
デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカムデジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません sony.jp/actioncam/
迫力の映像はWEBで

アクションカム

AZ1

驚きや感動と出会うために、目の前のすべてを。

NEW

アクションカム ミニ

AS100V



〈小型・軽量モデル〉

AZ1

〉〉〉こんなシーンでもオススメ〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉こんなんなこんなこんなこん シシーンシーンシ ンンででもでもオでもオスススメ

ドライブ レジャー

HDR-AS100V  オープン価格
デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム

HDR-AS100VR  オープン価格

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム
ライブビューリモコンキット

ライブビューリモコン（RM-LVR1）付属

※別売のメモリースティック マイクロまたはmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードが必要です
※XAVC S記録時はmicroSDXCメモリーカード（Class10）が必要です

●ライブビューリモコン（RM-LVR1） ※HDR-AS100VRのみ
●リチャージャブルバッテリーパック（NP-BX1）（1）  ●マイクロUSBケーブル（1）
●取扱説明書 （1）  ●ウォータープルーフケース（SPK-AS2）（1）　
●接着式マウント（1）  ●三脚アダプター （1）　●保証書 （1）

付属品

オールマイティーなウエアラブルカメラで、
趣味のスポーツを、いままでにない視点で撮る

ライブビューリモコン

RM-LVR1

HDR-AZ1  オープン価格
デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ミニ

HDR-AZ1VR  オープン価格

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ミニ
ライブビューリモコンキット

ライブビューリモコン（RM-LVR2V）付属

※別売のメモリースティック マイクロまたはmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードが必要です
※XAVC S記録時はmicroSDXCメモリーカード（Class10）が必要です
※AZ1本体では、電源ON/OFF、録画のスタート/ストップ、Wi-Fiモード切り替えが行えます。その他の本体設定はHDR-
AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するス
マートフォン・タブレットで行えます。RM-LVR2Vの単品販売は行っておりません。

より小型・軽量なウエアラブルカメラで、
家族とのレジャーや旅行の自然な表情を撮る

アクションカム ミニ

付属ライブビューリモコン

RM-LVR2V

〉〉〉こんなシーンでもオススメ

アクションカム

〈スタンダードモデル〉

AS100V

スノーボード トレッキング

＊1 バッテリーとメディアを含んだ質量　＊2 JIS防水保護等級 IPX4相当:当社試験条件による　＊3 本機は5m、30分間の
防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません　＊4 付属ウォータープルーフケー
ス（SPK-AS2）装着時　＊5 当社試験条件による　＊6 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの
合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています　＊7 動作温度-10℃。低温下においては撮影時間が短くなります

手ブレ補正 Wi-Fi GPS NFC タフ性能

防 塵防 水
5m

耐低温
-10℃

耐衝撃
1.5m

本体
防滴

有効画素数 連続撮影時間 外形寸法 画像処理エンジン質量＊1 イメージセンサー レンズ

動画 /静止画
約1350万画素 約120分 約92g

約24.2×46.5×
81.5mm 

＊3 ＊4＊2 ＊4 ＊5 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7

●ライブビューリモコン（RM-LVR2V） ※HDR-AZ1VRのみ
●リチャージャブルバッテリーパック（NP-BY1）（1）  ●マイクロUSBケーブル（1）
●取扱説明書 （1）  ●ウォータープルーフケース（SPK-AZ1）（1）　
●接着式マウント（1）  ●三脚アダプター （1）　●保証書 （1）

付属品

＊1 バッテリーとメディアを含んだ質量  ＊2 付属RM-LVR2V使用時  ＊3 JIS防水保護等級 IPX4相当:当社試験条件による
＊4 本機は5m、30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません  ＊5 付属
ウォータープルーフケース（SPK-AZ1）装着時  ＊6 当社試験条件による  ＊7 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した
厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています  ＊8 動作温度-5℃。低温下においては撮影時間が短くなります

