
3DデジタルHDビデオカメラレコーダー

HDR-TD10

TD10 新発売
3DデジタルHDビデオカメラレコーダー　
HDR-TD10  内蔵メモリー64GB　オープン価格

1,920×1,080 
※3D、PS・FX・FHモード撮影時

写真記録710万画素
写真同時記録530万画素C

シーモス

MOSセンサー×2

エクステンデッドズーム17倍　　　ズーム光学12倍（デジタル160倍＊）
ズーム光学10倍〈光学式〉手ブレ補正（アクティブモード） 裸眼3D対応　液晶モニター3.5型ワイド〈タッチパネル〉

122.9万ドット エクストラファイン液晶（“TruBlack”）

＊デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です

　 ●液晶は、ハメコミ合成です　●オープン価格の商品の価格は、販売店にお問い合わせください

※３D静止画撮影には対応しておりません

内蔵メモリー

64GB 
最長記録 約  5 時間 3D 　  最長記録 約  26 時間＊ 2D

＊HD画質記録LPモード音声2ch撮影時

これからは、3Dで撮る時代へ
3Dなら思い出はいきいきとよみがえる
ダブルフルハイビジョン＊3D “ハンディカム”

＊1920×1080/60i の2つのフルハイビジョン映像から、1つの3D映像を生成

2D

2D

2D2D

3D

3D映像視聴に関する注意 ●体調がすぐれないときは3Dの視聴はお控えください　●視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください　●3D映像の見え方には個人差があります　●6歳未満の
お子さまの3D視聴については、視覚が未発達段階にあるため、必要に応じて医師にご相談ください　●本機に接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください



驚きをもっと美しく。感動をもっとリアルに。
3D映像はフルハイビジョンの高画質で楽しむ

　 ●液晶画面は、ハメコミ合成です　●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

3Dモード （60i）
28Mbps 1920記録

PSモード （60p）
28Mbps 1920記録

FXモード （60i/24p）
24Mbps 1920記録

FHモード （60i/24p）
17Mbps 1920記録

HQモード （60i）
9Mbps 出荷時設定

LPモード （60i）
5Mbps 

ハイビジョン最長記録

 TD10 64GB（内蔵メモリー） 約 5 時間 15 分 約 5 時間 15 分 約 6 時間 15 分 約 8 時間 25 分 約 14 時間 55 分 約 25 時間 45 分 約 26 時間 40 分

 ［別売］　32GB“メモリースティック”/
　　　　SDメモリーカード 約 2 時間 30 分 約 2 時間 30 分 約 3 時間 00 分 約 4 時間 5分 約 7 時間 10分 約 12時間 25 分 約 12時間 50 分

※従来のスタンダード画質でも記録できます。内蔵メモリーには管理用ファイル、アプリケーションファイルなどが保存されているため、同容量のメモリーカードと記録時間が異なります
※PSモードで撮影した映像は、ブルーレイディスクやハイビジョン画質（AVCHD規格）でDVDにすることはできません。外付けHDDへのダイレクトダビングで保存することができます
※FXモードで撮影した映像はハイビジョン画質（ＡＶＣＨＤ規格）でDVDにすることはできません。ディスクに残す場合は、ブルーレイディスクに残せます。
※動画記録時間は、目安です。動きの速い画像を撮影すると、録画時間は短くなる場合があります

64GBのメモリーを搭載しているTD10なら最長約26時間の長時間撮影が可能。● ハイビジョン画質撮影可能時間

LPモード  （60i）
5Mbps：2ch 

3D 2D 2D 2D 2D 2D

2D

裸眼3D対応の液晶パネルを搭載。
3D映像がすぐ見られる
裸眼3D対応の「3.5型122.9万ドット液晶タッチパネル」により、
撮ったその場で3D映像が見られます。また、クリアフェーズと
フルデジタルアンプ「S-Master」を採用した「高音質ステレオス
ピーカー」、旅や運動会などイベント別に再生できる「イベントブ
ラウズ」などが、見る時の心地よさや楽しみを広げます。

