使用でき、また本体内充電も可能です。※6：アダプターとして使用する場合は、ビデオウォークマンに付属のDK-415が必要です。※7：アダプターとして使う場合には接続コードDK-415が必要です。本体内充電はできません。※8：別売りの、AC-VQ850またはAC-SQ950A/SQ950が必要です。※9：

お使いください。※3：ビデオウォークマンにもDK-415を付属しています。※4：AC-V700はACパワーアダプター、またDC-V700はDCアダプターとしても使用できます。この場合は、それぞれのハンディカム／ビデオウォークマンに対応した接続コードが必要です。※5：接続コードDK-215でアダプターとし
接続コードDK-415が必要です。

■リチウムイオンタイプバッテリーパック※1：充電時間は実用充電時の数値。実用充電終了から約1時間充電を続けると満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影／再生時間は、満充電時の約90%です。※2：連続撮影時間は、
TRV900の場合。※4：AC-VQ850/VQ50使用時。※5：BC-V500を使用して、バッテリー1個を充電した場合。2個同時の充電時間はこの2倍となります。※6：DCR-TRV70Kの場合。※7：DCC-VQ1を使用した際の充電時間は、AC-VQ850
＊専用充電器以外で充電しないでください。＊リフレッシュ放電の必要はありません。

1本の満充電したバッテリーを使用して、25 C゚で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は、撮影、ズーム、撮影スタンバイ・電源のON/OFFなどを繰り返したときの撮影時間のめやすです。ビデオ再生等、撮影以外の操作は含まれていません。実際には、これより短くなる場合があります。※3：DCR-
使用時（急速充電時）と同じです。※8：BC-VM50使用時。※9：AC-VQ11使用時。※10：DCR-IP55/IP7使用時の満充電時間です。※11：モニターON（バックライトOFF）、ファインダーOFF時の撮影時間も同じになります。

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要） 使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

付 属 品

付 属 品

DCC-VQ1とAC-VQ850の
組み合わせ例



液晶クリーニングキット

KK-LC1 希望小売価格1,600円（税別）
●液晶モニター付きビデオカメラだけでなく、ナビゲーションの
液晶モニターや液晶テレビ、眼鏡などでも使えます。
●収納に便利なポーチ付き。
●キット内容：液晶クリーニングリキッド（1）、ソフトクリーニン
グペーパー（20）、ポイントスティック（3）、クリーニングクロス
（1）、ポーチ（1）

液晶モニター付きビデオカメラ用クリーニング用品を1セットにパッケージ。

クリーニングキット 液晶モニターやレンズの汚れ落としに便利なセット。

76

6V/18.0Wh（3,000mAh）
約330g

●ニカドタイプハンディカム専用のリチ
ウムイオンタイプバッテリーパックです。
●ニカド／ニッケル水素用チャージャー
で充電可能。（BC-77/AC-V55をのぞく）
●5個のLEDでバッテリー残量を表示。

“高効率・小型・軽量”というリチウムの優位性をニカドタイプハンディカムで生かせます。

リチャージャブル
バッテリーパック

NP-L90D
希望小売価格 12,000円（税別）

リチャージャブル
バッテリーパック

NP-90 
希望小売価格9,000円（税別）

6V/9.0Wh（1,500mAh）
約165g

リチャージャブル
バッテリーパック

NP-65 
希望小売価格5,500円（税別）

ニカド／ニッケル水素タイプバッテリー対応機種

●8ミリビデオカメラ
CCD-TRV60/TRV20PK/TRV30/TRV11/TR2000/
TR1000/TR900/TR850/TR830/TR705/TR650/
TR505K/TR270PK/TR250PK/TR230/TR313/
TR303/TR222/TR212/EZ10/TR205/TR105/TR75/
TR55/TR45/VX1/V5000/V900/V800/V700/V90/
V89/V88/V35/F550/F500/F450/F390/F380/
F340/F330/F300/SP5/X10/M7/MC1/MC5
●ビデオウォークマン
GV-SX50/GV-UX7/GV-500/GV-300/GV-100/
GV-9/GV-8/GV-U5
●液晶カラーテレビ＆モニター
XV-M30/FDL-X40/FDL-K416
●液晶プロジェクター CPJ-7
●ビデオライト
HVL-20DB/HVL-10DB/HVL-5D/HVL-5DB
●ワイヤレスリモコン RM-177K

7.2V/19.4Wh（2,700mAh）
約220g

電圧／容量
質 量

※代替バッテリーは、容量とサイズ
が今までお使いのバッテリーに近
いものを記載しています。

代替バッテリー早見表

今までお使いの
バッテリー
NP-77HD
NP-77H
NP-90D
NP-S1
NP-55H

代替バッテリー

NP-90
NP-L90D

NP-65

ニカドタイプバッテリーパック 手軽に使える軽量タイプから高機能・長時間タイプまで。

リチウムイオンタイプ ニカドタイプ ニカドタイプ

ニカドタイプアダプター／チャージャー ニカドタイプハンディカムへの電源供給や充電を行います。

家庭用AC電源で使用できる小型ACタイプ。DCプレートをカメラ本体に直付けできます。

ACアダプター／チャージャー

AC-S15 希望小売価格10,000円（税別）

●DCプレート（DC出力部）をカメラ本体に直付
けすることにより、電源供給が可能。
※ACアダプター/チャージャーは、AC100V～240V対応です。
※CCD-V5000、GV-500/300/U5、ビデオライト、CPJ-7には
お薦めできません。

■内蔵バッテリーシステム ■EDC-50用バッテリーシステム

対応機種：

8ミリビデオカメラCCD-V200/V100/V50/V30/

V8/V8AF/V8AFII/M10/M8

リチャージャブルバッテリーパック
NP-22H 希望小売価格6,000円（税別）

ACパック／チャージャー

ACP-1H 希望小売価格15,000円（税別）
1,800mAh

※AC100V用

バッテリーチャージアダプター

BCA-1H 希望小売価格5,000円（税別）

リフレッシュ機能付き

ニカド／ニッケル水素タイプ対応

リチウムイオンタイプバッテリーチャージャー バッテリーパックの充電を手軽に効率的に行います。

“インフォリチウム”バッテリーMシリーズを
家庭用コンセントから充電可能な
携帯充電器。

※実用充電終了から約1時間充電を続けますと満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影／再生時間は、満充電時の約90%です。
※本体に電源を供給することはできません。

“インフォリチウム”バッテリーLシリーズを
2個同時に充電可能な携帯充電器。

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K�
GV-D1000�
GV-D300/D900�
GV-D800�
GV-A100/A700

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K�
GV-D1000�
GV-D300/D900�
GV-D800�
GV-A100/A700

●�
●�
●�
●�
�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�

●�

●�
�

�
●�
●�
●�

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※ 推奨　△※ 使用可（使用上の注意が必要）

●Mシリーズのバッテリーパックを家庭用コンセン
トから充電できます。●NP-QM91D/QM91/FM91
を約6時間30分、NP-QM71D/QM71を約4時間50
分、NP-QM70/FM70を約3時間50分、NP-FM50を
約2時間で充電できます（いずれも実用充電時間）。

バッテリーチャージャー

BC-VM50 希望小売価格 8,000円（税別）
●家庭用コンセントに直接差し込んで使用。
●NP-F960を1個で約11時間、NP-F750を1個
で約6時間、NP-F550を1個で約3時間で充電
可能（いずれも実用充電時間）。2個同時なら
いずれも倍の時間を要します。

バッテリーチャージャー

BC-V500 希望小売価格 8,000円（税別）

“インフォリチウム”バッテリーSシリーズの充電を行います。

付 属 品

ACアダプター／チャージャー

AC-VQ11 希望小売価格10,000円（税別）

●Sシリーズのバッテリーの急速充電が可能。
●液晶表示窓付き。
●“インフォリチウム”バッテリーSシリーズ対応
の機器に家庭用コンセントから電源供給します。

DCアダプター／チャージャー

DC-VQ11 希望小売価格13,000円（税別）

●Sシリーズのバッテリーの急速充電が可能。
●液晶表示窓付き。
●“インフォリチウム”バッテリーSシリーズ対応
の機器に自動車のシガーライターソケットから電
源供給します。
※充電時間はAC-VQ11と同じです。

本体接続コードDK-115 本体接続コードDK-115

対応機種：DCR-PC1/PC3/PC5 対応機種：DCR-PC1/PC3/PC5

実用充電時間※�

2時間15分�
1時間30分�

50分�

NP-FS31�
NP-FS21�
NP-FS11

※実用充電終了から約1時間充電を続けますと満充電され、さらに長く
使えます。実用充電での撮影／再生時間は、満充電時の約90%です。�

リチウムイオンタイプアダプター／チャージャー

ACアダプター／チャージャーは、AC100V～240V、

50/60Hzの範囲でお使いいただけますので、世

界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で

使用できます。ただし、電源コンセントの形状は、

各国、各地さまざまですので、お出かけ前には

旅行代理店などでお確かめください。変換

プラグアダプターがなくても使える主な国は、

以下のとおりです。アメリカ／カナダ／ジャマイカ／

パナマ／プエルトリコ／ベネズエラ／ホンジュラス／

※ACアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子
式変圧器（トラベルコンバーター）」などに接続しますと、
故障することがありますので、ご使用にならないでください。

★NP-CF540に付属する海外用変換プラグ（Cタイプ）は、
主にヨーロッパなどで使います。

市販の変換プラグアダプター�ACアダプター�

変換プラグアダプターを使う場合

海外へお持ちになる方へ。 メキシコ／リベリアなど。そのほかの国につい

ては、旅行代理店でお確かめください。

※実用充電終了から約1時間充電を続けますと満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影／再生時間は、満充電時の約90%です。
※ACアダプター／チャージャーは、AC100V～240V対応です。
※DK-115/215/225/415の単品販売はありません。必要な場合は、サービス部品としてお取り寄せください。

●画面はハメ込み合成です。 このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

使用可能なものに●または△が記されています。�

●/●※ 推奨　△※ 使用可（使用上の注意が必要）�

●
●

●
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�

スタイラス

TPP-3ST 希望小売価格1,800円（税別）

ネットワーク／タッチパネル機能搭載ハンディカム用スタイラス。快適に操作できます。

リモートコマンダー
RM-95 希望小売価格10,000円（税別）
●対応機種：DCR-IP220K/IP55/VX2000/PC120/PC110/
PC101K/PC9/PC5/TRV950/TRV900/TRV70K/
TRV50/TRV30/TRV33K/TRV22K/TRV27/TRV18K/
TRV17K/TRV820K/TRV240K/TRV300K/GV-D1000※/
D300※/D900※/D800※/A100※/A700※

※カメラ操作用のボタンは使えません。
＊機種によっては使えない機能もあります。

ステレオミニミニ（3ピン）端子を持つ
ハンディカム用の多機能リモコン。

汎用 コード長：5m

リモートコマンダー
RM-VD1 希望小売価格6,000円（税別）
●ハンディカムのLANC端子に接続すると、録画／2段階可変速ズームなどリモコン操作が
できるようになります。リモコン機能の付いていない三脚を使用する際に威力を発揮、快
適な操作が手軽に楽しめます。
●コードの長さ（約）：1500mm
●対応三脚パン棒：直径5～16mm／シャフト長さ40mm以上
●ポーチ付属。
●最大外形寸法（約）：幅39×高さ40×奥行36mm（最大突起部除く）●質量（約）：44g

ハンディカム本体とコードでつなぐことにより、離れた場所でも
操作が可能になります。

●液晶タッチパネル用の予備スタイラス3本セット。
●カラー：シルバー＆ブルー
●対応機種：DCR-IP220K/IP55/PC101K/
TRV950/TRV70K/TRV50/TRV33K/TRV22K

リモートコマンダー ハンディカムのリモコン操作が可能になります。

スタイラス 液晶タッチパネル用の予備スタイラス。

3月発売予定

使用例

使用例使用例
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急速充電
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DCR-TRV22K�
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レイン＆スノージャケット 小雨・小雪の中での撮影に便利です。

レインジャケット

LCR-V300
希望小売価格5,000円（税別）

フィルター径30mm/37mmのPCシリーズ用。 フィルター径37mm/52mmの
TRV/TRシリーズの汎用タイプ。

●ハンディカムを装着したままで
基本操作が可能。
●液晶画面用のシースルー
ウィンドウを装備。
※防湿、防寒、防塵の効果はありません。
※ジャケットスタイルのため、音質が低下
します（テープ走行音、ノイズなどが入り
ます）。

幅78×高さ170×奥行135mm
約110g（フード含む）
フード（レンズ径30mm/37mm径用）

大きさ（約）
質 量
付 属 品

レインジャケット

LCR-TRX3
希望小売価格3,500円（税別）
幅140×高さ150×奥行240mm
約100g
フード（レンズ径37mm/52mm径用）

フィルター径30mm/37mmのTRV/TRシリーズの汎用タイプ。

●小雨、小雪の状況で使用
可能。

●装着したままで電源ON／OFF、録画
スタート／ストップ、ズーム操作、フォト
撮影などの基本操作が可能。
●スナップボタンでサイズ調整可能。
※防湿、防寒、防塵の効果はありません。

レインジャケット

LCR-TRX4 希望小売価格3,500円（税別）
幅140×高さ150×奥行240mm
約130g
フード（レンズ径30mm/37mm径用）

DCR-VX2000/1000専用。

幅190×高さ215mm×奥行365mm
約110g

大きさ（約）
質 量

レインジャケット

LCR-VX2000  
希望小売価格5,000円（税別）

DCR-VX2000に
装着した状態

DCR-VX9000専用。

●装着時にも、電源のON/OFF、録画スタート／ストップ、テープやバッテリー
の交換、三脚への取り付けが可能です。

レインジャケット

LCR-VX9000
希望小売価格20,000円（税別）

幅500×高さ300mm
約200g

DCR-VX9000に
装着した状態

対応機種：DCR-VX9000 対応機種：DCR-VX2000/VX1000

対応機種：DCR-VX1000/VX700、CCD-VX1/V900/V800/V700/
F550/F500/F450/F390
※F500は赤外線オートフォーカスのため、レインジャケットに入れるとオート
フォーカスが使えない場合があります。

レイン＆スノージャケット

LCR-PC 希望小売価格7,800円（税別）

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

対応ハンディカムに
装着した状態

3月発売予定

■レイン＆スノージャケット※1：本体内蔵のナイトショットライトは使用できません。※2：ハンディカム本体のレンズフードを装着した状態では収納できません。※3：バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/FM90を装着した状態では収納できません。※4：本体内蔵のビデオライト／フラッシュは使用できません。

大きさ（約）
質 量

急速充電

★入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

★入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。



幅105×高さ165×奥行90mm
約115g
ショルダーベルト（着脱可能）

最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品

幅400×高さ215×奥行160mm
約720g
ショルダーベルト（着脱可能）

最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品

幅240×高さ170×奥行100mm（ショルダーベルト含まず）
約270g

最大外形寸法（約）
質 量

幅180×高さ155×奥行80mm（ショルダーベルト含まず）
約200g
ショルダーベルト

98

幅130×高さ180×奥行95mm（ショルダーベルト含まず）
約210g
ショルダーベルト、バッテリーケース

幅90×高さ160×奥行90mm（ショルダーベルト含まず）
約110g
ショルダーベルト、バッテリーケース

幅103×高さ130×奥行75mm（ショルダーベルト含まず）
約160g
ショルダーベルト、バッテリーケース

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
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DCR-TRV950�
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DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
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DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K
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セミソフトケース 大切なハンディカムをキズや汚れから守り、快適に運べます。

●ショルダーバッグ／ウエストバッグの2ウェイスタ
イルで使えます。
●バッテリーケース付属。
●手軽に持ち歩け、収納時にグリップが出ている
ので出し入れも簡単。少し固めの素材を採用し
ています。

DCR-TRV33K/TRV22Kをコンパクトに持ち歩き、
素早く取り出せるセミソフトケース。

セミソフトケース

LCM-TRVA 
希望小売価格4,700円（税別）

●撮りたい時に素早く取り出せます。
●予備バッテリーや“メモリースティック”
が収納可能なケース付き。

DCR-IP55専用
セミソフトケース。

セミソフトケース

LCM-IPA 
希望小売価格4,700円（税別）

●ジャストフィットタイプでかさばらず、携
帯に便利。
●予備バッテリーや“メモリースティック”
が収納可能なケース付き。

DCR-IP7を収納できる
セミソフトケース。

セミソフトケース

LCM-IPX 
希望小売価格4,700円（税別）

ハンドバッグ
としての使用例

ショルダーバッグ
としての使用例

ウエストポーチ
としての使用例

3月発売予定

DCR-PC120/PC110専用セミ
ソフトケース。ショルダーバッグ、
ウエストポーチの2ウェイタイプ。

セミソフトケース

LCM-PCA  
希望小売価格4,700円（税別）

●高容量バッテリーパックNP-QM91D/
QM91/FM91やレンズフードをハンディ
カムに装着した状態で収納可能。
●予備バッテリーや“メモリースティッ
ク”が収納可能なポケット付き。