手ブレ補正 Wi-Fi GPS＊2 NFC タフ性能

防 塵防 水
5m

耐低温
-5℃

耐衝撃
1.5m

本体
防滴

有効画素数 連続撮影時間 外形寸法 画像処理エンジン質量＊1 イメージセンサー レンズ

動画 /静止画
約1190万画素 約80分 約63g

約24.2×36.0×
74.0mm 

＊4 ＊5＊3 ＊5 ＊6 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8

ロールバーマウントで装着。
走行中の疾走感を撮る

ハンドルバーマウントで装着。
爽快な表情を撮る

ユニバーサルヘッドマウントキットで装着。
流れゆく景色を撮る

アクションモノポッドに装着、
景色も表情も一緒に撮る

バックパックマウントで装着。
目の前に広がる景色をすべて撮る

クリップヘッドマウントキットで装着。
わが子の自然な表情を撮る

クク

目目

ユニ

ロ

NEW

迫力のスポーツシーンも、わが子と駆け回った思い出も
ウエアラブルカメラは、いま新たなシーンを記録しはじめる

02 03●P2-3に掲載した写真の一部は、アクションカムで撮影した映像をイメージしたものです。実際にはアクションカムを使用していません　●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 

sony.jp/actioncam/



3m
 防水＊

タ フ

腕時計型のライブビューリモコンで、画角確認や録画スタート・ストップ
操作、カメラのさまざまな設定変更が手元でできます。カメラ装着後もア
クション中もスムーズな操作を実現。さらに、最大5台のアクションカム
を同時接続して操作することもできます。また、HDR-AZ1VR付属リモコ
ンとAZ1接続時はカメラ内ファイルの再生・削除も行えます。

GPS搭載＊で、アクション中のスピード・軌
跡を動画上に常時表示することが可能。
見る楽しみもシェアする楽しみも、さらに
広がります。
＊AZ1は、HDR-AZ1VRに付属のライブビューリモコン
（RM-LVR2V）使用時のみ

3m
 防水

最大5台まで
一括操作が可能

高 画 質

広角170°

手ブレ補正機能 〈ON〉

手ブレ補正機能 〈OFF〉

●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

小 型
・
軽 量

約63g＊の小型・軽量だから装着してもカメラを意識せずに撮影することが可能です。
前方からの風圧・水圧にも強い縦型フォルムを採用し、付属の三脚アダプターにより、
さまざまなアクセサリーに直接取り付けて、さまざまなシーンで使用できます。
＊ HDR-AZ1の質量。AS100Vは約92g。（バッテリーとメディアを含んだ質量）

三脚アダプター AZ1 AS100V

耐低温
-5℃
-10℃

防 塵 耐衝撃
1.5m

本体
防滴

防 水
5m

本体は IPX4相当の防滴性能＊1で、雨の日や水辺での使用も可能。付属のウォーター
プルーフケースを使用すれば、防水5m＊2＊3で、防塵＊3＊4・耐衝撃＊3＊5・耐低温＊6の
タフボディ。山・海・川とさまざまなシーンで大活躍します。

＊1 JIS防水保護等級 IPX4相当：当社試験条件による　＊2 本機は5m、30分間の防水構造になっております
が、すべての水圧において防水を保証するものではありません　＊3 付属ウォータープルーフケース（SPK-
AZ1、SPK-AS2）装着時　＊4 当社試験条件による　＊5 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠
した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています　＊6 動作温度HDR-AZ1は-5°C、
HDR-AS100Vは-10°C。低温下においては撮影時間が短くなります

〈  スタンダードモデル  〉

〈  小型・軽量モデル  〉 NEW

軽快な装着感、タフなボディ、高画質映像で快適に使えるアクションカム

あらゆるシーンに
柔軟に対応

キレイに迫力タップリ
の映像が撮れる

装着しやすく、身につけても軽い
カメラを意識させない使い心地

使いやすいライブビューリモコン GPSによる撮影後の楽しみ

高精細な画像処理エンジン

B
ビオンズ エックス

IONZ X
見たままを忠実に低ノイズ・高精細に再現

従来比＊2.5倍強化

手ブレ補正
スポーツの大きなブレはもちろん、自転車・
バイク・車で走行中の細かなブレも抑えて
なめらかな動画を撮影できる
＊ HDR-AS30V比

アクティブな撮影もくっきり撮れる

E
エクスモア アール シーモス

xmor R CMOSセンサー
夜景や暗いシーンでも威力を発揮
美しく鮮やかに撮影できる

アクションカムに最適なレンズ設計

Z
ツァイス

EISSテッサーレンズ
目の前に広がる情景全てを高精細に記録で
きる広角170°＊
＊ 手ブレ補正OFF時

＊本機は3m、30分間の防水構造
になっておりますが、すべての水圧
において防水を保証するものではあ
りません。また、水中ではWi-Fi電
波が届かないため使用できません。