アップが狙える光学10倍ズーム、ワイド撮影で約10倍＊1ブレない
「光学式手ブレ補正（アクティブモード）」。さらに、撮影状況に応
じて最適の描写ができる「おまかせオート」など、便利で快適な機
能を充実。さまざまなシーンを、思いのままに鮮やかに残せます。
＊1 ワイド端での手ブレ補正角度（スタンダードモードとの比較）
※3Dモードで動画を撮影する場合、被写体から80cm以上離れて撮影してください（ワイド端時）

3D撮影時でもズームや手ブレ補正など
便利機能が充実。快適にキレイに撮れる

スタンダードモード 光学式手ブレ補正（アクティブモード）

ワイド時
約10倍＊1

ブレない！

連続撮影時間〈満充電時〉

［対応バッテリー］

付属品 別売 ： “インフォリチウム” Vシリーズ
NP-FV70 NP-FV100

  約 2 時間 40 分
（約1時間20分）

 約 5 時間 20 分
（約2時間40分）

約 3 時間 55 分
（約1時間55分）

約 7 時間 50 分
（約3時間55分）

写真記録枚数HD画質HQモード　液晶モニター使用時／（ ）内は実撮影時間

内蔵メモリー
別売 ： メモリーカード

2GB

710万画素相当
［3,072×2,304ドット］

TD10
（64GB） 約19,000枚 約 560 枚

※写真のみ記録した場合

2D

3DTD10

TD10 2D

高精度な「“Exmor R”CMOSセンサー」、高性能「Gレンズ」、そして高速画像処理エン
ジン「BIONZ」を、全てダブルで搭載。2つのフルハイビジョン撮影から1つの映像を生
成することで、フルハイビジョン3D映像を実現。リアルで美しい、迫力満点の立体映像
が楽しめます。さらに、3D撮影した映像を2Dのフルハイビジョン画質で再生できます。
もちろん、通常の2D撮影も可能です。

1,920×1,080

L R

被写体

撮　影
R

L

ダブルフルハイビジョンで撮影 2つのファイルを1つにしフルハイビジョン3D映像として記録

R
L

● フルハイビジョン3D映像とは

1,920×1,080

3D時
2D時

リアルで美しい、フルハイビジョン3D映像が楽しめる

描写性能

5.1ch
高性能マイク

撮影機能

高音質 風きり音
ノイズ低減

マイク端子
ヘッドホン端子

操作性 イベントブラウズ ハイライト再生 ダイレクトコピー

60p/24p記録 追尾フォーカス広角29.8mm おまかせ
オート2D 2D

×2

［付属品］ ●リチャージャブルバッテリーパック（NP-FV70） ●ACアダプター ●HDMIミニ端子ケーブル ●A/V接続ケーブル ●USB接
続サポートケーブル ●CD-ROM（Windows®用ソフト「PMB（Picture Motion Browser）」） ●ワイヤレスリモコン（RMT-835）、その他　
※メモリーカードは付属していません
　