●おしゃれに持ち歩けるスタイリッシュなデザイン
●ショルダーバッグ、ウエストポーチなどの使い方ができます。
●バック内部にはアクセサリー類の収納に便利なインナー
ポケット付き。
※ショルダーベルトは長さの調整が可能。
※ショルダーベルトの着脱はできません。

スタイリッシュなデザインのキャリングケース。
ファッションに合わせるなど、
ケースにこだわりたい人にお薦めです。

ソフトキャリングケース

LCS-ECA 希望小売価格5,000円（税別）

ショルダーバッグ
としての使用例

ハンドバッグ
としての使用例

ウエストポーチ
としての使用例

最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品

幅110×高さ230×奥行88mm（ショルダーベルト含まず）
約280g
ショルダーベルト、バッテリーケース

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

●
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●高容量バッテリーパックNP-QM91D/QM91/
FM91とレンズフードをハンディカムに装着した状
態で収納可能。
●手軽に持ち歩け、収納時にグリップが出ている
ので出し入れも簡単。少し固めの素材を採用し
ています。

DCR-TRV70K/TRV50/TRV27/TRV18K
などにジャストフィットするケース。

セミソフトケース

LCM-TRVY 
希望小売価格4,700円（税別）

ショルダーバッグ
としての使用例

ウエストポーチ
としての使用例

幅110×高さ185×奥行90mm（ショルダーベルト含まず）
約160g
ショルダーベルト、バッテリーケース

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

●�

●高級感ある“MICROMV”ロゴバッ
ジ付き。
●レンズフードをハンディカムに装着し
た状態で収納可能。
●予備バッテリーや“メモリースティッ
ク”が収納可能なケース付き。

DCR-IP220Kをスタイリッシュに
持ち歩ける専用セミソフトケース。

セミソフトケース

LCM-IPM
希望小売価格4,700円（税別）

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品
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ソフトキャリングケース／キャリングバッグ ハンディカム本体に加え、アクセサリー類も効率よく収納できます。

●ショルダーバッグ／ハンドバッグの2ウェイスタイ
ル。●サイドポケットにアクセサリー類を収納でき
ます。●フロントポケット付き。●丈夫なハード
タイプのフタを採用。

たっぷり収納の2ウェイキャリングバッグ。

キャリングバッグ

LCS-CG6 希望小売価格4,000円（税別）
キャリングバッグ

LCS-CG4 オープン価格★

キャリングバッグ

LCS-CG2 オープン価格★

●バッグ内は縦仕切りと横仕切りが付いてい
て便利。底面にはACチャージャーなども収納
できます。
●丈夫なハードタイプのフタを採用。

●ハンディカムとバッテリーパックなどの基本アク
セサリーがすっきり収納できるキャリングバッグ。

アクセサリー類も効率よく収納できます。 アウトドア撮影に便利なキャリングバッグ。
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幅270×高さ165×奥行125mm
約320g

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

3月発売予定
3月発売予定 3月発売予定

このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。★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。

リュックサックやショルダーバッグ、
ハンドバッグで使えるモバイルケース。

収納に便利なポケット付き。
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ソフトキャリングケ－ス

LCS-NCA 希望小売価格5,500円（税別）

●上段にハンディカム、下段にバッテリーチャ
ージャーなど、すっきり収納できる2段式。
●携帯電話などが収納可能なポケット付き。

リュックサック
としての使用例

幅300×高さ270×奥行160mm
約840g
ショルダーベルト（肩当てパット付き）

最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品

より身軽に、アクティブに。
カジュアルなウエストポーチタイプ。

使用例

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
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●上フタ部分に“メモリースティック”が収納可能
なポケット付き。
●サイドポケットには予備バッテリーなどのアク
セサリーが収納可能。

ソフトキャリングケ－ス

LCS-WCA 希望小売価格3,500円（税別）
幅260×高さ130×奥行90mm
約240g

幅260×高さ210×奥行160mm
約580g

最大外形寸法（約）
質 量

■セミソフトケース■ソフトキャリングケース／キャリングバッグ※1：バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/FM90/QM71D/QM71/QM70/FM70を装着したままでは収納できません。※2：バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/FM90を装着したままでは収納できません。※3：レンズフードを装着した状態では収納できません。※4：バッテリーパックNP-F930/F950/F960を装着したままでは収納できません。

スタイルに合わせてお選びください。

セミソフトケース

手軽に持ち歩け、収納時にグリップ

が出ているので出し入れも簡単。少

し固めの素材を採用しています。

ソフトキャリングケース／
キャリングバッグ

ポーチ感覚の小型タイプからアクセ

サリーも効率よく収納できる大型バッ

グまで、豊富にラインアップ。

ハードキャリングケース

撮影へのこだわりに応えるハードケー

ス仕様。ハンディカムとアクセサリー

をしっかりガードします。

スターターキット

三脚とバッグをセットにしました。これ

からビデオライフをはじめようという方

にお薦めのキットです。

LCS-HCA3K

LCH-VX2000

LCS-TRVB

LCS-CG6

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

●※2
●※2�

●予備バッテリーや“メモリースティッ
ク”が収納可能なケース付き。

DCR-PC101K/PC9/PC5を収
納できるセミソフトケース。ショ
ルダーバック／ウエストポーチの
2ウェイスタイルで使えます。

セミソフトケース

LCM-PCY2  
希望小売価格4,700円（税別）
幅125×高さ120×奥行85mm（ショルダーベルト含まず）
約145g
ショルダーベルト、バッテリーケース

汎用キャリングバッグ

LCS-CG7希望小売価格5,000円（税別）
汎用キャリングバッグ

LCS-CG5 オープン価格★

汎用キャリングバッグ

LCS-CG3 オープン価格★

●オリジナルショルダーベルト付属。ショルダーベルト単
体で本体に装着できます。

本体カラーとコーディネート、持ち歩きがますます楽しくなる専用ソフトケース。

ソフトキャリングケース

LCS-TRVB
希望小売価格4,000円（税別）

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
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DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

�
�
�
�
�
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�

（D）オレンジ

（L）ブルー

（H）グレー

3月発売予定

限定販売

限定販売



幅170×高さ300×奥行60mm
約70g

最大外形寸法（約）
質 量

1110

DCR-VX2000など
中型ハンディカムまで
収納可能な汎用キャリングバッグ。

●上段にハンディカム、下段にはバッ
テリー、チャージャーなどのアクセサ
リーを収納できる2段構造タイプ。
●内部は保護性の高いクッション付き。
●前面にマチ付きポケット付き。
●地面に気軽に置ける安定性の高い
「角型底面保護脚」付き。
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●CCD-TR/TRV/RV/SCシリーズから
DCR-VX2000まで幅広く対応。
●手さげ部分はショルダーベルトとし
ても使用可能。ショルダーバッグとし
ても使えます。

幅410×高さ270×奥行170mm
約840g

汎用キャリングバッグとスチル／ビデオカ
メラ兼用小型軽量三脚のキット。

2段構造でハンディカムやアクセサ
リーを効率よく収納できるショルダー
バッグタイプのキャリングバッグ。

汎用キャリングバッグ

LCS-HCA8 オープン価格★

汎用キャリングバッグ

LCS-VML 希望小売価格10,000円（税別）

キャリングバッグ＆三脚キット

LCS-HCA2K オープン価格★

幅250×高さ187×奥行140mm
約480g

●CCD-TR/TRV/RV/SCシリーズから
DCR-VX2000まで幅広く対応。
●大型ながら軽量なソフトバッグだか
ら、持ち歩きも快適です。

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
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キャリングバッグ

LCS-VCA 希望小売価格10,000円（税別）
幅450×高さ310×奥行260mm
約1200g
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DCR-VX2000�
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お出かけ時の荷物がたっぷり入るトー
トバッグとハンディカムがすっきり収納
できる小型バッグをセットにしました。

キャリングバッグ

LCS-BCA 希望小売価格5,000円（税別）
〈トートバッグ〉幅380×高さ
280×奥行150mm
〈小型バッグ〉幅230×高さ
170×奥行35mm
〈トートバッグ〉480g
〈小型バッグ〉90g

●内部は保護性の高いクッションを使
用。移動可能な仕切りクッション付き。
●前面にはテープ、フィルターなどの
入るマチ付きポケット付き。
●地面に気軽に置ける安定性の高
い「角型底面保護脚」付き。

カラフルな汎用キャリングバッグ。
保護性の高いクッションを
採用しています。

汎用キャリングバッグ

LCS-HCA7 オープン価格★

幅265×高さ160×奥行130mm
約330g

汎用キャリングバッグ

LCS-HCA3 オープン価格★

幅270×高さ190×奥行170mm
約600g

ショルダーバッグとハンドバッグになる
2ウェイタイプのキャリングバッグ。

〈キャリングバッグ〉幅270×高さ190×奥行170mm
〈三脚〉伸長時1440mm、縮長時540mm

〈キャリングバッグ〉約630g
〈三脚〉約1.1kg

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
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DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
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DCR-TRV950�
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DCR-TRV240K�
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撮影をはじめる際のベーシックツールを
セットにしました。

スターターキット
（キャリングケース＆三脚）

LCS-HCA3K オープン価格★

最大外形寸法（約）

質 量

〈キャリングケース〉
幅250×高さ165×奥行140mm
〈三脚〉全高時1145mm、

縮長時445mm
〈キャリングケース〉約440g
〈三脚〉約1kg

3月発売予定 3月発売予定

3月発売予定

最大外形寸法（約）
質 量

最大外形寸法（約）

質 量

最大外形寸法（約）
質 量

●トートバッグは内側には携帯電話や
財布用ポケット、ボトルホルダー付き。
●小型バッグは厚手のクッション処
理、ハンディカムをしっかり守ります。

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

ハンディカム＆アクセサリーはもちろん、
ノートパソコンも一緒に持ち歩ける
大型ソフトキャリングバッグです。 ソ

フ
ト
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●専用内装材を使用。ハンディカム本体と予備バッテリー、
チャージャー、ビデオライトなどを効率よく収納できます。

●専用内装材を使用し、カメラとアクセサリー類を
効率よく収納できます。

◎アクセサリー収納例

DCR-TRV950と周辺アクセサリーを
システムですっきり収納します。

キャリングケ－ス

LCH-TRV950
希望小売価格20,000円（税別）

キャリングケ－ス

LCH-VX2000
希望小売価格36,000円（税別）

品　名
チャージャー
バッテリー
レンズ
ビデオライト
リモコン
コ－ド類

型　　名
AC-SQ950A
NP-QM91D
VCL-HG0737X/HG2037X
HVL-20DM

個　数
1
1
1
1
1
1

DCR-VX2000専用キャリングケース。

※収納できるビデオカメラ本体は、〈収納例〉では省略してあります。また、収納できるアクセサリーは組み合わせによって異なります。（ここで掲載している表は、収納内容の例です。）

これからビデオを始める方のための
ベーシックツール。バッグ＋三脚（ケース付き）
の基本セットです。

キャリングケ－ス ハンディカムをシステムで収納でき、振動や衝撃からしっかりとガードします。

◎アクセサリー収納例

品　名
チャージャー
バッテリー
レンズ
フィルターキット
ビデオライト
ミニDVカセット
コ－ド類

型　　名
AC-V700
NP-F960
VCL-HG1758/HG0758
VF-58PK
HVL-20DW2

個　数
1
2
1
1
1
2
2

幅395×高さ260×奥行205mm
約2.7kg
ショルダーベルト、カギ×2、
3CCDMEGAPIXELロゴステッカー

最大外形寸法（約）
質 量

付 属 品

伸長時（開脚状態）1060mm、
縮長時330mm
約800g
幅180×高さ230×奥行340mm

三脚の高さ（約）

三脚の質量
付 属 品

幅524×高さ368×奥行244mm
約5.8kg
ショルダーベルト、三脚取り付け用ベルト、カギ、
3CCDロゴステッカー

スターターキット

ACC-SK2 希望小売価格9,000円（税別）

●TR/TRV/RV/SC/PC/EZシリーズのいずれかと
アクセサリー類をシステムで収納可能。

キャリングケ－ス

LCH-TRA 
希望小売価格12,000円（税別）

TR/TRV/RV/SC/PC/EZシリーズに対応
する汎用キャリングケース。

◎アクセサリー収納例

品　名
チャージャー
バッテリー
レンズ
コ－ド類

型　　名
AC-V700
NP-F750

個　数
1
2
1
1

幅350×高さ275×奥行140mm
約1.5kg

カギ×2

●小型・軽量の三脚は、ビデオカメラの着脱が
簡単なクイックシュー方式。エレベーター機能付
き（約170mm）。キャリングバッグに収納可能。
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外出時、気軽に持ち歩けるコン
パクトサイズ。便利なミニ三脚付き
トラベルキット。

旅行やハイキングなどに適した
ポケット三脚とクリーニングクロスのキット。

●すべて裏面には全面滑り止め加工付き。●すべて裏面には全面
滑り止め加工付き。

色：グレー

ショルダーベルト

BLT-110（H）希望小売価格3,000円（税別）

安定感のある幅広タイプ。 おしゃれなスリムタイプ。

ハンディカムに
装着した状態
※画面はハメ込
み合成です。

色：ブルー

ショルダーベルト

BLT-111 （L）希望小売価格3,000円（税別）

色：グレー

色：ブルー

1500mm
30mm
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トラベルキット

VCT-MTK希望小売価格3,000円（税別）

●ミニ三脚は2段階の脚長の伸縮が可能。 ●ミニ三脚は収納時には手のひらサイズのプレート状
になり、携帯に便利です。アングルの微調整が可能で
滑り止め付き。

幅62×高さ23×奥行95mm（折りたたみ時）
約100g

クリーニングクロス、キャリングポーチ

三脚の高さ（約）
三脚の質量

付 属 品

トラベルキット

VCT-TK1 希望小売価格3,000円（税別）

ショルダーベルト

BLT-10（H）希望小売価格1,500円（税別）

ショルダーベルト

BLT-11（L）希望小売価格1,500円（税別）

1600mm
45mm

長さ（約）
幅 （約）
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●高級感のあるスエード風の素材を使用。
●大切なビデオカメラを、チリやホコリ、接触など
による傷から守ります。
●お手持ちのバッグに気軽に収納できる巾着
タイプのポーチです。

使いやすい巾着タイプのキャリングポーチ。

汎用キャリングポーチ

LCS-CGK 希望小売価格2,800円（税別）

スターターキット キャリングケースや汎用バッグと三脚をセットにした便利なキットです。 トラベルキット 旅先での快適撮影をサポートするグッズのセット。 ショルダーベルト 裏全面にすべり止め加工付き。快適にハンディカムを運べます。キャリングポーチ

このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。★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。

ソフトキャリングケース／キャリングバッグ ハンディカム本体に加え、アクセサリー類も効率よく収納できます。

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

■ソフトキャリングケース／キャリングバッグ※1：バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/FM90/QM71D/QM71/QM70/FM70を装着したままでは収納できません。※2：バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/FM90を装着したままでは収納できません。※3：レンズフードを装着した状態で
けた際、本体がやや傾く場合があります。三脚の長さで水平に調節してください。※3：コンバージョンレンズを装着してのご使用は推奨できません。※4：三脚ねじ穴をご使用いただくとき、ビデオカメラ本体の構造上、バッテリー入れのふたが開きません。※5：ビューファインダーの角度調整が必

は収納できません。※4：ビューファインダーの角度調整が必要です。■キャリングケース※1：レンズフードを装着した状態では収納できません。■スターターキット／トラベルキット※1：三脚ねじ穴をご使用いただくとき、ビデオカメラ本体の構造上、カセット入れのふたが開きません。※2：三脚を取り付
要です。※6：QM91D/QM91を装着した状態では収納できません。※7：レンズフードを装着した状態では収納できません。

伸長時180mm・縮長時135mm
約130g
クリーニングクロス、
キャリングポーチ
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●周辺解像度を大幅に向上したHG（ハイグレー
ド）モデル。