04 05



小
型
・
軽
量

サイズ（約）

質量（約） 92g 〈NP-BX1（付属）含む〉 90g 〈NP-BX1（付属）含む〉

三脚アダプター ̶

高
画
質

有効画素数（約）
動画 /静止画

1190万画素

動画 /静止画

1190万画素

イメージセンサー

画像処理エンジン

レンズ

手ブレ補正機能

タ
フ

本体防滴 ̶

防水＊2

防塵＊2

耐衝撃＊2

耐低温

付
属
ラ
イ
ブ
ビ
ュ
ー

リ
モ
コ
ン
＊3

本体操作 ○ ○ ○

本体ファイル
再生・削除 ̶ ○ ̶

便
利
機
能

GPS

Wi-Fi

NFC

１秒間あたり120または240フレームのハイフレームレート記録が可能。
音声も合わせて記録できるので、Action Cam Movie Creatorや編集ソフ
トで展開すれば、1つの動画内で等速再生となめらかな4倍 /8倍スロー再
生を組み合わせるなど、メリハリのきいた印象的な映像を作成できます。
＊HDR-AS100Vのみ対応

120/240fps＊のハイスピードで撮影
「4倍 /8倍スロー再生」

よりキレイに、より豊かに表現するための、多彩な機能機能紹介

シェアする映像をもっと魅力的に
カンタンに編集が行えるAction Cam Movie Creator

アクションカムで撮った映像を、手軽に管理 /保存できるPlayMemories Home
に加え、カンタンに編集ができる専用ソフトウェア、Action Cam Movie Creator
が新たに加わり、撮影した後も楽しみがさらに広がりました。

編集
ソフト

ベーシックモデル小型・軽量モデル

AS100V AZ1＊1 AS30V

スタンダードモデル

＊1 AZ1本体では、電源ON/OFF、録画のスタート/ストップ、Wi-Fiモード切り替えが行えます。その他の本体設定はHDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応
するスマートフォン・タブレットで行えます。RM-LVR2Vの単品販売は行っておりません　＊2 付属ウォータープルーフケース使用時　＊3 HDR-AS100VR/AS30VRはRM-LVR1付属、HDR-AZ1VRはRM-LVR2V付属　＊4 付属ラ
イブビューリモコン（RM-LVR2V）使用時

プロフェッショナル用に開発された4K/HDフォーマットであるXAVCを民
生用途に拡張した、XAVC Sフォーマットを新たに採用。最大約50Mbps
のハイビットレート記録（1920×1080）により、さらなる高画質を実現し
ました。
※XAVC S記録時はmicroSDXCメモリーカード（Class10）が必要です

約50Mbps記録が可能なXAVC Sに対応
「ハイビットレート撮影」

 AZ1AS100V

タイムコードの設定、ユーザービットの入力に対応。タイムコードを使用し
て複数の動画ファイルを正確に同期させるなど、より高度な映像編集が可
能になります。
＊1 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）使用時　＊2 ソニーのタイムコードのみ使用可能
です　＊3 一部のソニー製業務用カメラに付属している「RMT-845」を使用することで、タイムコードのリセット
が可能です
※XAVC Sフォーマットのみ対応

高度な映像編集をサポート
「タイムコード＊2＊3＆ユーザービット対応」

 AZ1＊1AS100V

アクション中の動画をUSTREAMにアップロード＊2、ライブ配信ができま
す。視聴者がいるときはRECランプが点滅するので、モチベーションが
いっそうあがり、シェアする楽しみがひろがります。
＊1 HDR-AS100Vは本体アップデートが必要です　＊2 テザリング機能搭載スマートフォン、または、Wi-Fi
ルーターが必要です。また、初回のみ専用PCソフトより、事前に接続設定が必要です

アクション中、リアルタイムで手軽に配信できる
「ライブストリーミング機能＊1」

 AZ1AS100V

カラーは鮮やかな色味の「ビビッド」と、編集で色を調整しやすい自然な色
合いの「ニュートラル」の2種類から用途に合わせて選べます。
＊HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）および専用アプリケーションPlayMemories Mobile
に対応するスマートフォンやタブレット使用時

「ビビッド」と「ニュートラル」の2種類から選べる
カラー設定

 AZ1＊AS100V

 AZ1AS100V

1回のシャッターで連続10枚の静止画を撮影。カメラ内で1枚の静止画
に生成することで軌跡まで記録することができます。
＊1 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）および専用アプリケーションPlayMemories 
Mobileに対応するスマートフォンやタブレット使用時　＊2 HDR-AS100Vは約330万画素相当、HDR-AZ1
は約300万画素相当。動体は最大9枚まで表示。HDR-AS100Vは本体アップデートが必要です