広角34.4mm
2D3D

2D2D

※3D撮影時は、
顔枠がでません

ゴルフショット
2D×2 ×2

ステレオ
スピーカー

長時間撮影には大容量
バッテリーがおすすめ
リチャージャブルバッテリーパック
NP-FV100（別売） 

希望小売価格 21,000円（税抜価格20,000円）

記　録

※ 最新の対応状況は、”ハンディカム"商品ページ（http://www.sony.jp/handycam/）
でご確認ください。　＊1 60p記録（PSモード）については保存、再生環境は接続機
器により異なります　＊2 3D映像を見るには3D対応テレビと3D対応アクセサリーが
必要です　＊3 AVCHD対応モデルのみ　＊4 ブルーレイ/HDD搭載液晶テレビ〈ブラ
ビア〉対応機種：KDL-40HX80R/46HX80R/55HX80R/26EX30R/32EX30Rに
ついては2011年6月中に実施予定の放送波ダウンロードによる機能はアップグレード
が必要です。ブルーレイ/HDD搭載テレビ〈ブラビア〉本体のHDDには保存できません
　＊5 EX30Rシリーズは3D表示非対応モデルです。3D映像の保存は可能ですが再
生時には2D映像となります　＊6 “ハンディカム”本体のワンタッチディスク機能を用い
て、3D対応のソニー製ブルーレイディスクレコーダーと接続してブルーレイディスクに
保存することが可能です。ブルーレイディスクレコーダー本体のハードディスクには保
存できません。本機能は、2011年5月実施予定のソフトウエア放送ダウンロードにて、
レコーダー側の機能をアップグレートする必要があります。アップグレード対象機種：
BDZ-AX2000/AX1000/AT900/AT700/AT500/AT300Sとなります　＊7 AVCHD
非対応モデルはスタンダード画質でのダビングとなります　＊8 データは3Dですが、
再生、編集時は2Dとなります　＊9 ディスクの保存は2Dデータのみとなります　＊10 
VRD-P1未対応　＊11 再生する場合は、HDR-TD10に接続する必要があります

● 3D/2Dハイビジョン動画を見る、残す

  見る 3D 　2D＊ 1

接続機器
 テレビ 　○＊ 2 ○
 デジタルフォトフレーム - 　○＊ 3

  残す 3D 　2D＊1

 接続機器

 ブルーレイ/HDD搭載液晶テレビ〈ブラビア〉 　 ○＊4 ＊5 ○
 ブルーレイディスクレコーダー 　○＊6 　　○＊3

 DVDレコーダー - 　○＊7

 パソコン（付属ソフト使用時） 　　○＊8 ＊9 ○
 DVDライター - 　○＊10

 外付けHDD 　○＊11 ○
 PS3 - ○



HDR-TD10  仕様表

安全に使用するための注意  ●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　 商品使用上の注意  ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、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。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  ●“ハンディ
カム”で再生されるソフトに著作権保護のための信号が記録されている場合には、再生した信号の他機での記録が制限されることがあります  ●“ハンディカム”で撮影した映像には、著作権保護のための信号は記録されません  ●ワイド画面で撮影の場合“ハンディカム”では、ID-2方式に対応
しているため、ID-2方式のテレビと接続して自動的に16：9のワイド画面再生をお楽しみいただけます  ●ビデオレコーダーや記録メディアなどを使用中、万が一、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　液晶モニター、カラービューファインダーについて  ●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っ
ても、故障ではありません。またこれらの点は記録メディアには記録されません。あらかじめご了承ください  ●液晶画面は屋外では日差しの加減で見えにくい場合があります　カタログ上の注意  ●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。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なかには地域により、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　商品購入時の注意  ●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付いておりません  ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください  ●当社は、このデジタルビデオ／8ミリビデオ／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年保有しております　各社商標など  ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です  ●“ハンディカム”、“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”、ActiFORCE、

“アクティフォ−ス”、 、 、MEMORY STICK、“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“Exmor R”、“α”、“Exmor”、“エクスモア”、“BIONZ”、“ビオンズ”、「ブラビア プレミアムフォ
ト」、“G Lens”およびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です　●TruBlack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に準拠した製品に付けられるロゴです。i.LINK、 は商標です  ●“AVCHD”および“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   ● 、 は商標です  ●ドルビーは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です  ●“ ”、“ ”、“プレイステーション 2”、「プレイステーション 3」および“PlayStation”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商
標です ●HDVおよびHDVロゴはソニー株式会社、日本ビクター株式会社の商標です  ●“STAMINA”および“スタミナ”は、ソニー株式会社の登録商標です ●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です ●
ExpressCardTMワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association（PCMCIA）の所有であり、ソニーへライセンスされています。他のトレードマークおよび名称については、この所有者に帰属するものとします  ●SDメモリーカードはパナソニック株式
会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です ●xD-Picture CardTMおよびxD-ピクチャーカードTMは富士フイルム株式会社の商標です ●Compact Flash（コンパクトフラッシュ）およびCFは、米国サンディスク社の商標です  ●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  ●掲載されている商品は個人用・家庭用です