ワイドコンバージョンレンズ

VCL-HG0730 希望小売価格18,000円（税別）

●周辺解像度を大幅に向上したHG（ハイグレー
ド）モデル。ハンディカムおよびデジタルスチルカ
メラ用。

ワイドコンバージョンレンズ

VCL-HG0737X 希望小売価格18,000円（税別）

0.7倍
3群4枚
最大径67mm、全長約47mm
約196g

●ワイド端で使用するハンディカム／デジタルス
チルカメラ用HG（ハイグレード）モデル。

ワイドエンドコンバージョンレンズ

VCL-MHG07A 希望小売価格15,000円（税別）

0.7倍
2群2枚
最大径105mm、全長約29mm
約305g

●周辺解像度を大幅に向上したDCR-VX2000
用HG（ハイグレード）モデル。

ワイドコンバージョンレンズ

VCL-HG0758 希望小売価格36,000円（税別）

0.7倍
3群3枚
最大径93mm、全長約48mm
約418g

※全製品に、キャリングポーチあるいは専用ケースとレンズキャップが付属しています。※大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。※CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。※コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正はききにくくなります。
※レンズ装着時、リモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。

高画質ワイドコンバージョンレンズ ハンディカム、デジタルスチルカメラの高画質を生かし、より高品位な広角撮影ができます。

スタンダ－ドワイドコンバージョンレンズ

ワンタッチで着脱できるワイドコンバージョンレンズ。3種類のアダプター付きで、
フィルター径30mm、37mm、52mmのビデオカメラおよびデジタルスチルカメラに対応します。

※ワイド端でのみ使用できます。※ビデオカメラのプログラムAE使用時は、フォーカスを手動にしてご使用ください。オートフォーカスでは
ピントが正しく合いません。また、フォーカススイッチが「無限」になっていると、ピントが正しく合いません。

ワンタッチワイドコンバージョンレンズ

VCL-ES06A 希望小売価格6,000円（税別）

※ワイド端でのみ使用できます。※ビデオカメラのプログラムAEの「AUTO」モード以
外は使用できません。また、フォーカススイッチの「無限」ではピントが正しく合いません。

0.7倍
3群4枚
最大径58mm、全長約42mm
約140g

公称倍率
レンズ構成
大 き さ
質 量

0.6倍
1群1枚
最大径75mm、全長約20.5mm
約80g（レンズのみ）

公称倍率
レンズ構成
大 き さ
質 量

ワイドコンバージョンレンズ

VCL-0630 S
希望小売価格8,000円（税別）

●樹脂素材を使用し、軽量化を実現。

ワイドコンバージョンレンズ

VCL-0637H
希望小売価格8,000円（税別）

0.6倍
3群3枚
最大径61mm、全長約39mm
約90g

セミフィッシュアイレンズ
VCL-0437H
希望小売価格13,000円（税別）

0.45倍
3群3枚
最大径83.9mm、全長約44.1mm
約245g

ワイドコンバージョンレンズ

VCL-0752H
希望小売価格13,000円（税別）

0.7倍
3群3枚
最大径80mm、全長約42mm
約200g

※テレビ、またはモニターによってはワイド側で多
少ケラれる場合があります。

セミフィッシュアイレンズ

VCL-0552
希望小売価格14,000円（税別）

0.55倍
3群3枚
最大径79mm、全長約53mm
約250g
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使用可能なものに●または△が記されています。●/●※ 推奨　△※ 使用可（使用上の注意が必要）�

室内でも、もっと広範囲な撮影が手軽に楽しめます。

0.6倍
3群3枚
最大径50mm、全長約29mm
約73g

スタンダードレンズに対して周辺解像度を2倍以上（当社比）に向上させ、周辺画質（収差や
ひずみ等）を大幅に改善したハイグレードレンズです。メガピクセルのCCD搭載ハンディカムや
デジタルスチルカメラの高画質撮影に適しています。とくに高画質な静止画をプリントアウト
するときに効果を発揮。高画質カメラの実力を引き出します。

とは・・・

ワイドコンバージョンレンズとは？
より広範囲な撮影を可能にするレンズです。室内でみんな

を一緒に撮りたい時や、建物などの外観全体を撮る時

などに威力を発揮します。また撮影者自身がお子様や

友人と一緒に撮りたい

時も、より広角に撮れ

るのでとても便利です。

広い範囲が撮れる
ワイドコンバージョンレンズ

ワイドコンバージョンレンズを
使用した場合の効果例

標準（カメラのワイド端）

0.6～0.7倍

レンズ径30mm用 レンズ径37mm用 レンズ径58mm用レンズ径37/52/58mm用

レンズ径30mm用 レンズ径37mm用 レンズ径52mm用 レンズ径37mm用 レンズ径52mm用

●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。
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■高画質ワイドコンバージョンレンズ■スタンダードワイドコンバージョンレンズ※1：ナイトショット撮影時、ビデオカメラ本体のナイトショットライト発光部がレンズの陰になり、明るさが弱まる場合があります。※2：コンバーションレンズを装着したまま机などに置く場合不安定になります。トラベル
着時、カメラに内蔵のフラッシュやホログラフィックAFの補助光がレンズの陰になります。※7：静止画撮影には推奨できません。

キットVCT-TK1（別売）のミニ三脚の併用をおすすめします。※3：装着する際は、本体に付属のレンズフードをはずしてください。※4：レンズ装着時、ハンディカムに内蔵のビデオライトやフラッシュがレンズの陰になります。※5：テレ側でフォーカスがやや合わない場合があります。※6：レンズ装

※全製品に、キャリングポーチあるいは専用ケースとレンズキャップが付属しています。※大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。
※レンズ装着時、リモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。

※CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。※コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。※これらのレンズは主に動画撮影を目的に設計されております。静止画撮影時に周辺解像度の甘さが目立つ場合があります。

セミフィッシュアイレンズ
を使用した場合の効果例0.4～0.5倍

約0.7倍�標準�



●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。
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※全製品に、キャリングポーチあるいは専用ケースとレンズキャップが付属しています。※大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。※CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。
※コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。※レンズ装着時、リモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。
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高画質テレコンバージョンレンズ 隅 ま々でひずみの少ない高画質で、より高品位な望遠撮影が楽しめます。

スタンダ－ドテレコンバージョンレンズ 笑顔も風景も、高画質のまま、もっと大きく写せます。

ワンタッチで着脱できるテレコンバージョンレンズ。3種類のアダプター付きで、
フィルター径30mm、37mm、52mmのビデオカメラおよびデジタルスチルカメラに対応します。

※テレ端仕様のためワイド側でケラれます。※ビデオカメラのプログラムAE使用時、オートフォーカスではピントが正しく合わないモード
があります。その際は、フォーカスを手動にしてご使用ください。また、フォーカススイッチが「無限」になっていると、ピントが正しく合いません。

ワンタッチテレコンバージョンレンズ

VCL-ES20A 希望小売価格8,000円（税別）

2.0倍
3群3枚
最大径58mm、全長約48mm
約100g（レンズのみ）

公称倍率
レンズ構成
大 き さ
質 量

テレコンバージョンレンズとは？
ハンディカムのレンズ先に取り付けるだけで、ズーム倍率をアップ。

より大きく撮れるレンズです。運動会や動物園といった、被写体

に近づけない時に威力を発揮します。光学ズーム域も伸びる

ので、高画質のままさらなるアップ撮影が可能。迫力ある撮影が、

高画質で楽しめます。

さらに迫力のある映像が撮れる
テレコンバージョンレンズ

望遠レンズを使用
した場合の効果例

望遠レンズを使用
した場合の効果例10倍※×1.4倍

10倍※×2倍

※カメラ本体が10倍ズームを使用している場合。

10倍※
（カメラのテレ端）

※ワイド側でケラレがあります。 ※ワイド側でケラレがあります。 ※ワイド側でケラレがあります。
※CCD-VX1には使えません。

●樹脂素材を使用し、軽量化を実現。
※ワイド側でケラレがあります。

テレコンバージョンレンズ

VCL-2037K 
希望小売価格11,000円（税別）

テレコンバージョンレンズ

VCL-2052K 
希望小売価格14,000円（税別）

2.0倍
3群3枚
最大径73mm、全長約44mm
約200g

1.4倍
3群3枚
最大径85mm、全長約36mm
約250g

2.0倍
3群3枚
最大径90mm、全長約55mm
約370g

※ワイド側でケラレがあります。

テレコンバージョンレンズ

VCL-2030 S
希望小売価格11,000円（税別）

2.0倍
3群3枚
最大径50mm、全長約30.6mm
約85g

1.4倍
2群2枚
最大径65mm、全長約26mm
約105g

レンズ径30mm用 レンズ径37mm用 レンズ径37mm用 レンズ径52mm用 レンズ径52mm用

スタンダードレンズに対して周辺解像度を2倍以上（当社比）に向上させ、周辺画質（収差や
ひずみ等）を大幅に改善したハイグレードレンズです。メガピクセルのCCD搭載ハンディカムや
デジタルスチルカメラの高画質撮影に適しています。とくに高画質な静止画をプリントアウト
するときに効果を発揮。高画質カメラの実力を引き出します。

とは・・・
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●周辺解像度を大幅に向上したHG（ハイグレード）モデル。
※ワイド側で多少ケラレがあります。

テレコンバージョンレンズ

VCL-HG2030 希望小売価格18,000円（税別）

●周辺解像度を大幅に向上したHG（ハイグレード）モデル。ハンディカム
およびデジタルスチルカメラ用。
※ワイド側で多少ケラレがあります。

テレコンバージョンレンズ

VCL-HG2037X 希望小売価格18,000円（税別）

●周辺解像度を大幅に向上したDCR-VX2000用HG（ハイグレード）
モデル。
※ワイド側で多少ケラレがあります。

テレコンバージョンレンズ

VCL-HG1758 希望小売価格36,000円（税別）

2.0倍
3群4枚
最大径67mm、全長約56mm
約210g

1.7倍
3群4枚
最大径96mm、全長約71mm
約422g

2.0倍
3群5枚
最大径59mm、全長約49mm
約170g

公称倍率
レンズ構成
大 き さ
質 量

レンズ径30mm用 レンズ径37mm用 レンズ径58mm用

■高画質テレコンバージョンレンズ■スタンダードテレコンバージョンレンズ※1：ナイトショット撮影時、ビデオカメラ本体のナイトショットライト発光部がレンズの陰になり、明るさが弱まる場合があります。※2：コンバーションレンズを装着したまま机などに置く場合不安定になります。トラベルキット
がレンズの陰になります。

VCT-TK1（別売）のミニ三脚の併用をおすすめします。※3：装着する際は、本体に付属のレンズフードをはずしてください。※4：レンズ装着時、ハンディカムに内蔵のビデオライトやフラッシュがレンズの陰になります。※5：レンズ装着時、カメラに内蔵のフラッシュやホログラフィックAFの補助光

テレコンバージョンレンズ

VCL-1437H 
希望小売価格8,000円（税別）

テレコンバージョンレンズ

VCL-1452H 
希望小売価格13,000円（税別）

※全製品に、キャリングポーチあるいは専用ケースとレンズキャップが付属しています。※大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。
※これらのレンズは主に動画撮影を目的に設計されております。静止画撮影時に周辺解像度の甘さが目立つ場合があります。※レンズ装

※CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。※コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。
着時、リモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。



※CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使えません。

■偏光フィルターキット 偏光フィルターと、レンズを保護するMCプロテクターの基本キット。
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●キット内容
偏光フィルター（VF-30CPK S/37CPK S/52CPK SはMC円偏光フィルタ
ー）：色彩コントラストを高めたり、表面反射を除去する効果があります。風景
撮影やガラスウィンドウを通しての撮影に威力を発揮します。
MCプロテクター：レンズ保護用。
●余分な光を低減する高性能両面マルチコーティングを採用。
●携帯に便利なケース付属。（VF-52CPK S/58PKにはソフトケース、
VF-30CPK S/37CPK Sにはハードケース）

VF-30CPK S希望小売価格5,000円（税別）
●MC円偏光フィルターを採用。

VF-37CPK S希望小売価格5,000円（税別）
●MC円偏光フィルターを採用。

VF-52CPK S 希望小売価格7,000円（税別）
●MC円偏光フィルターを採用。

VF-58PK
希望小売価格 9,000円（税別）

■NDフィルタ－キット　NDフィルターと、レンズを保護するMCプロテクターの基本キット。

●キット内容
NDフィルター：快晴時などに起こりやすい光量オーバーによる
ハレーションを抑制。
MCプロテクター：レンズ保護用。
●余分な光を低減する高性能両面マルチコーティングを採用。
●携帯に便利なハードケース付属。

●キット内容
3面ミラージュ：同じ被写体を、画面上で3つ
にずらしながら同時に画像に映し出します。
センターフォーカス：レンズの中心だけピント
が合い、周囲はソフトフォーカス。
スノークロス：被写体中の強い光源から、放
射状の光を放つように映し出します。
●携帯に便利なプラスチックケース付属。

VF-37M
希望小売価格3,000円（税別）

VF-52MA
希望小売価格 4,000円（税別）

VF-370K 希望小売価格 6,000円（税別） VF-520K 希望小売価格 8,000円（税別）

■特殊効果用フィルターキット 3面ミラージュ、センターフォーカス、スノークロスのフィルターキット。

VF-37CPK SVF-30CPK S

高倍率テレコンバージョンレンズキット（ズームアイ）

VCL-FS2K 希望小売価格110,000円（税別）
接眼レンズキット

VCL-V10FS 希望小売価格12,000円（税別）

ハンディカムに装着し、ビデオカメラの撮影状態の10倍（ビデオカメラが10倍ズームの場合、100倍）の望遠撮影を可能にするレンズキット。

VF-30NK

VF-370K

●VCL-FS2K/FS1KAの本体（テレスコープ）に装
着して使用します。
●レンズ構成：3群5枚
●キット内容：接眼レンズ×1、接続リング×2

※ワイド側で、絵柄によって被写体の輪郭部に色にじみが出る
場合があります。
※このレンズ単体は、10倍の望遠レンズとしては使用できません。
※DCR-VX2000には、2000年4月生産分より対応しています。
それ以前のモデルとDCR-VX2000で使用する場合は、ソニー
サービスステーションにご相談ください。

VCL-FS2K/FS1KAをDCR-VX2000/
VX1000、CCD-VX1で使用するための
専用接眼レンズキット。

⑧

⑧

⑤

①

②

③

④

⑦

⑥

■VCL-FS2K/FS1KA用接眼レンズキット

●キット内容
①本体（テレスコープ）②ビデオ用接眼レンズ
③目視用接眼レンズ ④台座
⑤アクセサリーシューアダプター
⑥キャリングハンドル ⑦キャリングバッグ
⑧テレスコープ台座
※①～⑧の総質量約3.7kg
※ご購入時には、ビデオ用接眼レンズは本体に取り付けた状態
になっています。
※テレ端のみ使用可能。
※DCR-TRV30/TRV20には、2000年3月生産分より対応して
います。それ以前のモデルとDCR-TRV30/TRV20で使用する
場合は、ソニーサービスステーションにご相談ください。

※DCR-TRV900との
組み合わせ例

フィルターキット 高倍率テレコンバージョンレンズキット ハンディカムの望遠側の倍率を10倍に拡大する「ズームアイ」。大迫力の望遠撮影を実現します。
※CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使えません。

色彩コントラストを高めた例

偏光フィルターを不使用 偏光フィルターを使用

3面ミラージュ センターフォーカス スノークロス

ワイド端（最広角側） テレ端（最望遠側）（10倍） テレ端の10倍（100倍）

表面反射を除去した例

偏光フィルターを不使用 偏光フィルターを使用

光量オーバーによるハレーションを抑制します

NDフィルターを不使用（光量オーバー） NDフィルター使用（光量を1/8に抑制）

偏光フィルターを使うと…
車の中から窓越しに風景を撮影したり、プールなど水辺での撮影、晴天での風景

撮影など、光の反射や写りこみを取り除くために使うフィルターです。フィルターの

前枠を回転させて、反射や映り込みが少なくなったところに合わせてから撮影します。

特殊効果フィルターキットを使うと…
レンズ先に取り付けるだけで、手軽に映像効果が得られます。

高倍率テレコンバージョンレンズキットを使うと…
肉眼ではほとんど見えないような遠くの被写体も、ぐっと迫ってアップで撮影できます。

野鳥観察やスポーツ撮影で、他の人には撮れないような貴重なシーン、迫力のシーン

をとらえることができます。

NDフィルターを使うと…
スキーや海水浴など、太陽光の反射が多い場所での撮影は、光量オーバーにより

ハレーションを起こしてしまいがち。そんな時、光量を抑制するのがNDフィルターです。

光量を約1/8に抑え、美しい色で再現します。
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レンズ径30mm用