「モーションショットLE＊2」
 AZ1＊1AS100V

被写体の動きを定期的に撮影できる「インターバル静止画記録」機能を搭
載。撮影間隔を1秒・2秒・5秒・10秒・30秒・60秒から選べます。さま
ざまなアクションシーンを動画だけでなく静止画で確認したい、残しておき
たいといったときや、長時間の連続記録に便利です。
＊1 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに
対応するスマートフォンやタブレット使用時　＊2 HDR-AS30Vの撮影間隔は5秒・10秒・30秒・60秒

連続した動きを静止画で確認できる
「インターバル静止画記録」

 AZ1＊1AS100V AS30V＊2

NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンとな
ら、パスワード入力の必要がなく、かざすだけで
接続可能です。
＊NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンのみ

ワンタッチ＊でスマートフォンと接続
「NFC搭載」

 AZ1AS100V AS30V

スマートリモコン機能により、スマートフォンやタブレットを使ってWi-Fi
経由でアクションカムを操作できます。モバイルアプリのPlayMemories 
Mobileを起動し、スマートフォンの画面をモニターがわりにして、アング
ル確認やリモート操作が簡単に行えます。

スマートフォンなどとカンタン接続、カメラを操作できる
「Wi-Fi機能」

※モバイルアプリケーションPlayMemories Mobile（無料）が必要です。このアプリケーションは、すべての
スマートフォン・タブレットで動作を保証するものではありません。電波環境やスマートフォン側の性能によ
り、モニタリングや録画中にWi-Fiが切断されることがありますが、再度接続することにより、引き続き機能
を継続してお使いいただけます　
※Android/iOS対応

 AZ1AS100V AS30V

付属のマイクロUSBケーブルで本機とモバイルバッテリーを接続すれば、
USB給電が可能で、長時間撮影時も安心。
※1.5A以上を推奨

モバイルバッテリーから給電可能
 AZ1AS100V AS30V

幅 高さ 奥行

24.2 × 46.5 × 81.5mm

63g 〈NP-BY1（付属）含む〉

動画 /静止画

1350万画素

ZEISS テッサー ZEISS テッサー ZEISS テッサー

手ブレ補正

○

手ブレ補正

○

手ブレ補正

アクションカム
ラインアップ

防水5m 防水5m 防水5m

防 塵 防 塵 防 塵

-10℃ -10℃-5℃

1.5m 1.5m 1.5m

本体防滴 本体防滴

24.2 × 36.0 × 74.0mm

幅 高さ 奥行

24.5 × 47.0 × 82.0mm

幅 高さ 奥行

＊4

腕時計型でモニター、リモコン機能を備えた「ライブビューリモコン」。最
大5台までの同時接続および一括操作が可能になり、さらに便利になりま
した。一度の操作で一斉に録画のスタート/ストップやカメラの設定変更
を行ったり、各カメラの映像を切り替えてモニタリングしたりできるので、
複数台のカメラで撮影する現場で役立ちます。
＊1 HDR-AS100V/AS30Vは本体アップデートが必要です　＊2 HDR-AZ1VR/AS100VR/AS30VR（ライブ
ビューリモコンキット）付属以外のライブビューリモコンを使用する場合は、リモコンのソフトウェアをご確認くだ
さい。リモコンのソフトウェアのバージョンによっては、お客さまによるアップデートが必要になります

ライブビューリモコンで最大5台＊2まで
「マルチカメラコントロール」

 AZ1＊1AS100V AS30V＊1

最大5台まで
一括操作が可能

sony.jp/support/actioncam/

Action Cam Movie Creatorは、専用ウェ
ブサイトからダウンロードしてご使用いた
だけます

ダウンロード方法〈無料〉

エクスモア アール シーモス センサー エクスモア アール シーモス センサー エクスモア アール シーモス センサー

ビオンズ エックス ビオンズ エックス ビオンズ

ツァイス ツァイス ツァイス
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アクセサリーで自在にカスタマイズ。多彩なシーンで活躍。

装着例

頭部やヘルメット、ゴーグルに装着できる

ユニバーサルヘッドマウントキット
BLT-UHM1
希望小売価格 4,000円＋税
〈ベルトマウント〉
●ヘッドバンド長さ：
約50～100cm

〈ベンテッドヘルメットマウント〉
●ベルト長さ：約70cm
●付属品：ヘッドバンド×1、
ベルト×1、スタビライザー×1、アンカー×4
※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-
AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別
売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です