2011.5
カタログ記載内容2011年5月現在

CWSY-1  Printed in Japan.  （84942124）R

イメージセンサー
イメージセンサー 1/4型 "Exmor R" CMOSセンサー ×2
総画素数 420万画素 ×2
記録画素数 静止画時 最大710万画素相当

有効画素数
動画時＊1 3D：199万画素（16：9）×2,

2D：265万画素（16：9）,199万画素（4：3）
静止画時 265万画素（16：9）, 354万画素（4：3） （2Dのみ）

レンズ
レンズ Gレンズ
レンズカバー ●（自動）
フィルター径 ー
フォーカス 自動 /手動（ダイヤル・タッチパネル）
F値 F1.8～3.4

f（焦点距離） f=2.9～29.0mm（3D）/ f=2.9～34.8mm（2D）

f（35mm換算）
動画時＊1＊2 3D：f=34.4～344mm（16：9時）

2D：f=29.8～357.6mm（16：9時）, f=36.5～438mm（4：3時）

静止画時 f=29.8～357.6mm（16：9時）, 
f=27.4～328.8mm（4：3時）（2Dのみ）

ズーム
動画時＊3 3D：光学10倍

2D：光学12倍（デジタル160倍）、エクステンデッド17倍
静止画時 光学12倍（デジタル160倍）（2Dのみ）

ビューファインダー
タイプ ー
液晶モニター

タイプ 3.5型（16：9）/122.9万ドット
エクストラファイン液晶（TruBlack液晶、3D対応）

タッチパネル ●
カメラ

最低被写体照度 スタンダード時：11lux（シャッタースピード1/60秒）
ローラクスモード時：3lux（シャッタースピード1/30秒）

手ブレ補正機能 ●光学式（アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載）
ホワイトバランス 自動 /ワンプッシュ/屋外 /屋内
ホワイトバランスシフト ●（2Dのみ）
明るさ調整 ●（自動 /手動）
AEシフト ●（2Dのみ）
逆光補正（自動 /ボタン） ●（自動）

シャッタースピード

自動制御範囲＊4 1/8～1/1,000秒
スタンダード 1/60～1/1,000秒＊5

アイリス優先 ー
シャッタースピード優先 ー

レコーダー/プレーヤー

記録メディア
内蔵メモリー

“メモリースティックPROデュオ”（MARK2）
“メモリースティックPRO-HGデュオ”

SD/SDHC/SDXCメモリーカード（Class4以上推奨）
内蔵記録メディア容量 内蔵メモリー 64GB

映像記録
3D：ハイビジョン画質：MVC（独自規格）
2D：ハイビジョン画質：MPEG-4 AVC/H.264 

AVCHD規格準拠（1080/60pは独自規格）
スタンダード画質：MPEG-2 PS

動画記録画素数 /フレームレート
3D：ハイビジョン画質：1,920×1,080/60i×2
2D：ハイビジョン画質：1,920×1,080/60p（PS）, 24p（FX・FH）, 

60i（FX・FH）,  1,440×1,080/60i（HQ・LP）
スタンダード画質：720×480/60i

動画記録レート（平均ビットレート/VBR）＊6＊7

3D：ハイビジョン画質  3D：約28Mbps
2D：ハイビジョン画質  PS：約28Mbps/FX：約24Mbps/

FH：約17Mbps/HQ：約9Mbps/LP：約5Mbps
スタンダード画質 HQ：約9Mbps

データコード ●（撮影日時、カメラ情報）

オリジナル編集 ●（削除、分割、プロテクト）

音声記録
ドルビーデジタル5.1ch（ズームマイク連動） ●（ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載）
ドルビーデジタル2ch（ズームマイク連動） ●（ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載）

風音低減 ●（自動）
風きり音ノイズ低減 ●（切 /入）
録音レベル調整（マイク） ●（2段階）
静止画
フラッシュ 調光方式 ●（プリフラッシュ調光、2Dのみ）