レンズ径37mm用 レンズ径52mm用

レンズ径37mm用 レンズ径52mm用 レンズ径58mm用

VF-30NK
希望小売価格 3,000円（税別）

レンズ径30mm用 レンズ径37mm用 レンズ径52mm用

■フィルターキット※1：MCプロテクターにはコンバージョンレンズを取り付け可能。ワイドコンバージョンレンズ取り付けた際、多少ケラレることがあります。※2：フィルターにはコンバージョンレンズ等を取り付けることはできません。※3：装着する際は、本体に付属のレンズフードをはずしてください。※4：MCプロテクターにはコンバージョンレンズ等を取り付けることはできません。■高倍率テレコンバージョンレンズキット※1：装着する際は、本体に付属のレンズフードをはずしてください。※2：別売のVCL-V10FSを併用。

フィルターの特性を生かして、美しい映像、楽しい映像作りが楽しめます。

●効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。

フィルターキット

3月発売予定



●ハンディカムでのNightShot撮影時に、より鮮明に
遠くまで撮影可能。（推奨撮影距離3～20m）
●3Wビデオライトも搭載し、低照度・逆光時も
きれいに撮影できます。
●撮影状況に応じた照射設定を選べる4ポジショ
ンスイッチ付き。
【IR LIGHT ON】本体のNightShot機能に連動。
ボリューム式光量調整機能付き
【LIGHT AUTO】撮影時の明るさに合わせてビデオ
ライトが自動点灯／自動消灯
【LIGHT ON】ハンディカムのスタンバイ／ロックに
連動してビデオライトがON/OFF
【OFF】ハンディカムがスタンバイされていても、
ライトの電源はOFF
●操作部の表示に蓄光材を使用、暗闇でも容易に操作できます。
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●撮影状況に合わせ、照射設定を選べるスイッチ
付きです。
【LIGHT AUTO】撮影時の明るさに合わせてビデオ
ライトが自動点灯／自動消灯
【LIGHT ON】ハンディカムのスタンバイ／ロックに連
動してビデオライトがON/OFF
【 （FLASH）】ハンディカムのフォトボタンに連動し
て発光。フォトセンサーの働きで最適な明るさが得
られる「自動光量調整機能」搭載
【OFF】ハンディカムがスタンバイされていても、ライ
トの電源はOFF
●小型でシルバーカラーのスタイリッシュデザイン
●ガイドナンバー14相当（メモリーフォト時）

交換用ハロゲンランプXB-3D 
希望小売価格1,500円（税別）

交換用ハロゲンランプXB-3D 
希望小売価格1,500円（税別）

小柄ながらもビデオライトとフラッシュの1台2役。
自動光量調整機能を搭載。

20m先までのNightShot撮影が可能な赤外線（IR）ライトと
3Wビデオライトの1台2役。回転機構付き。

ビデオフラッシュライト

HVL-FDH4 
希望小売価格12,000円（税別）

ビデオIRライト

HVL-IRH2
希望小売価格10,000円（税別）
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インテリジェントアクセサリーシュー対応の
小型・軽量3Wビデオライト。

静止画撮影をサポートする強力フラッシュ。
フォトボタンに連動して発光します。
インテリジェントアクセサリーシューに対応。

“インフォリチウム”バッテリーLシリーズ対応。
10W／20Wの切り換えが可能です。

●20W（2灯）／10W（1灯）の切り換えが可能（NP-
F550/F530/F330/510/500/CF540使用時は
10W（1灯）のみ）。

※カメラ本体からの電源供給はできません。バッテリービデオライト使用の際にはライト用バッテリー（別売）が必要です。
※HVL-20DM/20DW2/IRM/10DCは、それぞれに対応するバッテリーを使用すれば、異なるシリーズのバッテリーに対応するハンディカムとの組み合わせでもご使用になれます。その際、アクセサリーシューのないハンディカムの場合はVCT-55Lを併用してください。

●コンパクトで携帯性に優れています。

暗い場所でのフォト撮影時に効果的な
小型・軽量フラッシュ。

ビデオフラッシュ

HVL-F10 希望小売価格12,000円（税別）

“インフォリチウム”バッテリーSシリーズ対応の
10Wバッテリービデオライト。

●ハンディカムでのNightShot撮影時に、より鮮
明に遠くまで撮影可能。赤外線ライトは推奨撮影
距離3～20m。

ハンディカムのNightShot機能に対応した
赤外線（IR）ライト。アルカリ単3形乾電池2本
でも使用可能です。

■アクセサリーシューアダプター
ビデオライトや液晶モニターを
ハンディカムに取り付ける際に使用します。

アクセサリーシューアダプター
VCT-55L 希望小売価格 4,500円（税別）

●20W（2灯）／10W（1灯）の切り換えが可能（NP-
FM50使用時は10W（1灯）のみ）。
●バッテリー残量表示機能搭載（4段階）。

交換用ハロゲンランプ XB-20DX 希望小売価格 1,500円（税別）交換用ハロゲンランプ XB-5DX 希望小売価格 1,500円（税別）

バッテリー残量表示機能付き過放電防止機能付き

過放電防止機能付き

リチウムイオンバッテリー対応

過放電防止機能付き

リチウムイオンバッテリー対応

交換用ハロゲンランプ XB-20DX 希望小売価格 1,500円（税別）

交換用ハロゲンランプ XB-150 希望小売価格 3,000円（税別）交換用ハロゲンランプ XB-10DC 希望小売価格 2,000円（税別）

“インフォリチウム”バッテリーMシリーズ
対応。10W／20Wの切り換えが可能です。

バッテリービデオライト

HVL-20DM 希望小売価格10,000円（税別）

●ライトとフラッシュの切り換えスイッチ付き。●ハンディカム
のLANC端子対応で、フォトボタンに連動してフラッシュを発
光。●適正な露出でフラッシュ撮影ができる自動光量調整機
能付き。●ガイドナンバー約14相当（メモリーフォト時）。

リチウムイオンバッテリー対応

暗い場所での動画撮影をサポートする
ビデオライトとフラッシュの1台2役。

ビデオフラッシュライト

HVL-F5DF 希望小売価格12,000円（税別）
バッテリービデオライト

HVL-20DW2 希望小売価格10,000円（税別）
バッテリーIRライト

HVL-IRM 希望小売価格 7,000円（税別）

バッテリービデオライト

HVL-10DC 希望小売価格 6,000円（税別）

●別売りのビデオライトなどをハンディカム※に取
り付ける際に使用。
※TR/TRV/RV/SC/IPシリーズ汎用（CCD-V5000/V200をのぞく）。
※DCR-VX9000には使用できません。

●ハンディカムのフォト撮影時、暗い場所での撮影
に効果的です。●ハンディカムのフォトボタンに連動
して発光。●適正な露出でフラッシュ撮影ができ
る自動光量調整機能付き。●携帯に便利な小型・
軽量タイプ。●推奨撮影距離：1m～4m

AC電源利用の
高出力・小型ビデオライト。

ACビデオライト

HVL-150 希望小売価格10,000円（税別）

●コード長：約3m

過放電防止機能付き

リチウムイオンバッテリー対応

ハンディカム本体内から供給
3W
幅35×高さ69×奥行53mm
約70g
ポーチ

電 源
ランプ消 費 電 力
大きさ（ 約 ）
質 量
付 属 品

電 源
ランプ消 費 電 力
大きさ（ 約 ）
質 量
付 属 品

電 源
ランプ消 費 電 力
大きさ（ 約 ）
質 量
付 属 品

ハンディカム本体内から供給
3W
幅81×高さ65×奥行73mm
約90g
ポーチ

電 源
ランプ消 費 電 力
大きさ（ 約 ）
質 量
付 属 品

“インフォリチウム”バッテリーFシリーズ（別売）
5W
幅45×高さ77×奥行64mm
約100g
アクセサリーシューアダプター

電 源
ランプ消 費 電 力
大きさ（ 約 ）
質 量

NP-FS31/FS21/F30/F20対応（NP-FS11/F10は使用できません）。
10W
幅47×高さ87×奥行65mm
約100g

リチウム電池CR123A（同梱）

幅40×高さ57×奥行55.5mm
約90g

AC電源
150W（AC100V）使用
幅74×高さ125×奥行120mm
約440g

“インフォリチウム”バッテリーMシリーズ（別売）＊
20W/10W
幅48×高さ115×奥行64mm
約100g

“インフォリチウム”バッテリーLシリーズ（別売）
20W/10W
幅48×高さ115×奥行64mm
約100g

“インフォリチウム”バッテリーMシリーズ（別売）、またはアルカリ単3形乾電池2本（別売）

幅46×高さ102×奥行43mm
約90g（アクセサリーシューアダプター含まず）
アクセサリーシューアダプター

●明るさに合わせてビデオライトを自動点灯／自動消灯させることが可能。

ビデオライト

HVL-S3D
希望小売価格4,500円（税別）

ハンディカム本体内から供給
3W
幅35×高さ64×奥行37mm
約40g
ポーチ

●適正な露出でフラッシュ撮影ができる自動光量調整機能付き。バウンス機構付き。
●ガイドナンバー28相当（メモリーフォト時）
●照射距離：1～8m（メモリーフォト時）、1～6m（テープフォト時）
※電源として別売りアルカリ単3形乾電池4本が必要です。

フラッシュ

HVL-FH1100
希望小売価格 16,800円（税別）
DC6V（別売アルカリ単3形乾電池4本）

幅68×高さ110×奥行92mm
約190g
ポーチ

インテリジェントアクセサリーシュー対応ビデオフラッシュライト／ビデオライト コード接続不要で手軽に照明を使った撮影を楽しめます。 ビデオライト／ビデオフラッシュ ポケットサイズから高出力まで。使い方に合わせて選べるラインアップです。

ビデオフラッシュライトを使えば、�
室内などの暗い場所でも、�
表情を明るくくっきり写せます。�

フラッシュを不使用�

フラッシュを使用�

ビデオIRライト（HVL-IRH2）の�
NightShot撮影時に、より鮮明に、�
遠くまでの撮影が可能になります。�

赤外線ライトを不使用�

赤外線ライトを使用�

ビデオライトの標準連続照射時間（照射時間は、組み合わせるハンディカムにより異なります。）
※DCR-TRV50（液晶モニターOFF時）で同時に撮影しながらの数値。

NP-QM91D/QM91
約3時間20分

NP-QM71D/QM71
約2時間40分

NP-FM50
約55分

ビデオライトの標準連続照射時間（照射時間は、組み合わせるハンディカムにより異なります。）
※HVL-S3Dは、DCR-TRV30（液晶モニターOFF時）で同時に撮影しながらの数値。

NP-QM91D/QM91
約3時間35分

NP-QM71D/QM71
約2時間20分

NP-FM50
約55分

ビデオライトの標準連続照射時間（照射時間は、組み合わせるハンディカムにより異なります。）
※DCR-TRV30（液晶モニターOFF時）で同時にNightShotモードで撮影しながらの数値。

NP-QM91D/QM91
約4時間45分

NP-QM71D/QM71
約2時間35分

NP-FM50
約1時間15分

ビデオライトの標準連続照射時間

NP-QM91D/QM91
約45分

NP-QM71D/QM71
約40分

NP-FM50
約30分

＊NP-FM30は使用できません。

※20W使用時の数値（NP-FM50使用時は10W）

ビデオライトの標準連続照射時間

NP-FS31
約70分

NP-FS21
約46分

ビデオライトの標準連続照射時間

NP-F960
約75分

NP-F750
約40分

NP-F550
約40分

NP-F730
約35分

※20W使用時の数値（NP-F550使用時は10W） ビデオライトの標準連続照射時間

NP-QM91D/QM91
約18時間

NP-QM71D/QM71
約11時間20分

NP-FM50
約5時間20分

ビデオライトの標準連続照射時間

NP-FF70
約90分

NP-FF50
約40分

■インテリジェントアクセサリーシュー対応ビデオフラッシュライト／ビデオライト■ビデオライト／ビデオフラッシュ※1：フラッシュは高速連写撮影には対応していません。※2：このフラッシュを使用する場合は、カメラ本体のフラッシュとの併用はできません。※3：電源として、専用バッテリーが必要です。
り付けて使用してください。※9：ビデオカメラのシューにも取り付け可能ですが、別売りのVCT-55Lの使用をお薦めします。※10：三脚ネジ穴をご使用いただくとき、ビデオカメラ本体の構造上、カセット入れのふたが開きません。※11：取り付けたまま机の上などに置いた場合、ビデオカメラの液晶部

※4：EBP-L7は使用できません。※5：ビデオカメラのアクセサリーシューに接続した場合、インテリジェントアクセサリー機能は使用できません。※6：別売りのVCT-55Lを併用。※7：電源として、専用バッテリーもしくはアルカリ単3形乾電池2本が必要です。※8：ビデオカメラのアクセサリーシューに取
を開くと若干不安定になります。※12：三脚ネジ穴をご使用いただくとき、ビデオカメラ本体の構造上、バッテリー入れのふたが開きません。

ライト／フラッシュを
使いこなそう。

■アクセサリーシューって何？

アクセサリーシュ－とはビデオカメラの

上部などにある、ライト／マイクの取り

付け部。インテリジェントアクセサリー

シューなら、ビデオカメラのレンズから

の明るさを検知してライトを自動で点灯

したり、電源を本体から供給したりする

ことができます。
※ハンディカム本体がインテリジェントアクセサリーシュー
対応かどうかをご確認の上、ご購入ください。

■近距離撮影での
フラッシュにはひと工夫を！

近距離でフラッシュ撮影をすると、光

量が強すぎて白くとんでしまうことがあ

ります。そんな時は光の拡散板になる

ようなものを付ければ、解決。フラッ

シュの発光部をパラフィン紙やトレー

シングペーパーでおおえば、光量を弱

めることができます。

■光はレンズの真上から！
被写体を効果的に照らすには、光源を

レンズの真上に置くのが一番。ライト／

フラッシュをレンズ上方に位置するよう

に手で持って撮影するだけでも映像に

違いが出ます。アクセサリーシューのな

いビデオカメラでは、位置調整可能な

アクセサリーシューアダプター（VCT-

55Lなど）を使ってセットしましょう。

交換用ハロゲンランプXB-3D 
希望小売価格1,500円（税別）

インテリジェントアクセサリーシュー
組み合わせの一例です。



使いやすい、撮りやすい、ソニーの三脚�三脚の主な機能や仕様を紹介します。各モデルにどの機能が搭載され、またどのような仕様であるかは、上部の製品別機能表でご確認ください。�

水平の確認が一目でできます。
水準器付きの三脚なら、装着したハ
ンディカムの水平をとりたい時も簡単
に確認できます。�

微妙な高さ調節も簡単。�
三脚の高さの大きな調節は3本の
脚の伸縮で行いますが、微妙な上
げ下げは三脚を設置して行えるエレ
ベーター機能が便利です。�

滑らかなティルティングが可能。�
カウンターバランス機構搭載モデルは、雲台をセットする
ヘッドが油圧式になっており、ビデオカメラの重量、およ
びティルト角に合わせて作動。わずかな力でティルティン
グが可能です。また、撮影時の転倒防止にも有効です。�

ハンドル操作も滑らか。�
油圧式パンハンドル搭載モデルはパ
ンハンドルの駆動部に油圧式機構を
採用。パンニング、ティルティングを滑
らかに行うことができます。�

※写真はVCT-D680RMです。�

ビデオ撮影ではパンやフォロー撮影を多用し
ます。そのような時に、本体をセットする雲台
の水平が保たれていなくてはスムーズな撮影
ができません。ボールレベラー式は、雲台自体
が半球状の台に乗る構造になっており、水準
器を見ながら、迅速に水平をセットできます。�

※写真はVCT-1170RMです。�

ハンドルからリモコン操作できます。�
雲台を垂直に設定す
ることも可能（3ウェイ
パンヘッド）。ハンディ
カムで静止画を縦位
置撮影するときに便
利です。�

縦位置撮影も手軽に行えます。� ビデオカメラを素早く水平出しできます。�
専用のプレートをあらか
じめハンディカムに装着
しておくことで、三脚の
雲台にワンタッチで装着。
カメラを素早く脱着でき
ます。（クイックシュー）�

※写真はVCT-870RMです。�

カメラを素早く装着できます。�
ハンドルにリモコン
機能を装備。LANC
端子装備のハンデ
ィカムを使用すると、
手元のハンドルから、
ハンディカムの電源
ON／OFF、録画スタ
ート／ストップ、レンズ

の可変速ズーム※が行えます。また、ハンディカムの「フォト
機能」にも対応、きれいな静止画撮影が可能です。さらに
逆手対応ハンドル搭載モデルは、ビューファインダーをのぞ
いたままでも簡単に操作できるようになっています。�
※VCT-D680RM/D580RMは2段階の可変速ズーム。�
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インテリジェントアクセサリーシュー対応マイク コード接続不要で迫力あるサウンドを取り込めます。