装着例

S K I  /  S N O W B O A R Dスキー /スノーボード

車のダッシュボードに取り付けられる

サクションカップマウント
VCT-SCM1
希望小売価格 4,500円＋税
●大きさ（約）：幅102×高さ83×奥行68mm　
●質量：約110g
●付属品：吸盤保護カバー×1、取付シート×1、
マウントストラップ×1、クリーニングスポンジ×1
※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースまたは別売の
スケルトンフレームが必要です

装着例装着例

ライブビューリモコン
RM-LVR1
（AS100VR/AS30VRは付属） 
希望小売価格 15,000円＋税
●防水3m　
●大きさ（約）：幅72.3×高さ50.2×奥行20.8mm
●質量：約63g
＊HDR-AZ1接続時は一部機能のみ使用可能
※本機は3m、30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧に
おいて防水を保証するものではありません。また、水中ではWi-Fi電波
が届かないため使用できません

手もとで映像の確認、操作ができる

C Y C L I N G
サイクリン

グ
D R I V E

ドライブ

装着例

アングル確認、録画中のモニタリングや再生ができる

グリップスタイルLCDユニット
AKA-LU1
希望小売価格 10,000円＋税
●大きさ（約）：
幅42×高さ64.5×奥行102.5mm

●質量：約135g

装着例
アクションカムは商品
に含まれておりません

小型・軽量のクリップをキャップに手軽に装着

クリップヘッドマウントキット
BLT-CHM1
希望小売価格 3,500円＋税
〈クリップ〉
●大きさ（約）：幅67mm×高さ79.7mm×奥行き54.8mm　●質量：約65g
〈ベルト〉
●大きさ（約）：幅38mm×長さ260mm　●質量：約40g

装着例

 AZ1＊AS100V AS30V

カメラの装着向きの変更、
各種ケーブルに接続しながら撮影できる

L型アタッチメントアタッチメント

左右／
逆さまに装着

スケルトンフレーム
AKA-SF1 

希望小売価格 3,500円＋税
〈フレームケース〉
●大きさ（約）：幅77×高さ58×奥行31mm  
●質量：約19g　
〈アタッチメント〉
●大きさ（約）：幅61×高さ28×奥行10mm  
●質量：約6g　
〈L型アタッチメント〉
●大きさ（約）：幅61×高さ42×奥行35mm  
●質量：約12g

AS100V AS30V

AS100V AS30V

装着例

20～65mmの幅広い口径のバーに対応

ロールバーマウント
VCT-RBM1
希望小売価格 4,000円＋税
●対応バー口径：20～65mm
●大きさ（約）：幅76×高さ85×奥行52mm
●質量：約100g
●付属品：ベルトL×1、ゴムL×1、
ジョイントアームA×1、
ダイヤルネジA×1、ネジキャップ×1
※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケル
トンフレームが必要です

 AZ1AS100V AS30V

 AZ1AS100V AS30V

 AZ1AS100V AS30V

アクションモノポッド
VCT-AMP1
希望小売価格 5,500円＋税
●自由なサイズで固定できる伸縮タイプ
●大きさ（約）：全高913mm、縮長302mm　
●質量：約200g
●積載カメラ質量：約250g
※HDR-AS30Vは本体付属のウォータープルーフケースまたは
別売りのスケルトンフレームが必要です

装着例

自分と景色を一緒に撮影できる
 AZ1AS100V AS30V

温度差によるくもりを防止

曇り止めシート　
AKA-AF1 希望小売価格 2,000円＋税
●自然乾燥にて1枚につき、約200回の使用が可能
●大きさ（約）：幅38.5×高さ21×奥行3.5mm　
●質量：約3g　
●2枚入り

 AZ1AS100V AS30V

 AZ1AS100V

装着例

ドライブ中に、バッテリーの充電、給電ができる

カーチャージャーキット
ACC-DCBX
希望小売価格 8,400円＋税
●キット内容：
リチャージャブルバッテリーパック（NP-BX1）、
バッテリーチャージャー（BC-DCX）、
マイクロUSBケーブル、カーバッテリーコード　

〈NP-BX1〉●電圧/容量：3.6V/4.5Wh（1240mAh）　
　　　　　　　 ●大きさ（約）：縦29.9×横42.7×薄さ9.2mm　●質量：約25g
〈BC-DCX〉●大きさ（約）：幅54×高さ45×奥行90mm　●質量：約105g