静止画サイズ

静止画モード時
710万画素相当 4：3（3,072×2,304ドット）
530万画素相当 16：9（3,072×1,728ドット）
190万画素相当 4:3（1,600×1,200ドット）
30万画素相当 4：3（640×480ドット）＊10

動画モード時 530万画素相当 16：9（3,072×1,728ドット）
400万画素相当 4：3（2,304×1,728ドット）＊10

動画再生時
210万画素相当16:9 （1,920×1,080ドット）
30万画素相当 4：3（640×480ドット）
20万画素相当16:9（640×360ドット）＊11

その他
アクセサリーシュー ●（アクティブインターフェースシュー）
本体内充電（付属バッテリーの満充電時間）＊8 ●（約3時間15分）
システム

映像音声入出
力端子

HDMI端子 HDMIミニコネクター（出力のみ）
A/Vリモート端子＊9 ●

USB端子 ●（mini-AB/USB2.0 Hi-speed  〈mass-storage/MTP〉）
ヘッドホン端子 ステレオミニジャック
マイク入力 ステレオミニジャック
3D ハイビジョン画質出力 HDMI出力（同梱HDMIミニ端子ケーブル使用）
ハイビジョン画質出力 HDMI出力（同梱HDMIミニ端子ケーブル使用）

スタンダード画質出力 コンポジットビデオ出力（同梱A/Vケーブル使用）
S映像出力（別売A/Vケーブル（VMC-15FS）使用）

マイクロフォン /スピーカー 内蔵ズームマイク
クリアフェーズステレオスピーカー

基本バッテリーシステム “インフォリチウム”Vシリーズ対応

消費電力
（動画撮影時）＊10

ビューファインダー使用時 ー

液晶モニター使用時
3D ハイビジョン画質4.8W
ハイビジョン画質3.3W
スタンダード画質3.1W

電源電圧部 ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V

外形寸法：幅×高さ×奥行（付属バッテリー装着時）＊12 86.5×74×148.5mm（86.5×74×148.5mm）
本体質量 約630g

撮影時総質量＊13
約725g（NP-FV70〈本体付属品〉使用時）

約680g（NP-FV50使用時）
約825g（NP-FV100使用時）

HDR-TD10

キャビネットにハロゲン系難燃材を使用していません ●

主なプリント配線板にハロゲン系難燃材を使用していません ●

外箱に再生紙を使用しています ●

包装用緩衝材に段ボールを使用しています ●

＊1 アクティブモードOFF時　＊2 16：9、4：3共に広角画素読み出しによる実動作値　＊3 デジタルズーム倍率は光学ズーム
と電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です　＊4 スタンダード時、ローラクス時、シーンセレクション時を合わせた最大
可変範囲　＊5 なめらかスロー録画は1/250-1/1,000秒（2Dのみ）　＊6 各モードの記載ビットレートはシステムレート（動
画、音声等を含む）　＊7 PSモード（28Mbps）とFXモード（24Mbps）は最高ビットレート　＊8 ACアダプター使用時　＊9 コ
ンポジットビデオ映像出力／Ｓ映像出力（別売AVケーブル使用）／音声出力／D出力（D5/D3/D1出力対応）／リモート　＊10 
2D撮影時のみ　＊11 2D映像再生時のみ　＊12 最大突起部を含む　＊13 バッテリーとメディアを含んだ質量です（レンズ
フード同梱モデルはフードも含む）

環境配慮情報

3D映像視聴に関する注意 ●体調がすぐれないときは3Dの視聴はお控えください　●視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください　●3D映像の見え方には個人差があります　●6歳未満のお子さまの3D視聴については、視覚が未発達段階にあ
るため、必要に応じて医師にご相談ください　●本機に接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず｢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、死亡や大けがをすることがあります。

安全点検のお願い	 このような症状はありませんか　●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 使用を中止　使用を中止して販売店にご相談ください