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

�
�
�
●�
●�
●�
�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

�
�
�
●�
●�
●�
�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

�
�
�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
�
�

マイク部分を分離でき、インタビュー相手や
撮影者の音声をクリアに収録可能。

狙った音をしっかり拾え、カメラ本体のマイク
音声とのミキシングも可能なガンズームマイク。

●マイクコード巻き取り機構（1.5m）を採用。●イン
テリジェントアクセサリーシューに対応、カメラとの結
線や電源（ハンディカムから供給）が不要です。シュー
にも簡単に着脱可能。●ハンディカムに取り付けた
ままでも、スライド式スイッチのON/OFFにより、本体
の内蔵マイクも使用可能。●モノラルマイク。

●電源はハンディカム本体から供給し、電源のON/OFF
もハンディカム側から可能。●撮影状況に応じた音声
録音を選べる3ポジション設定。●モノラルマイク。
［ZOOM MIC］ハンディカムのズーム位置に合わせてマイクの指向
性（ステレオ拡がり角）を連続可変。本体マイクとズームマイクの音
声をミックスさせます。［GUN MIC］狙った被写体の音を拾う鋭指向
性マイクモード。［OFF］マイク装着時でも本体内蔵マイクのみ作動。

ナレーション・インタビューマイク
（エレクトレットコンデンサーマイクロホン）

ECM-HM1 希望小売価格12,000円（税別）

ガンズームマイク
（エレクトレットコンデンサーマイクロホン）

ECM-HS1 希望小売価格9,800円（税別）

幅67×高さ54×奥行139mm
約60g
ポーチ

MSステレオ方式を採用。リアルなステレオ
録音で、映像の臨場感がさらにアップします。

●撮影目的に合わせて指向主軸
角を90 と゚120 に゚切り換え可能。
MSステレオ方式の採用により、
シーンにあわせて、リアルなステ
レオサウンドが記録できます。
●電源：アルカリボタン電池LR44
（同梱）

エレクトレットコンデンサーマイクロホン
（小型ステレオマイク）

ECM-MSD1 希望小売価格10,000円（税別）

幅27×高さ60.5×奥行72.5mm（ツマミ、回転ノブ、コードを除く）
約50g
キャリングポーチ、ウインドスクリーン、アルカリボタン電池（LR44）

対応ハンディカムに
装着した状態

対応ハンディカムに
装着した状態

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

●※1/6�
△※1/2/4�
△※1/2/3�
●※1�
●※1/4�
△※1/2/4�
△※1/2/4�
●※1�
●※1�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
△※1/3�
△※1/3�
�

●※1/6�
△※1/2/4�
△※1/2/3�
●※1�
●※1/4�
△※1/2/4�
△※1/2/4�
●※1�
●※1�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
●※1/4�
△※1/3�
△※1/3�
�
�

●※5/6�
△※2/4/5�
△※2/3/5�
●※5�
●※4/5�
△※2/4/5�
△※2/4/5�
●※5�
●※5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
△※3�
△※3�
�
�

●※5/6�
△※2/4/5�
△※2/3/5�
●※5�
●※4/5�
△※2/4/5�
△※2/4/5�
●※5�
●※5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
●※4/5�
△※3�
△※3

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※ 推奨　△※ 使用可（使用上の注意が必要）�

三 脚 ブレのない安定した映像を撮るのに便利です。

リモコン三脚

VCT-1170RM
希望小売価格55,000円（税別）

ハンディカムのフォト機能対応の
リモコンを装備。高級感のある
シャンパンゴールドカラーモデル。

リモコン三脚

VCT-870RM
希望小売価格15,000円（税別）

旅先での撮影にうれしい
小型多機能タイプ。

リモコン三脚

VCT-D680RM
希望小売価格10,000円（税別）

軽量で持ち運びやすい
エントリーモデル。

リモコン三脚

VCT-D580RM
希望小売価格7,000円（税別）

三脚と組み合わせ、スムーズな
移動撮影を可能にします。

ドリー

TPD-5 
希望小売価格13,000円（税別）

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K
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�
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●デジタル録音に適したMSステレオ
方式。
●専用エクステンションアーム付属。
●指向主軸角90度／120度切り換え式。
●電池：単3形乾電池1本

デジタル録音に適したMSステレ
オ方式を採用。DCRシリーズの
ハンディカムに適しています。

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-MS908C 希望小売価格12,000円（税別）

最大径29×全長127mm
約110g（電池・コード含む）

最大径30×全長175mm
約229g（電池・コード含む）

幅55×高さ34×奥行40mm
約40g（電池・コード含む）

幅46×高さ37×奥行122mm
約44g（電池・コード含む）

●デジタル録音に適したMSステレオ
方式。
●92dB以上の広ダイナミックレンジ。
●指向主軸角90度／120度切り換え式。
●電池：単3形乾電池1本

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-S959C 希望小売価格25,000円（税別）

●広がり感のあるワンポイントステレオ
方式。
●コンパクトなサイズで使い勝手向上。
●指向主軸角90度／120度切り換え式。
●2電源方式（リチウム電池／プラグイ
ンパワー）

●折りたたみ可能、把手
とって

付き。
●固定撮影にも対応するスタンド付き。
※対応三脚：VCT-1170RM/1100RM/970RM/
950RM/870RM/850RM/D680RM/D580RM/
670RM/570RM

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-S930C 希望小売価格16,000円（税別）

●ノイズの少ない鋭指向特性を得る位
相管方式。●コンパクトなサイズで使
い勝手向上。●テープの出し入れに
便利な回転式シューアダプター。●2電
源方式（リチウム電池／プラグインパ
ワー）●モノラルマイク

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-Z37C 希望小売価格16,000円（税別）

MSステレオ方式を採用。ダイナ
ミックレンジが広く、リアルな音
を収録できます。

より広がり感のあるワンポイント
ステレオ方式採用。小型・軽量
で使い勝手、携帯性も向上。

鋭指向性ズームマイク。位相管方
式採用で電気ノイズの影響を受
けずに遠くの音をねらって収音。

約1505mm
約735mm
約3.3kg
約5kg以下
前傾：90度
後傾：70度

●

●

●

●

ー

●
●
ー

ズームレバー：可変速
スタート／ストップ：●
フォト機 能：●

●/ー

キャリングケース

開脚総伸長
閉脚縮長
質 量
積載カメラ質量

ティルティング角

ボールレベラー
水 平 雲 台
水 準 器
油 圧 式
パンハンドル
カウンター
バランス機構
エレベーター
機 能
クイックシュー
ス パ イ ク
3ウェイパンヘッド
リ モ コ ン

L A N C /
A C C端子
付 属 品

約1630mm
約670mm
約2kg
約4kg以下
前傾：90度
後傾：50度

ー

●

●

ー

●

●
ー
ー

ズームレバー：可変速
スタート／ストップ：●
フォト機 能：●

●/ー

キャリングケース

約1450mm
約480mm
約1.3kg
約3kg以下
前傾：90度
後傾：65度

ー

●

ー

ー

●

●
ー
●

ズームレバー：2段階可変速
スタート／ストップ：●
フォト機 能：●

●/●

キャリングケース

約1140mm
約450mm
約1.1kg
約3kg以下
前傾：90度
後傾：65度

ー

ー

ー

ー

●

●
ー
●

ズームレバー：2段階可変速
スタート／ストップ：●
フォト機 能：●

●/●

キャリングケース

幅115×高さ53×奥行58mm
約70g
キャリングポーチ

大きさ（約）
質 量
付 属 品

大きさ（約）
質 量

三
脚�
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ト
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対
応
マ
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マ
イ
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マイク 臨場感あふれる音が映像に深みと広がりを加えます。

マイク

高品位撮影をサポートする
ハイクオリティタイプ。
逆手対応ハンドル搭載。

■三脚※1：ビデオカメラ本体の可変速ズームに対応。※2：三脚装着時、カメラ本体がやや左側に傾く場合があります。雲台の角度や三脚の脚の長さで水平に調整してください。※3：三脚のリモコンは使用できません。※4：三脚ネジ穴をご使用いただくとき、ビデオカメラ本体の構造上、カセット入れ
のふたが開きません。※5：三脚のリモコンでは、ズームは2段階の可変速となります。※6：三脚ネジ穴をご使用いただくとき、ビデオカメラ本体の構造上、バッテリー入れのふたが開きません。

※インテリジェントアクセサリーシューに関しては、18ページのコラムをご覧ください。

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

3月発売予定

三脚はシーンに合わせてお選びください。

結婚式や発表会�

VCT-870RM

旅行�

VCT-D680RM

室内撮影�

VCT-MTK

スペースの余裕がない室内では、テレビの上にも置けるようなミニ
三脚がお薦め。�

スポーツ�

VCT-1170RM

運動会やスポーツの試合など、動く被写体の撮影、足場の悪い
外での撮影に、しっかり固定できるタイプを。�

会場では人が入ってしまいがちなので、足の長い三脚が便利です。�

家族や友達みんなで出かける旅行には、小型軽量で携帯性に
優れたタイプを。�

※VCT-MTKについては、�
11ページを参照下さい。�



幅277×高さ173×奥行274mm
約950g（大きさ、質量ともミラーフード含む）
くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、
ミラーフード、ミラーフードベース、ビューファインダーアダプター、他

23
●画面はハメ込み合成です。 このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。22

スポーツパック 浜辺やスキー場でもハンディカムが楽しめます。水深2mまで使用可能
ス
ポ
ー
ツ
パ
ッ
ク�

マ
リ
ン
パ
ッ
ク�

そ
の
他
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー�

装着したまま電源ON／OFF、録画スタート／ストップ、2段階の可変速ズーム操作ができます。 ※コンバージョンレンズの併用はできません。

■スポーツパック ※1：液晶モニターではミラーフードでのケラレがあります。※2：ハンディカム本体のレンズフードを装着した状態では収納できません。※3：本体内蔵のナイトショットライト/フラッシュ等は使用できません。※4：ビューファインダーでの撮影は見えづらくなります。※5：バッテリーパック
■マリンパック※1：本体内蔵のナイトショットは使用できません。※2：ビデオカメラの液晶部を開いて使用することはできません。※3：ハンディカム本体のレンズフードを装着した状態では収納できません。※4：付属のバッテリーパックNP-FM30を充電できるACアダプター／チャージャーが別途必要です。

NP-QM91D/QM91/FM91/FM90を装着したままでは収納できません。※6：台座B8に取り付けてお使いください。※7：ビューファインダーアダプターはご使用できません。※8：“メモリースティック”への記録はできません。フォトボタンを押すと「テープフォト機能」によりテープ上に静止画記録がされます。
※5：“メモリースティック”への記録はできません。フォトボタンを押すと「テープフォト機能」によりテープ上に静止画記録がされます。

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　△※使用可（使用上の注意が必要）

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

�
�
�
�
�
�
�
�
●※1/2/3/4/5�
�
●※1/2/3�
�
�
●※1/2�
●※1/2�
�
�

●実用潜水深度：75m
●2.3型相当液晶画面を装備。
●本体とグリップが取り外しでき、移動時の取扱
いが容易です。
●LCDモニターの駆動に“インフォリチウム”バッ
テリーMシリーズのNP-QM91D/QM91/QM71D/
QM71/QM70を装着して長時間撮影が可能。
●装着したままで、電源のON/OFF、録画スタ
ート／ストップ、オートフォーカスON/OFF、電動ズー
ム、フォト撮影が可能。
●防水構造：Oリング圧着式、3バックル
※液晶部を開いての撮影はできません。

2.3型相当の液晶モニターを見ながら、快適に撮影できます。

マリンパック

MPK-DVF5M
希望小売価格260,000円（税別）

幅312×高さ212×奥行318mm
約4.4kg
キャリングバッグ、ワイドコンバージョン
レンズ（0.65倍）、モニター用バッテリ
ーパックNP-FM30、カラーフィルター、
フード、Oリング、シリコングリス、リチウ
ム電池CR2、台座、他

大きさ（約）
質 量

付 属 品

幅145×高さ242×奥行223mm
フード、Oリング、グリス、他

大きさ（約）
付 属 品

水深75mまで
使用可能

●マリンパック使用時のビデオカメラの使用電源は、高容量
タイプをおすすめします。
（バッテリーをハンディカム本体に内蔵するタイプを除く）
●交換用のOリング、シリコングリス、防水パッキン、およ
びカラーフィルターは有償のサービス部品です。

マリンパック スキューバダイビングで海中の映像を撮るために。

●“インフォリチウム”バッテリーMシリーズのNP-
QM91D/QM91/FM91/FM90/QM71D/QM71/
QM70/FM70に対応。
●連続照射時間：NP-QM91D/QM91使用で約
75分、NP-QM71D/QM71使用で約45分。
※NP-FM50/FM30は使用できません。※交換用の○リング、シ
リコングリス、防水バッキン、およびカラーフィルターは有償の
サービス部品です。※水中以外では使用できません。

■マリンパック関連アクセサリー
強力な20Wのビデオライト。
水中の暗闇を明るく照らします。

水中ビデオライト

HVL-ML20M
希望小売価格35,000円（税別）

水深75mまで
使用可能

幅169×高さ174×奥行261mm
約990g
くもり止めリキッド、シリコングリス、
ショルダーベルト、台座、他

大きさ（約）
質 量

付 属 品

幅169×高さ174×奥行261mm
約990g
くもり止めリキッド、シリコングリス、
ショルダーベルト、台座、他

幅150×高さ170×奥行110mm
約550g
くもり止めリキッド、シリコングリス、
ショルダーベルト、台座、他

幅177×高さ173×奥行274mm
約800g
くもり止めリキッド、グリス、
ショルダーベルト、台座、他

幅125×高さ128×奥行172mm
約520g
くもり止めリキッド、シリコングリス、
ショルダーベルト、台座、他

幅136×高さ157×奥行202mm
約650g
くもり止めリキッド、シリコングリス、
ショルダーベルト、台座、他
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DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K
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●フォト撮影（テープフォト）が可能。●折りたた
み式のミラーフードを採用。液晶画面を見なが
らの撮影も可能（角度は固定）。●ハンディカム
付属のリモコンで再生画像（反転画像）を見るこ
とができます。●ステレオマイク内蔵。●バッテ
リーパックNP-QM91D/QM91/FM91/F960を装
着して収納が可能。

TRVシリーズのDV方式ハンディカム用
スポーツパック。

スポーツパック

SPK-DVF4希望小売価格29,800円（税別）

●折りたたみ式のミラーフードを採用で液晶画面
を見ながらの撮影も可能。
●ステレオマイク内蔵。

TRVシリーズのDV方式ハンディカム用
スポーツパック。

スポーツパック

SPK-DVF5 希望小売価格29,800円（税別）

●折りたたみ式のミラーフードを採用。液
晶画面を見ながらの撮影が可能です。
●ハンディカム付属のリモコンで再生
画像（反転画像）を見ることができます。
●ステレオマイク内蔵。

DCR-IP55専用スポーツパック。

スポーツパック

SPK-IP55 希望小売価格33,000円（税別）

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K
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●※3�
●※3�
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●TRV33K/TRV22K専用のコンパクト設計。
●折りたたみ式のミラーフードの採用で液晶画面
を見ながらの撮影も可能。
●ステレオマイク内蔵。
●バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91を
装着して長時間撮影ができます。

DCR-TRV33K/TRV22K専用
スポーツパック。

スポーツパック

SPK-TRV33 希望小売価格33,000円（税別）

●折りたたみ式のミラーフードを採用。液晶画面を
見ながらの撮影が可能です。
●ハンディカム付属のリモコンで再生画像（反転
画像）を見ることができます。
●ステレオマイク内蔵。

PCシリーズのDV方式ハンディカム用
スポーツパック。

スポーツパック

SPK-PC4 希望小売価格29,800円（税別）

●大容量バッテリーパックNP-QM91D/QM91を装
着して長時間撮影ができます。
●ステレオマイク内蔵。
※ミラーフードは搭載されておりません。撮影時にはビューファイン
ダーをご使用ください。

Digital8／Hi8方式ハンディカム用の
汎用スポーツパック。

スポーツパック

SPK-TRC 希望小売価格29,800円（税別）

●着脱式のミラーフードを採用。TRVハンディカム（液晶タイプ）を装着した場合、
液晶画面を見ながらの撮影も可能（角度は固定）。●TRVハンディカム付属の
リモコンで再生画像（反転画像）を見ることができます。●ステレオマイク内蔵。
※CCD-TRV90は有償のサービス部品の専用台座をお求めいただくとご使用になれ
ますが、液晶モニター使用時は画面が若干欠けるため、液晶モニターを使用しての撮
影はお薦めできません。
※CCD-TRV95K/TRV85K/TRV45K/TRV60/ TRV30は、液晶モニターの使用はできません。
※CCD-TRシリーズには、付属のミラーフードは使用できません。