AS100V AS30V

装着例

22～32mm口径の自転車のハンドルに固定できる
AZ1AS100V AS30V

ハンドルバーマウント
VCT-HM1
希望小売価格 3,000円＋税
●自転車のハンドルに取り付けて
  スピード感ある撮影
●さまざまな自転車のハンドルにしっかり固定＊
●角度調整することで撮影範囲が広がる
●大きさ（約）：幅32×高さ113×奥行51mm　●質量：約86g
＊ハンドルバーの口径：26-32mm用、24-26mm用、22-24mm用
※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です

NEW

バックパックマウント
VCT-BPM1
希望小売価格 4,000円＋税
〈ベルト〉
●大きさ（約）：幅25mm×長さ300mm　●質量：約2.5g
〈スタビライザーパッド〉
●大きさ（約）：幅70mm×高さ7mm×奥行き130mm　●質量：約31g
〈アームキット〉
●大きさ（約）：幅55mm×高さ69mm×奥行き52mm　●質量：約56ｇ
＜マウント＞
●大きさ（約）：幅52.8mm×高さ13mm×奥行き58.4mm　●質量：約12g
※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-
AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売の
スケルトンフレームと装着バックルが必要です

バックパックにすばやく簡単に装着できる

装着例

 AZ1AS100V AS30V

NEW

L E I S U R E
レジャー

08 09●各種アクセサリーは、すべて別売になります



microSD/microSDHCメモリーカード
SR-32A4/16A4/
        8A4/4A4/2A1
オープン価格

microSDXC UHS-Iメモリーカード
SR-64UYA
オープン価格

データ記録に適した
多様なメモリーカード

各種マウントに取り付けて
3軸調整が可能に

アームキット
VCT-AMK1
希望小売価格 3,000円＋税
●ロールバーマウント（VCT-RBM1）、サクションカップ
マウント（VCT-SCM1）等のアーム部分の予備パーツ
としても使用可能
※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケー
スまたは別売のスケルトンフレームが必要です

接着式マウント　
VCT-AM1
希望小売価格 2,500円＋税
●平面用接着マウント×2、
曲面用接着マウント×2、装着バックル×1

紛失・破損しても安心。
予備アクセサリー

カメラを浮かせて水没による
紛失を防ぐ

フロート
AKA-FL2
希望小売価格 2,500円＋税
●大きさ（約）：幅83×高さ63×奥行73mm   ●質量：約45g
※本体付属のウォータープルーフケース、装着バックルの
装着が必要になります ※水深3mまで使用可能

SPK-AS2 MPK-AS3

装着例

装着例

装着例 装着例

装着例 装着例

収納例 装着例

曲面にも
より強力に装着できる

サーフボードマウント
AKA-SM1
希望小売価格 4,000円＋税
〈フレキシブル接着マウント〉 
●大きさ（約）：幅145×高さ53×奥行145mm（チルトバックル使用時）
〈リーシュコード〉 
●大きさ（約）：38×38×9mm　●コード長：約30cm　●質量：約90g　
●付属品：チルトバックル×1、フレキシブル接着マウント×2、
リーシュコード×2　
※HDR-AS100V/AZ1/AS30V本体付属のウォータープルーフケースと
装着バックルが必要です

激しい使用環境でも、
カメラを脱落から守る

カメラリーシュパック
AKA-LSP1
希望小売価格 2,500円＋税
〈バックルロックプラグ〉
●大きさ（約）：幅36×高さ9×奥行31mm　●質量：約3g
〈リーシュコード〉
●大きさ（約）：直径36×高さ8mm　●質量：約4g
●付属品：リーシュコード×3、バックルロックプラグ×2カメラの落下を防ぐリーシュコード付属

バッテリーとバッテリーチャージャーの
お得キット

アクセサリーキット
ACC-TRDCY 
希望小売価格 4,000円＋税
●キット内容：バッテリー（NP-BY1）、
バッテリーチャージャー（BC-DCＹ）

〈バッテリー〉
電圧/容量：3.7V/2.4Wh 640mAh、
大きさ（約）：幅26.9×高さ7.5×奥行38mm、質量：約15g
〈バッテリーチャージャー〉
大きさ（約）：幅36×高さ70×奥行13.5mm、質量：約20g

ダイビングやシュノーケリングで活躍。
水深60m対応のウォータープルーフケースと
水中用ドアパックのキット

水深
約60m
対応

アンダーウォーターハウジング
MPK-AS3
希望小売価格 5,500円＋税
※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧において
防水を保証するものではありません

AS100V AS30V

長時間撮影するときに
便利な予備バッテリー

リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1
希望小売価格 5,600円＋税
●電圧/容量：3.6V/4.5Wh（1240mAh）
●大きさ（約）：縦29.9×横42.7×薄さ9.2mm　
●質量：約25g

AS100V AS30V

AS100V/AS30V付属、予備用の
小型・軽量ウォータープルーフケース

水深
約5 m
対応

ウォータープルーフケース
SPK-AS2
希望小売価格 4,500円＋税
※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧にお
いて防水を保証するものではありません

AS100V AS30V

長時間撮影に便利な
予備用バッテリー

リチャージャブルバッテリーパック
NP-BY1
希望小売価格 3,000円＋税
●電圧/容量：3.7V/2.4Wh 640mAh
●大きさ（約）：幅26.9×高さ7.5×奥行38mm
●質量：約15g

AZ1

AZ1

カメラとアクセサリーを
すっきり収納

セミハードキャリングケース
LCM-AKA1
希望小売価格 4,000円＋税
●表面は撥水素材、ファスナーは止水ファスナーで、汚れをかんたんに拭きとることができ、
カメラを汚れや水漏れから守ります

●大きさ（約）：幅231×高さ77×奥行171mm 
●質量：約230g

AZ1AS100V AS30V

胸に装着、上下・左右自由に
360°無段階で調節可能

チェストマウントハーネス
AKA-CMH1
希望小売価格 5,000円＋税
●対応胸囲：74～140cm
●大きさ（約）：幅148×高さ89×奥行102mm　●質量：約220g
※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォー
タープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です

AZ1AS100V AS30V

ドッグハーネス
AKA-DM1
希望小売価格 5,000円＋税
●前後45°の角度調節可能
●対応胴回り：50～80cm（体重15kg以上の犬専用）
●大きさ（約）：幅180×高さ50×奥行150mm（チルトバックル使用時）  ●質量：約128g
●付属品：チルトバックル×1、シートマウント×１、ベルト×４
※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォー
タープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です

愛犬に装着して撮影できる
AZ1AS100V AS30V

両手をフリーで撮影できる

リストマウントストラップ
AKA-WM1　
希望小売価格 3,500円＋税
●撮影角度を360°、16段階で調節可能　
●対応腕周囲：14～24cm
●大きさ（約）：幅100×高さ21×奥行63mm　●質量：約37g
※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォー
タープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です

AZ1AS100V AS30V

ウォータープルーフケースなしで使用する際に、
レンズをしっかり保護

ハードレンズプロテクター
AKA-HLP1
希望小売価格 3,000円＋税
●材質：PC・ABS・ガラス　
●大きさ（約）：幅32×高さ33×奥行20mm
●質量：約10g
※スケルトンフレーム（AKA-SF1）、グリップスタイルLCDユニット
（AKA-LU1）との同時使用はできません

AZ1AS100V

固定された場所に挟んで
撮影できる

クリップマウント
VCT-CM1
希望小売価格 4,500円＋税
●360°自由に角度調節可能　●対応口径/厚さ：60mm　
●大きさ（約）：幅70×高さ111×奥行132mm  ●質量：約260g
※固定された場所に取り付けてのみご使用ください　※水中では使用できません　※強い衝撃や
振動を加えると取り付けたカメラが傾く場合があります　※HDR-AS30Vは、本体付属のウォー
タープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です

AZ1AS100V AS30V

AZ1AS100V AS30V

AZ1AS100V AS30V AZ1AS100V AS30V

360°の角度が調節でき、
撮影範囲が広がる

ボールヘッド
ADP-BH1
希望小売価格 3,000円＋税
●大きさ（約）：高さ46×底面径23mm　●質量：約46g
※水中ではご使用できません　
※強い衝撃や振動を加えるとカメラが傾く場合があります
※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケー
スまたは別売のスケルトンフレームが必要です

装着例

AZ1AS100V AS30V

角度を調節することで
撮影範囲が広がる

チルトアダプター
VCT-TA1
希望小売価格 3,000円＋税
●大きさ（約）：幅32.5×高さ55×奥行56mm　
●質量：約52g
※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケー
スまたは別売のスケルトンフレームが必要です