Digital8/Hi8方式ハンディカム用の
汎用スポーツパック。

スポーツパック

SPK-TRV2 希望小売価格37,000円（税別）
3月発売予定 3月発売予定

使用可能なものに●または△が記されています。●/●※推奨　
△※使用可（使用上の注意が必要）

水中撮影も可能。
どんどん撮ろう。

スポーツパック

冬のゲレンデ、夏の海や川は遊びの

宝庫。スポーツパックがあれば思う存

分、思い出が残せます。

●スポーツパック使用時のビデオカメラの使用電
源は、高容量タイプをおすすめします。（バッテリ
ーをハンディカム本体に内蔵するタイプを除く）
●交換用の防水パッキン、シリコングリスは有償の
サービス部品です。

大きさ（約）
質 量

付 属 品

その他のアクセサリー

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

使用可能なものに●または△が記されています。�
●/●※ 推奨△※ 使用可（使用上の注意が必要）�

●�
●�
�
●�
�
�
●�
�
�
●�
●�
�
●�

インテリジェントアクセサリーシューに対応。
外出先で手軽に名刺サイズのカラープリントができます。

手軽に楽しめる標準タイプ。

PVP-MSH、DCR-TRV820K専用プリントパック。

インテリジェント
アクセサリーシュー
組み合わせ例

●メモリーモード時には、その場のシーンを
ダイレクトにプリントすることが可能。
●テープの中のお気に入りのシーンも“メモ
リースティック”にコピーしてプリントできます。
＊プリント例の写真は、スチル写真によるイメージです。

ポータブルビデオプリンター

PVP-MSH 希望小売価格25,000円（税別）
プリント出力時間
付 属 品

●コンパクトなカードサイズ（91mm×
55mm、印刷範囲は64mm×48mm）。
●セット内容：スタンダードタイプ用
紙×40枚、プリントカートリッジ（プリン
ト20枚分）×2セット入り

カラープリントパック

CPPM-NR40
希望小売価格2,200円（税別）

●コンパクトなカードサイズ（91mm×
55mm、印刷範囲は64mm×48mm）。
●セット内容：ステッカータイプ用紙×
20枚、9分割ステッカータイプ用紙×20
枚、プリントカートリッジ（プリント20枚
分）×2セット入り

カラープリントパック

CPPM-SC40
希望小売価格4,400円（税別）

9分割のミニシールを作成できます。

●プリント例
●プリント例

ビデオウォークマン用テレビチューナーユニット。

テレビチューナーユニット

TGV-100 希望小売価格20,000円（税別）

ビデオウォークマンに
装着した状態

ビデオウォークマンより供給
1.4W
幅39×高さ61×奥行128mm
約180g
アンテナ接続コード

電 源
消費電力
最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品

対応機種：GV-D1000/D900/D300/D800/A700/A100

●SUPER LASER AVLINK対応ハンディカム／ビデオウォークマンからのAV
信号を、約8m（推奨距離3～6m）離れた場所で受信可能。●LASER AVLINK
対応ハンディカム、ビデオウォークマンからのAV信号を、約7m（推奨距離3～
4m）離れた場所で受信可能。テレビ※2の主電源が入っていれば、電源ON信号
のコードレス伝送も可能。テレビの入力を自動的に切り換えることもできます。
※1:映像入力端子、音声入力端子があるテレビが対象となります。
※2:ソニー製のテレビが対象となります。機種によって操作できないことがあります。

テレビ※1等に接続し、コードレス送信部（SUPER LASER AVLINK／
LASER AVLINK）内蔵のハンディカムなどから
AV信号を赤外線で受信できます。

AVコードレスIRレシーバー

IFT-R20 希望小売価格8,000円（税別）

幅121×高さ41×奥行128mm
約185g
AV接続コード、ACパワーアダプター

最大外形寸法（約）
質 量
付 属 品

●ビデオウォークマンに装着
し、テレビ放送を楽しめる
音声多重（ステレオ）テレビ
チューナーユニット。
●VHF：1～12ch  UHF：13
～62ch  

約2分40秒
プリントペーパー（標準タイプ×10枚、標準ステッカータイプ×5枚、9分割ステッカータイプ×5枚）、
プリントカートリッジ×1、ヘッドクリーナー×1、プラテンローラークリーナー×1、ポーチ×1

神秘的な海中シーンも
美しく撮れる。

マリンパック

スキューバダイビングが趣味なら、マリ

ンパックがおすすめ。水深75mまで使

用可能だから、心を魅了してやまない

サンゴや熱帯魚たちの幻想的な世界

も、美しく撮影できます。
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★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。 このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。24

ネットワーク機器関連の最新情報はデジタルイメージングサポート〈http://www.sony.co. jp/support-di/〉をご覧ください。

“メモリースティック”／“メモリースティックPRO” コンパクトながら大量のデータを記録できるIC記録メディア“メモリースティック”。 メモリースティック用アダプター、リーダー／ライター “メモリースティック”をパソコンで使用するための専用アダプター。

〈主な仕様〉◎大きさ（縦×横×厚さ）：約21.5×50×2.8mm ◎質量：約4g ◎書き込み速度：最大1.5MB/秒
◎読み出し速度：最大2.45MB/秒 ◎付属品：収納ケース、専用ラベル
※この“メモリースティック”は、ＭａｇｉｃＧａｔｅには対応しておりません。「ネットワークウォークマン」などＭａｇｉｃＧａｔｅ対応機器での音楽の記録・再生はできません。
※MSA-128Aは、DCR-TRV900ではご使用になれません。

〈主な仕様〉◎大きさ（縦×横×厚さ）：約21.5×50×2.8mm ◎質量：約4g ◎付属品：“メモリースティックPRO”専用ケース
※“メモリースティックPRO”に対応のハンディカムはDCR-TRV70K/TRV33K/TRV22Kになります。（高速転送には非対応）

用途に合わせて4タイプの容量が選べます。 “メモリースティック”をすっきり持ち歩ける
スタイリッシュなシルバーケース

IC記録メディア
“メモリースティック”（128MB）

MSA-128A オープン価格★

IC記録メディア
“メモリースティック”（32MB）

MSA-32AN オープン価格★

IC記録メディア
“メモリースティック”（64MB）

MSA-64AN オープン価格★

IC記録メディア
“メモリースティック”（16MB）

MSA-16AN オープン価格★

●“メモリースティック”／PCカードアダプターを
収容できる薄型キャリングケース。
●“メモリースティック”8枚もしくは“メモリース
ティック”4枚＋PCカードアダプター1枚収納可能。
●付属品：メモリースティック用カラーラベル
3色（青・ピンク・緑）×各3枚
※“メモリースティック”は別売りです。

収納例MSA-128A

“メモリースティック”をUSB端子搭載の
パソコンで使用できる
リーダー／ライター。

●最大12Mbpsの高速転送。●プラグ＆
プレイ対応。●ＵＳＢポートから直接電源
供給。●ドライバーソフトウェア付属。
［主な仕様］◎インターフェース：USB
◎“メモリースティック”アクセススピード：
約6.4Mbps

USB対応メモリースティックリーダー／ライター

MSAC-US2 希望小売価格4,600円（税別）

便利なUSBマウスとリーダー／
ライターの一体型。

●最大12Mbpsの高速転送。
●ドライバーソフトウェア付属。
［マウスの主な仕様］◎インターフェース：
USB ◎転送速度：最大1.5Mbps
［主な仕様］◎インターフェース：USB ◎“メ
モリースティック”アクセススピード：約6.4Mbps

マウス機能付メモリースティックリーダー／ライター

MSAC-US7希望小売価格7,800円（税別）

�

�

�

�

�

�

�

�

※1：パソコン工場出荷時にこれらのOSがインストールされていることが必要です。（アップグレード環境での動作保証はいたしません。） ※2：ドライバーが必要です。詳しくはデジタルイメージングサポート（http://www.sony.co.jp/�
support-di/）をご覧ください。※3：“メモリースティック”からの読み込みのみ可能。※4：上記OSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。ただし、次のモデルの場合は、Mac OS 9.0/9.1/Xにアップデートして
ご使用ください。●Mac OS 8.6がインストールされていて、CD-ROMドライブがスロットローディングのiMac ●Mac OS 8.6がインストールされているiBook、Power Mac G4

主な対応パソコンおよびスロット・接続端子�

対 応 O S
Microsoft® Windows® Mac OS

PCカードスロット搭載のパソコン※1 ─�

7.6.1

─�

8.0

─�

8.1

●�

8.5

●�

Windows® �
Millennium �
Edition

●�

Windows®
2000�

Professional

●�

8.5.1

●�

8.6

●�

9.0

●�

9.1／9.2

─�

Windows® �
95

●�

Windows® �
98

─�

Windows �
NT® 4.0

●�
（1.0、2.0、2.11、3.0）�

Windows® �
CEHome�

Edition

●�

Professional

●�

Windows® 98 �
Second�
Edition

MSAC-PC3 ●�
（v10.1のみ）�

MSAC-FD2MA 1.44MB 3.5型フロッピーディスクドライブが�
標準で搭載されたデスクトップパソコン※1 ●※3 ●※3 ●※3 ●※3●� ●� ●※3 ●※3 ─� ─�●� ●� ─�●※2 ●※2●� ─�

v10.0�
v10.1（　）�

●�

Windows® XP

MSAC-US7/MSAC-US2 USB端子搭載のパソコン� ─� ─� ─� ─�●※1 ●※1 ●※4 ●※4 ●※4 ●※4─� ●※1 ─� ─�●※1 ●※1●※1 �●※4

Ⅹ�

●�
サービスパック�
3、4、5、6（  　　）�

※これらの商品のご使用にあたっては、お客様ご自身が、パ
ソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があり
ます。また、お客様ご自身による接続、ソフトウェアのインスト
ール等が必要です。※最新の情報は「デジタルイメージングカ
スタマーサポート」でご確認ください。【デジタルイメージング
カスタマーサポート http://www.sony.co.jp/support-di/】
※“メモリースティックDuo”をDuo専用の機器以外でご使用
になるときは、必ず同梱のDuo専用アダプターに接続のうえご
使用ください。

［MSAC-US7／US2に関するご注意］
●Microsoft® Windows®環境／Macintosh環境とも、一台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続されている
場合、同時に使われる機器によっては、動作いたしません。●ハブを経由して接続されている場合は動作保証
いたしません。●推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。

最大1GBまでの高容量を実現。“メモリースティックPRO（プロ）”登場。

著作権保護対応IC記録メディア“メモリースティックPRO”（1GB）

MSX-1G オープン価格★

著作権保護対応IC記録メディア“メモリースティックPRO”（512MB）

MSX-512 オープン価格★

著作権保護対応IC記録メディア“メモリースティックPRO”（256MB）

MSX-256 オープン価格★ 3月21日発売予定

3月21日発売予定

3月21日発売予定

MSX-1G

メモリースティックキャリングケース

MSAC-HGA8 希望小売価格2,500円（税別）

メモリースティックキャリングケース

MSAC-A8 希望小売価格1,500円（税別）

●内容：フロッピーディスクアダプター、
セットアップ用CD-ROM、ボタン電池CR2016×2
〈主な仕様〉◎インターフェース規格：1.44MB 3.5型FDドライブ
◎対応パソコン：IBM PC/AT互換機のデスクトップパソコン、
Apple Power Macintoshのデスクトップパソコン
［ご注意］※このメモリースティック用フロッピーディスクアダプターをご使用になる場合、フロ
ッピーディスク使用時に比べ、書き込み／読み出しに時間を要します。※NEC PC9800シリ
ーズではご使用になれません。※ノート型パソコンで“メモリースティック”をご使用になるに
は、別売りのPCカードアダプターMSAC-PC3のご使用をおすすめします。※USB接続、PC
カードスロットで接続したフロッピーディスクドライブではご使用になれません。※1.44MBフォ
ーマット以外のフロッピーディスクはご使用になれません。データを壊すおそれがあります。
※Macintoshでの使用時は、書き込みができません。※Macintoshでの使用時は、ドライバー
ではなく、ユーティリティをインストールします。※マルチプロセッサ環境ではご使用になれません。

“メモリースティック”をデスクトップパソコンのフロッピー
ディスクドライブで使用するためのアダプター。

メモリースティック用フロッピーディスクアダプター

MSAC-FD2MA 希望小売価格8,800円（税別）

●パソコン等のPCカードスロットに装着して、“メ
モリースティック”対応のハンディカムで撮影した
画像を活用できます。●アクセスランプ採用で、
アクセス中の抜き差しによるデータ消去を保護。
［主な仕様］◎インターフェース規格：PCMCIA
ATA16bit ◎PCカードタイプ：PCカードTYPE
Ⅱ準拠◎“メモリースティック”アクセススピー
ド：約9.6Mbps（“メモリースティックPRO”使
用時のアクセススピード：約19.2Mbps）

“メモリースティック”が、パソコンの
PCカードスロットで
使用できます。

メモリースティック用PCカードアダプター

MSAC-PC3 希望小売価格7,800円（税別）

“メモリースティックPRO”
対 応

“メモリースティックPRO”
対 応

“メモリースティックPRO”
対 応

ハンディカムとPDC方式の携帯電話※をつなぐことにより、
パソコンに接続せずに手軽にインターネットを介して画像をやりとりできます。PHSデータ通信カード／モデムカード対応のBluetooth機能搭載モデムアダプター。

小型軽量で、さまざまな場所からインターネットが楽しめます。

Bluetooth機能搭載モデムアダプター

BTA-NWP 希望小売価格22,000円（税別）

ハンディカム専用USB-PDCアダプター

UNA-PDC 希望小売価格7,800円（税別）

［対応ハンディカム］
DCR-IP220K/IP55/IP7/PC120/TRV950/TRV50

［対応ハンディカム］
DCR-IP220K/IP55/IP7/PC120/TRV950/TRV50

［キット内容］
ACパワーアダプター、専用モデムカード、
専用モデムケーブル、アルカリ単3形乾電池×2

BluetoothTM機能搭載モデムアダプター Bluetooth機能搭載ハンディカムからワイヤレスでインターネットへ接続できます。 ハンディカム専用USB-PDCアダプター 携帯電話とつないで、外出先や旅行先からその場で画像を送れます。

アナログ電話回線対応のBluetooth機能搭載モデムアダプター。
薄型・軽量のうえ乾電池使用＊1もできるので、家の中はもちろん外への持ち運びにも便利です。

Bluetooth機能搭載モデムアダプター

BTA-NW1 希望小売価格33,000円（税別）

ワイヤレス通信�

インターネット接続�

PCカード�
アダプター�

PHSデータ�
通信�
カード�BTA-NWP

※BTA-NWPに対応したPHSデータ通信カードと専用の
PCカードアダプター、またはモデムカードが別途必要です。
動作確認済みカードについては上記をご覧ください。�

※ISDN/PBXではご利用になれません。外出先では、�
モジュラージャック装備の公衆電話機などをご利用ください。�

インターネット接続のイメージ図�

モジュラージャックへ�
接続�BTA-NW1

通信可能距離：�
見通し最大約10m

Bluetooth機能�
搭載ハンディカム�

●動作電圧：DC5V（USBインターフェースより供給）●消費電流：最大100mA
●ケーブル全長（約）：465mm ●質量（約）：35g
◎対応携帯電話はPDC方式携帯電話※です。パソコンにはお使いいただけません。◎USBインターフェース部　転送速度：最
大12Mbps ◎PDCインターフェース部 送受信速度：最大9600bps※ ※電波状況により変化します。

［キット内容］
ACパワーアダプター、アルカリ単3形乾電池×2本

※ソニー製Bluetooth機能搭載機器の互換性については、【Sony Bluetoothプロダクトインフォメーション http://www.sony.co.jp/sd/products/bluetooth/】をご覧ください。

［対応ハンディカム］DCR-IP220K/TRV70Kそ
の
場
に
い
な
い
友
人
に

ハ
ン
デ
ィ
カ
ム
で
直
接
画
像
を
送
る
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〈電子メール〉
撮りたての映像で
ビデオメールを送る。

〈ホームページ閲覧〉
外からでも、お気に入
りのホームページにア
クセス。

〈i-Jump機能〉
友人の携帯電話に画
像を送る※。
※i-Jumpサービスを利用。
※DCR-IP220K/TRV70K
のみの機能です。

●携帯性に優れた小型軽量サイズ
●電源には、ACパワーアダプターと乾電池＊1の両方が使用可能。
●通信可能距離：見通し最大約10m＊2

●使用周波数帯：2.4GHz
●PHSデータ通信カードを使ったワイヤレス通信に対応。
●最大外形寸法（約）：幅115×高さ20×奥行88mm
■動作確認済みカード（データ通信機能のみ）＝◎PHSデータ通信カード：
〈NTTドコモ〉P-in m@ster、P-in Comp@ct〈DDIポケット〉AirH″Card
petit（TDK RH2000P、NECインフロンティア CFE-02）◎モデムカード：
〈オムロン〉グローバルカードモデムME5614CG2

※P-in m@ster/P-in Comp@ctをご利用になる場合は専用のPCカードアダプター（別売）、AirH″Card petitをご利用になる場合は同梱のPCカードアダプターが必要です。※P-in m@ster、
P-in Comp@ctの詳細につきましてはNTTドコモのホームページ（http://www.nttdocomo. co.jp/）をご覧ください。AirH″Card petitの詳細につきましてはDDIポケットのホームページ
（http://www. ddipocket.co.jp）をご覧ください。ME5614CG2の詳細につきましてはオムロンのホームページ（http:// www.omron.co.jp/ped-j/ index.html）をご覧ください。

●携帯性に優れた小型サイズ。
●通信状況が一目でわかるLED表示。
●電源には、ACパワーアダプターと乾電池＊1の両方が使用可能。
●モデム通信速度：最大56kbps（V.90/K56flex TM準拠）
●通信可能距離：見通し最大約10m＊2

●使用周波数帯：2.4GHz帯
●適用回線：アナログ電話回線
●最大外形寸法（約）：幅115×高さ20×奥行88mm
※BTA-NW1はアナログ電話回線（ISDN/PBXではご利用になれません）との接続が
必要となります。
※モデムカードはBTA-NWP/NW1専用です。他の機器ではご使用になれません。

＊1ソニー製アルカリ単3形乾電池2本で、約1時間使用可能。
＊2 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します（ソニー製のBluetooth機
能搭載ネットワークハンディカムとの接続時）。

※DCR-IP220K/IP55/IP7/PC120/TRV950/TRV50と組み合わせて使用した場合、
転送できる画像データは“メモリースティック”内に記録した動画（MPEG1）と静止画
（JPEG）に限ります。テープ上の画像の転送はできません。
※通信速度、通信距離は、周囲の電波環境・障害物設置環境・距離などにより異
なります。また、周囲の電波状況により通信が切断される場合もあります。

インターネット接続のイメージ図�

DCR-TRV70K

イーサネット回線で接続�

インターネット接続�

UNA-EN1

ハンディカムとイーサネット回線をつなぐことにより、
パソコンに接続せずに手軽にインターネットを介して画像をやりとりできます。

ハンディカム専用USBイーサネットアダプター

UNA-EN1 希望小売価格7,800円（税別）

ハンディカム専用イーサネットアダプター イーサネットに接続して、外出先や旅行先からその場で画像を送れます。

3月発売予定

※各携帯電話会社（NTTドコモ、TU-KA、au、J-PHONE）のPDC方式携帯電話でご使用いただけます。コネクタ形状が違って接続できない携帯電話もあります。詳しくは携帯電話の販売店等にご確認ください。※携帯電話機のサービスエリア内に限ります。※
電波状況の変化により通信が切断される場合、通信ができない場合があります。※PHS、cdmaOne、アナログ電話機では使用できません。※9600bps非対応の電話機には接続できません。※マスターネットの10円メール、NTTドコモのMoperaには接続でき
ません。※NTTドコモの特番（♯××××）などには接続できません。※NTTドコモのDoPaには対応していません。※送信先が携帯電話の場合、受信できないことがあります。※対応するハンディカムと組み合わせて使用した場合、転送できる画像データは“メモリースティック”内
に記録した動画（MPEG1）と静止画（JPEG）に限ります。テープ上の画像の転送はできません。

※最新の接続確認携帯電話一覧はデジタルイメージングサポート〈http://www.sony.co.jp/support-di/〉をご覧ください。

インターネット接続のイメージ図�

UNA-PDC

インターネット接続�

PDC方式の携帯電話�DCR-IP220K�
DCR-TRV70K

［対応ハンディカム］DCR-TRV70K

●LAN／ADSL／CATV回線などに接続、高速通信を利用して容量の大きい画像も短時間で送信可能。
●最大外形寸法（約）：幅69×高さ26.5×奥行き35mm（ケーブル含まず）●ケーブル全長（約）：355mm ●質量（約）：36g
◎パソコンにはお使いいただけません。◎海外でもイーサネット回線対応箇所でお使いいただけます。
◎USBインターフェース部　転送速度：最大12Mbps＊

◎LANインターフェース部 コネクタ：RJ-45 通信規格：IEEE802.3（10BASE-T）／IEEE802.3U（100BASE-TX） 転送速度：10BASE-T時 最大10Mbps／100BASE-TX時 最大100Mbps＊

※対応するハンディカムと組み合わせて使用した場合、転送できる画像データは“メモリースティック”内に記録した動画（MPEG1）と静止画（JPEG）に限ります。テープ上の画像の転送はできません。
＊転送速度は転送する情報の量・質、回線の種類状況によって異なります。
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画像を送ったりサイトを
観たりできます。

旅行先などで、パソコン
がなくても撮ったその場
から映像を送ったり、サイ
トにアクセスして最新情
報を得たりすることが可
能。楽しさが広がります。

インターネット接続のイメージ図�

DCR-TRV70K

一般電話回線で接続�

インターネット接続�

UNA-PSTN
※ISDN/PBXではご利用になれません。外出先では、�
モジュラージャック装備の公衆電話機などをご利用ください。�

ハンディカムと一般電話回線をつなぐことにより、
パソコンに接続せずに手軽にインターネットを介して画像をやりとりできます。

ハンディカム専用USB-PSTNモデムアダプター

UNA-PSTN 希望小売価格11,000円（税別）

ハンディカム専用USB-PSTNアダプター 一般電話回線に接続して、外出先や旅行先からその場で画像を送れます。

●名刺サイズのコンパクトボディで携帯性に優れたモデムアダプター。●ワールドワイド仕様、海外でも使用可能※。
●最大外形寸法（約）：幅86×高さ17.1×奥行き65mm（ケーブル含まず）●質量（約）：54g
◎一般電話回線専用です（トーン／パルス）。海外でもお使いいただけます。パソコンにはお使いいただけません。
◎USBインターフェース部　転送速度：最大12Mbps＊ ◎PSTNインターフェース部 転送速度：最大56kbps＊

※一般電話回線対応可能エリア：日本、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、イギリス、アメリカ
※対応するハンディカムと組み合わせて使用した場合、転送できる画像データは“メモリースティック”内に記録した動画（MPEG1）と静止画（JPEG）に限ります。テープ上の画像の転送はできません。
＊転送速度は転送する情報の量・質、回線の種類状況によって異なります。

3月発売予定

［対応ハンディカム］DCR-TRV70K

〈アルバム利用〉
webアルバムにアップ
したり、アップした映
像を観る。
＊動画（MPEG1）、静止画（JPEG）



ネットワーク機器関連の最新情報はデジタルイメージングサポート〈http://www.sony.co. jp/support-di/〉をご覧ください。
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※これらの商品のご使用にあたっては、お客様ご自身が、パソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があります。また、お客様ご自身による接続、ソフトウェアのインストール等が必要です。

ハンディカム専用パソコン接続キット ハンディカムお薦めの接続キット。

●USBケーブル付属。
●アプリケーション「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を付属。
［入力モード］で“メモリースティック”に記録した静止画や動画を取り込めるのはもちろんのこと、USBストリ
ーミング機能搭載のハンディカムなら、テープに記録した映像や、ハンディカムの［カメラモード］で撮影中の映
像をパソコンで見たり、保存したりできます。また、画像の加工・編集、ビデオCDの作成も可能です。

●アプリケーション「Image Transfer」を付属。
ハンディカムとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、“メモリースティック”に記録した画像をパソ
コンに自動取り込みをすることが可能です。

●画像整理ソフト「蔵衛門9デジブック for Sony」＊を付属。
“メモリースティック”に記録した静止画（JPEG）・動画（MPEGムービー）を取り込み、パソコン上でアルバ
ム形式に整理できます。インターネットリンクの設定、ふき出しやクリップアートの追加もできて、オリジナ
ルのアルバムに仕上げられます。また、ソニーオリジナルの「WebMemo機能」により、ホームページの情
報を“メモリースティック”に書き込むことができ、ネットワーク機能対応のハンディカムで閲覧できます。

◎Microsoft® Windows®98およびMac OSでは、USB接続による映像の入力
（USBストリーミング機能）には対応しておりません。◎接続するパソコンの性能などにより転送速度は異なります。
「PIXELA  ImageMixer Ver.1.5 for Sony」に関するご注意

◎ Microsoft® Windows® 98/Microsoft®

Windows® 98 Second EditionおよびMac OSでは、i.LINK（IEEE1394規格）接続による映像の入力には対応しておりません。
◎“MICROMV”方式ハンディカムでは、i.LINK（IEEE1394規格）接続による映像の入力には対応しておりません。

「PIXELA  ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を別売のi.LINKケーブルで接続して使用する際のご注意

◎Mac OSには対応しておりません。◎インターネットリンクにはMicrosoft® Internet Explorer 4.0
以上、「WebMemo機能」にはMicrosoft® Internet Explorer 5.0以上が必要です。「WebMemo機能」で表示可能でも、HTMLの記述によっ
ては“メモリースティック”に書き込みできない場合があります。◎書き込み可能なHTML内の対応フォーマットは、JPEG、GIF、PNG、XBMです。

「蔵衛門9デジブックfor Sony」に関するご注意

◎Mac OSには対応しておりません。「Image Transfer」に関するご注意

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

使用可能なものに●または△が記されています。�
●/●※ 推奨  △※ 使用可（使用上の注意が必要）�
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�
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●�
●�
●※1�
�
●※1�
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●※1�
●�
�
●※2�
●�
●※2�
●※2�
●�
●�
△“メモリースティック”には対応していません�
●※1�
�

※1：USBストリーミング機能非搭載です。�
※2：本体に「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」が同梱されています。�

�

─� ●※1 ●※1 ●※1

●※1/3 ●※1/2 ●※1 ●※1

●※1 ●※1 ●※1 ●※1
●※1/3

─�

●※1

●※1

●※1

●※1 ─�

●※1

─�

─�

─� ●※1 ●※1 ●※1 ●※1

対 応 O S CPU メモリー�
Microsoft® Windows® Mac OS

Windows® Windows® Mac OS

USBドライバーソフト ＊1

使 用 条 件�

USBストリーミング用ドライバーソフト ＊1

PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony ＊2

蔵衛門9デジブック for Sony ＊3

Windows® �
Millennium �
Edition

Windows®

2000�
Professional

8.5.1/�
8.6/9.0

●※1/3

─�

─�

●※1/5

9.1/9.2

�
─�

─�

─�

─� ─�

─� ─�

─�

●※1/5 �

Windows® �
98

─�

Windows® �
95 Home Edition/�

Professional

Windows® XPWindows® 98 �
Second�
Edition

MMX®Pentium®200MHz以上�

64MB以上（128MB以上推奨）�96MB以上（128MB以上推奨）�

32MB以上（64MB以上推奨） 

Intel® PentiumⅢ®500MHz以上（800MHz以上推奨）�

MMX® Pentium® 200MHz以上※4

MMX® Pentium® 233MHz以上�

Ⅹ�
v10.0/�
v10.1

＊1◎その他必要な装置：USB端子（標準装備）、CD-ROMドライブ（インストール時） ＊2◎空きハードディスク容量：〈Windows〉インストールに必要なディスク容量：250MB以上（1GB以上推奨、ただし、編集
する画像サイズにより異なります。ビデオCDイメージ作成の際は作成するディスクの3倍以上の空き容量が必要です。）〈Mac OS〉インストールに必要なディスク容量：200MB以上（1GB以上推奨、ただし、編
集する画像サイズにより異なります。ビデオCDイメージ作成の際は作成するディスクの3倍以上の空き容量が必要です。）◎ディスプレイ：〈Windows〉4MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度は800×
600ドット以上、ハイカラー（16bitカラー、65000色）、Direct Drawドライバー対応〈Mac OS〉解像度は800×600ドット以上、32000色以上 ◎その他必要な装置：CD-ROMドライブ、ビデオCDを作成する場合
はCD書き込みドライブ〈Windows〉16bitステレオサウンドカードおよびスピーカー、USB接続による映像の入力にはUSB端子、i.LINK（IEEE1394規格）接続による映像の入力にはi.LINK（IEEE1394規格）
端子 ※〈Windows〉本ソフトウェアは、DirectXテクノロジーに対応しています。ご使用の際には、DirectX8.0a以降のソフトが組み込まれている必要があります。※〈Mac OS〉QuickTime 4以降が動作する環
境が必要です。ビデオCDを作成するには、記録デバイスやライティングソフト「Toast® TITANIUM」（Roxio社）が動作する環境が別途必要です。＊3◎NEC PC-9801/9821シリーズは動作対象外です。◎空
きハードディスク容量：25MB以上 ◎ディスプレイ：解像度は800×600ドット以上、ハイカラー（16bitカラー、65000色）以上表示可能なもの ◎その他必要な装置など：CD-ROMドライブ、サウンドブラスター互換
のサウンドボードをご使用になれば音声の録音・再生が可能（マイク、スピーカーが必要）。Microsoft® Internet Explorer 4.0以上、「WebMemo機能」を使用する場合はMicrosoft® Internet Explorer 5.0
以上が必要です。「WebMemo機能」で表示可能でも、HTMLの記述によっては“メモリースティック”に書き込みできない場合があります。�
※1：パソコン工場出荷時に、表のOSがインストールされている必要があります。※2：i.LINK（IEEE1394規格）接続による映像の入力には非対応。※3：USB接続による映像の入力（USBストリーミング機能）、
およびi.LINK（IEEE1394規格）接続による映像の入力には非対応。※4：USB接続およびi.LINK（IEEE1394規格）接続による映像の入力には、Intel® PentiumⅢ® 500MHz以上（800MHz以上推奨）
※5：USBデバイスドライバー（CD-ROM）のインストールは必要ありません。※最新の情報は、【デジタルイメージングカスタマーサポート http://www.sony.co.jp/support-di/】でご確認ください。�
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★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。 このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。

撮影した画像をパソコンへ取り込み、付属のソフトで加工・編集・管理ができます。

ハンディカム専用パソコン接続キット

DPCK-US20A 希望小売価格9,800円（税別）

［キット内容］USBケーブル、CD-ROM2枚
（CD-ROM①：USBドライバーソフト、USBストリーミング用ドライバ
ーソフト、「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」、「Image
Transfer」、CD-ROM②：「蔵衛門9デジブック for Sony」）

［ご注意］◎Windows環境で、各種OSをアップグレードした場合の動作保証はいたしません。◎Mac OS 8.6が工場出荷時にインストールされているiBook、Power Mac G4、CD-ROMドライブがスロットローディングのiMacは、
Mac OS 9.0/9.1にアップグレードしてご使用ください。◎Windows環境／Mac OS環境とも、一台のパソコンで2つ以上のUSB機器を接続される場合、並びにハブをご使用の場合は動作保障いたしません。◎同時に使われ
るUSB機器によっては、動作しないことがあります。◎推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。◎本キットはUSB端子搭載ソニービデオカメラレコーダーに対応しております。◎DCR-TRV240K
では“メモリースティック”はご利用になれません。

3月発売予定

ステレオミニミニ端子用コントロールケーブル
（LANCケーブル）です。

L型ステレオミニミニ←→L型ステレオミニミニ（2m）

VK-820 希望小売価格2,000円（税別）

5ピンリモート端子用コントロールケーブル
（LANCケーブル）です。

5ピンリモート←→5ピンリモート（2m）

VK-800 希望小売価格2,000円（税別）
5ピンリモート←→L型ステレオミニミニ（2m）

VK-810 希望小売価格2,000円（税別）
●8ミリビデオデッキ同士、あるいは8ミリビデオデッキと
ハンディカムを接続し、シンクロエディットを可能にします。

AVミニジャック同士をつなぐ映像・音声接続ケーブル。
デジタルハンディカムへのアナログ入力に。
AVミニプラグ（特殊ステレオミニプラグ）←→AVミニプラグ（特殊ステレオミニプラグ）（2m）

VMC-20FF 希望小売価格1,500円（税別）
●高性能金メッキ端子採用。

ハンディカムとビデオデッキやテレビなどをつなぐAV接続ケーブルです。

AVミニプラグ（特殊ステレオミニプラグ）←→ピンプラグ2（音声）／ピンプラグ1（映像）（2m）

VMC-20FR 希望小売価格1,500円（税別）
●高性能金メッキ端子採用。

10ピン特殊コネクタ対応の“MICROMV”方式ハンディカムと
ビデオデッキやテレビなどをつなぐAV接続ケーブルです。
AVケーブル10ピン特殊コネクタ←→S映像端子／ピンプラグ2（音声）／ピンプラグ1（映像）（1.5m）

VMC-15FS 希望小売価格2,000円（税別）

i.LINKケーブル 動画を高画質のまま取り込めます。

6ピンのi.LINK（IEEE1394規格）端子を備えたパソコンなどと接続します。
（4ピン←→6ピン）

6ピンi.LINK（IEEE1394規格）端子←→6ピンi.LINK端子（IEEE1394規格）
用のデジタル接続ケーブルです。

i.LINKケーブル（1.5m）

VMC-IL4615B 希望小売価格2,800円（税別）
i.LINKケーブル（3.5m）

VMC-IL4635B 希望小売価格4,400円（税別）

i.LINKケーブル（1.5m）

VMC-IL6615B 希望小売価格3,300円（税別）
i.LINKケーブル（3.5m）

VMC-IL6635B 希望小売価格5,300円（税別）

VMC-IL4415B

4ピンのi.LINK（IEEE1394規格）端子を備えたパソコンやデジタル
ビデオ機器と接続します。（4ピン←→4ピン）

パ
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TM

i.LINKケーブル（0.8m）

VMC-IL4408B 希望小売価格1,900円（税別）
i.LINKケーブル（1.5m）

VMC-IL4415B 希望小売価格2,200円（税別）
i.LINKケーブル（3.5m）

VMC-IL4435B 希望小売価格3,300円（税別）
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※この商品のご使用にあたっては、お客様ご自身がパソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があります。また、お客様ご自身による接続、ソフトウェアのインストール等が必要です。
推奨する動作環境でもすべての機器で動作を保証するものではありません。

ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット

DPCK-IL10 希望小売価格11,000円（税別）

［キット内容］
i.LINKケーブル〈VMC-IL4408B〉、CD-ROM1枚（「Ulead VideoStudio 6
SE for DV/MICROMV」※1、「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for
DV/MICROMV」※2）、その他

●パソコンのi.LINK端子と“MICROMV”/DV/Digital8方式のハンディカムのi.LINK端子を接続。撮
影したテープの動画をパソコンに転送できます※3。
●編集ソフト「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を付属。動画の取り込みから加工、編集
まで、こだわりの映像作りが簡単な操作で楽しめます。
●DVDオーサリングソフト「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を付属。チャプ
ター設定、オープニングメニュー作成、各メディアへの書き込みが可能です※4。

「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を使って、ＤＶDを作る。
見たい場面をすばやく探せる、シーン設定ができます。

①シーン設定をする
見たい場面をすばやく
探すためのシーン（映
像）を設定します。

「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を使って、
編集をしよう。

不要なシーンをカットしたり、映像を好きな順に
並べかえたり。またシーン転換もいろいろなパ
ターンで楽しく演出できます。もちろんタイトル
やテロップも思いのままに挿入できますし、
BGMやナレーションを入れることも可能。オリ
ジナリティあふれる映像作りが楽しめます。

②メニュー設定をする
「メニュー画面」を作成。
背景写真やタイトル、
BGMなども設定できます。

③DVDに書き込む
パソコンのドライブを選択し、
「ディスクの作成」をクリック
すれば、できあがり。

�

�

�

対応OS

CPU／メモリー�

ハードディスク空き容量※5

ディスプレイ�

ディスク装置�

その他必要な装置�

Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV※1 Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV※2

Microsoft® Windows® Millennium Edition/Microsoft® Windows®2000 Professional/Microsoft® Windows®XP Home Edition/Microsoft® Windows®XP Professional

Intel® Pentium®Ⅲ 450MHz以上（700MHz以上を推奨）／128MB以上�

500MB以上（アプリケーションインストール用）� 70MB以上（アプリケーションインストール用）�

解像度800×600ピクセル以上、High color（16bitカラー、65536色以上）�

CD-ROMドライブ（アプリケーションインストール用）�
CD-R/RWドライブ、DVD-R/RW/+RWドライブ（ディスク書き込みに必要）※4・�

CD-ROMドライブ（アプリケーションインストール用）�

i.LINK端子が標準装備／16bitステレオサウンドカードおよびスピーカー�

※1 Ulead VideoStudio Version 6.0 Copyright © 1998-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved. ※2 Ulead DVD MovieWriter Version 1.5 Copyright © 2001-2002. Ulead Systems, Inc.
All Rights Reserved. ※3“メモリースティック”内の動画／静止画は同梱のi.LINKケーブルでは取り込むことができません。※4 DVD-R/RWに書き込む場合にはDVD-R/RWドライブが必要です。
DVD+R/+RWに書き込む場合にはDVD+RWドライブが必要です。CD-R/RWに書き込む場合にはCD-R/RWドライブが必要です。※5 推奨するハードディスク容量は4GB以上です。1時間の
“MICROMV”画像をキャプチャーする場合には約6GB以上、1時間のDV画像をキャプチャーする場合には約13GB以上のハードディスクの空き容量が必要となります。
※パソコン工場出荷時に、表のOSがインストールされている必要があります。※OSをアップグレードされた場合は動作保証いたしません。※“MICROMV”画像で4GB以上のファイルサイズになる長時間
のキャプチャーを行う場合は、Microsoft® Windows® 2000/Microsoft® Windows® XPを使用し、ハードディスク上のフォーマット形式がNTFSである必要があります。DV画像の場合は4GBでファイルを
自動分割してキャプチャーする機能があります。

TM

i.LINK端子搭載�
ハンディカム�

i.LINKケーブル�
〈VMC-IL4408B〉�

推奨環境のパソコン�
＋�

DVD書き込みドライブ�

My Travel

DVD -R

i.LINK接続�

アプリケーションソフトCD-ROM�
〈「Ulead VideoStudio 6 SE�
for DV/MICROMV」〉�

〈「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE�
for DV/MICROMV」〉�

DPCK-IL10

オリジナルDVDの完成�
CD-R/RW書き込みドライブを�
使ってビデオCDの作成も可能�

パソコンに�
インストール�

4ピン� 4ピン�

新発売

DCR-IP220K�
DCR-IP55�
DCR-IP7�
DCR-VX2000�
DCR-PC120�
DCR-PC101K�
DCR-PC9�
DCR-TRV950�
DCR-TRV900�
DCR-TRV70K�
DCR-TRV50�
DCR-TRV33K�
DCR-TRV22K�
DCR-TRV27�
DCR-TRV18K�
DCR-TRV240K�
DCR-TRV300K�
CCD-TRV106K�
CCD-TRV96K

使用可能なものに●または△が記されています。�
●/●※ 推奨  △※ 使用可（使用上の注意が必要）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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動画編集＆DVD作成機能付パソコン編集キット i.LINK端子搭載ハンディカムのテープの映像を編集できます。

“MICROMV”／DV／Digital8の映像をパソコンに取り込み、編集。DVDを作成することができます。

※DCR-VX1000とアップグレードされたDCR-VX700には対応していません。

AVケーブル ハンディカムと他の機器とを接続します。

［キット内容］USBケーブル、CD-ROM2枚
（CD-ROM①：USBドライバーソフト、USBストリーミング用ドライバーソフト、「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」、
CD-ROM②：「蔵衛門8デジブック for Sony」 ※DPCK-US20はビデオCD作成機能はありません。

ハンディカム専用パソコン接続キット

DPCK-US20 希望小売価格9,800円（税別）

USB接続

i.LINK接続

「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」 動画の取り込みから編集・加工・管理まで可能です。

「Image Transfer」

「蔵衛門9デジブックfor Sony」“メモリースティック”内のデータを一括で取り込み、
一つのアルバムとして作成できます。※Mac OSには対応しておりません。

［“メモリースティック”の
画像取り込み］
USBケーブル経由で
自動的に取り込みます。
※「Image Transfer」は、Mac OSには
対応しておりません。

［静止画の加工］
静止画のコントラストや明るさ
の調整などの加工ができます。

テンプレートから印刷が可能です。

［動画編集］
ドラッグ＆ドロップ操作で、
快適に編集できます。

［ビデオCDの作成］
USBストリ－ミング
機能対応のハン
ディカムでは、ビデオCDの作成も簡単。
※「Easy Video CD」メニューは、Windows® 98
およびMac OSには対応しておりません。

使いやすい「本棚」で、
パソコン上で画像のア
ルバム管理ができます。

“メモリースティック”に記録した静止画
（JPEG）も動画（MPEG1）も一括取り込み
可能。動画は画面上でそのまま動きます。

〈カレンダー〉

〈はがき〉

＊Copyright©TriWorks Corp. Japan All rights reserved.
株式会社トリワークスの「蔵衛門9デジブック」をカスタマイズした商品です。

「Easy Video CD」



http://www.sony.co.jp/cam/

商品情報はもちろん、動

画の楽しみ方など、ハン

ディカムのさまざまな情報

をサポートしています。�

β・VHS・8mm・DV・“MICROMV”テープなど、あなたが撮影した映像を、メディアに関わらずDVDにダビングできるサービスです。�
●DVDメディアコンバートサービスは、上に掲載のハンディカムスクエアでご案内しています。詳しくはハンディカムスクエアをご覧ください。�

［ハンディカムスクエア］�

�

困 っ た 時 も 、撮 影 や 編 集 の 腕 を 上 げ た い 時 も 。ホ ー ム ペ ー ジ に 行 っ て み よ う 。�

http://www.sony.co.jp/support-di/

ハンディカムをパソコンと

接続して活用するための、

OS別の最新情報やパソ

コンとの接続方法を掲載。�

［デジタルイメージングカスタマーサポート］�

� http://www.sony.co.jp/ITEseminar/

「撮り方」「写真加工」「動画編集」など、ハンディカムの楽しみ

方を体験できるセミナーを全国7カ所（札幌・仙台・東京・名古屋・

大阪・広島・福岡）で開催。その最新情報をご案内しています。�

ITエンターテインメントセミナー事務局�
TEL：0466-31-5121　受付時間：月～金10：00～18：00（土・日・祝日除く）�

［ITエンターテインメントセミナー］�

�

DVDメディアコンバートサービス�

大 切 な テ ー プ を 、D V D に し て お 届 け し ま す 。（ 有 償 ）�

安全にご使用いただくためのご注意 ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください。●バッテ

リーは火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しな

いでください。●ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。●ボタン電

池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の届かないところに保管

してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。●自動車を運転中、

自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対ご使用にならないでください。また、音量を上げすぎて、周囲の方の

迷惑にならないようにご注意ください。●自動車を運転中、自転車に乗っているときなどは、運転者はビデオ機器

などの操作を絶対にしないでください。●自動車を運転中、運転者は、テレビ画面、液晶モニター画面を絶対に

見ないでください。また、ドライバーから絶対に見えない場所、角度で取り付けてください。

液晶モニター、カラービューファインダーご使用上のご注意 ●液晶モニター、カラービューファインダーは、非

常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障ではありませ

んのであらかじめご了承ください。また、これはテープには記録されません。

カタログ上のご注意 ● ：このマークの商品は8ミリビデオ方式のビデオです。8ミリビデオ方式のビデオカセッ

トをご使用ください。● ：このマークの商品はハイエイト方式の8ミリビデオです。ハイエイト対応8ミリビデオ

カセットを使って高画質記録再生ができるとともに、スタンダード8ミリビデオカセットでも従来通りの記録再生がお

楽しみいただけます。ただし、ハイエイト方式で記録されたビデオカセットは、スタンダード8ミリマークのついたビデ

オでは再生できません（Hi8簡易再生機能搭載のビデオでは再生できます）。● ：このマークの商品は マークの

付いたハイエイトテープを使用できるデジタルビデオです。Digital8（デジタルエイト）方式でデジタル高画質記録再

生ができるとともに、ハイエイト ／スタンダード8ミリ 方式で記録されたテープの再生も、お楽しみいただけ

ます。●Digital8（デジタルエイト） 方式で記録されたテープは、ハイエイト／スタンダード8ミリ（アナログ）方式の

ビデオ機器では再生できません。● ：このマークの商品は「HDデジタルVCR協議会」で標準化された家庭用

のデジタルビデオの規格に準拠しています。DVマークのついたビデオテープをご使用ください。●DV方式のデジ

タルビデオは、アナログ方式のビデオおよびDV方式以外のデジタルビデオとは一切互換性がありませんので、ご注

意ください。●DV方式デジタルビデオには、「ミニDVカセット」と、長時間の録画・再生に適した「スタンダードDVカ

セット」の2種類のカセットがあります。デジタルビデオカメラレコーダーDCR-VX2000/VX1000/TRV950/TRV900/

TRV70K/TRV50/TRV33K/TRV22K/TRV30/TRV27/TRV18K/TRV17K/TRV20/TRV10K/TRV9/TRV8/TRV7/TRV5/

PC120/PC110/PC101K/PC100/PC10/PC9/PC5/PC3/PC1/SC100、GVD1000/D900/D300は「ミニDVカセッ

ト」にのみ対応しており、「スタンダードDVカセット」の使用はできません。Mini DVマークのついた「ミニDVカセット」

をご使用ください。DCR-VX9000は「スタンダードDVカセット」にのみ対応しており、「ミニDVカセット」の使用は

できません。DVマークのついた「スタンダードDVカセット」をご使用ください。● ：このマークの商品は、DV方式

のオプション規格である「カセットメモリー」に対応しています。● ：このマークの商品はMICROMVマークのつ

いたビデオテープをご使用ください。●DCR-IP220K/IP55/IP7は、“MICROMV”方式のデジタルビデオです。ア

ナログ方式のビデオおよび“MICROMV”方式以外のデジタルビデオとは一切互換性がありませんので、ご注意

ください。DCR-IP220K/IP55/IP7はMICROMVカセットでのみご使用になれます。●希望小売価格には、配送設

置、工事、接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予

告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多

少異なる場合があります。●カタログ掲載商品の中には地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店に

お確かめのうえお選びください。● ：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。

販売店にお確かめのうえお選びください。●Handycam、Digital Handycam、Network Handycamは、ソニー株式会

社の登録商標です。●infoLITHIUM“インフォリチウム”はソニー株式会社の商標です。● 、 は

ソニー株式会社の商標です。● 、 はソニー株式会社の商標です。●i.LINKはIEEE1394-1995仕

様およびその拡張仕様、 はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、 は商標です。●MEMORY

STICK、メモリースティック、MagicGateは、ソニー株式会社の商標です。●MovieShaker（ムービーシェーカー）はソニー

株式会社の商標です。●Microsoft®Windows® Operating SystemおよびMicrosoft® Internet Explorerは、米国

Microsoft Corporation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。●Macintoshは、米国Apple

Computer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。●BLUETOOTHトレードマークは商標権

者が所有しており、ソニーはライセンスに基づき使用しております。●その他、記載されている各社名および各商品名

は、各社の商標または登録商標です。

商品ご使用上のご注意 ●あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権

利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ

ても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。●ビデオデッキやテープ、ビデオカメラなどを使

用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。●極性

統一型のDCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品

をご使用ください。

商品ご購入時のご注意 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。

ただし、オーディオ／ビデオアクセサリーの一部の商品には保証書がついておりません。●製造番号は品質管理

上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号をご確認ください。●当社は、ビデオアクセサリーの補修用

性能部品を、製造打ち切り後８年保有しています。●掲載されている商品は個人用・家庭用です。

NO
電池飲込み注意

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず｢取扱説明書｣をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●電源コードが傷んでいる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●内部に水や異物が入った。

ご使用を中止
バッテリーを外すかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

2003.2
カタログ記載内容2003年2月現在

http: / /www.sony.co. jp /cam/D-Imaging World～ハンディカムスクエア ハンディカムやアクセサリーの活用講座など、
ハンディカムをより楽しんでいただくためのサイトです。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社

◎商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
お客様ご相談センター
ナビダイヤル 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）

●携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
●受付時間　月～金 9:00～20:00  土・日・祝日9:00～17:00

お買い求めは信用ある当店へ〒141-0001  東京都品川区北品川6-7-35
〒108-0074  東京都港区高輪4-10-18

CVSY-1   Printed in Japan.   （84991800）R

ショールーム 東　京／銀座数寄屋橋ソニービル
大　阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
＊なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

＊このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

カスタマーご登録時にご提供いただいたお客様の個人情報につきましては、別途定める「お客様の個人情報のお取り扱いについて」の内容に従い、適切にお取り扱いいたします。
なお、当社の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。 ソニーマーケティング株式会社