AZ1AS100V AS30V AZ1AS100V AS30V

AZ1AS100V AS30V

AZ1AS100V AS30V

SPK-AZ1

アクセサリーで自在にカスタマイズ。多彩なシーンで活躍。

NEW

予備用として便利なAZ1専用の
小型・軽量ウォータープルーフケース

水深
約5 m
対応

ウォータープルーフケース
SPK-AZ1
希望小売価格 4,500円＋税
※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧にお
いて防水を保証するものではありません

AZ1

装着例

NEW

NEW
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アクションカムファームウェアアップデートのお知らせ sony.jp/actioncam/info2/更新情報は WEB にてご確認ください

AVSY-1  Printed in Japan.  （84942346）

2014.10
カタログ記載内容2014年10月現在

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意 HDR-AS100V、HDR-AZ1、HDR-AS30Vの品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。いかなる場合において
も無破損・無故障・防水を保証するものではありません。ご使用の際には、＜防水・防塵・耐衝撃・耐低温についての注意＞をよくお読みください。

【ウォータープルーフケースについて】●砂・髪の毛・ほこりなどの異物を防水パッキンに挟みこまないようにしてください　●わずかな異物でも浸水の原因になるので、防水パッキンに傷がついていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときには、繊維の残
らない、やわらかい布等で拭き取ってください。先のとがったものは使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷が付くと、浸水の原因となります　●水辺で使用中は、絶対にウォータープルーフケースのケースカバーを開けないでください　●本機を
ウォータープルーフケースに取り付けて水中撮影すると、画像が通常よりも鮮明に撮影されませんが、故障ではありません　【水中・水辺で使用した後のお手入れについて】●ウォータープルーフケースのケースカバーを開けたときに水や砂がウォータープルーフケースの中
に入ると、本機の故障の原因になります。濡れた手や、砂の付いた手でケースカバーの開け閉めはしないでください。完全に乾いた状態でケースカバーを開けてください　●使用後は60分以内に必ず水洗いをしてください　●温泉では使用しないでください　●容器にた
めた真水に5分程度つけ置いてから、水の中で本体を揺すったり、各ボタンを動かして、ボタンのすきまに入った塩、砂等をしっかりと洗い流してください　●水道などからの勢いのある水を直接あてないでください　【防塵・耐衝撃性能について】●防塵・耐衝撃性能につい
ては、傷やへこみがつかないことを保証するものではありません　●MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではあり
ません　【耐低温について】●HDR-AS100V/HDR-AS30Vの動作温度は-10℃～40℃、保存温度は-20℃～60℃、HDR-AZ1の動作温度は-5℃～40℃、保存温度は-20℃～60℃です　●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用
できる時間が短くなります　●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、ウォータープルーフケースのホールドレバーやバックルロックなど可動部のすきまに入った雪や水滴が凍り、動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください

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。

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　カタログ上の注意　●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　●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　●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。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください　各社商標など  ●SONYはソニー株式会社の商標です　●Exmor R CMOSセンサー、Exmor、エクスモアおよび はソニー
株式会社の商標です　●BIONZ、ビオンズ、BIONZ Xおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です　●メモリースティック、メモリースティック マイクロおよび はソニー株式会社の商標または登録商標です　●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　●HDMI、 、およびHigh-Defi nition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です　●PlayMemories Mobileはソニー株式会社の商標
です 　●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です　●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です　●Facebook、Facebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です
●NFC、N-Markおよび は、NFC Forum,Inc.の商標あるいは登録商標です　●XAVCと  はソニー株式会社の商標です　●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

●メモリーカード記録時間
MPEG-4 AVC/H.264
1920×1080 30p（HQ）

MPEG-4 AVC/H.264
1920×1080 60p（PS）

XAVC S
1920×1080 60p/30p/24p

  2GB メモリーカード 15分 9分 ー
  4GB メモリーカード 30分 15分 ー
  8GB メモリーカード 60分 35分 ー
16GB メモリーカード 125分 80分 ー
32GB メモリーカード 250分 160分 ー
64GB メモリーカード 505分 320分 155分

AS100V /AZ1
のみ対応

●仕様表

システム

ワイヤレスLAN対応（内蔵） ●（Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n（2.4GHz帯））
NFC対応 ●（NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠）

ハイビジョン画質出力 HDMI出力
（別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用） ー HDMI出力

（別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用）
マルチ /マイクロUSB端子＊6 ●
マイク入力 ステレオミニ端子 ー ステレオミニ端子
マイクロフォン、スピーカー ステレオマイク、モノラルスピーカー
メモリーカードスロット メモリースティック マイクロ /マイクロSDカード兼用
基本バッテリーシステム NP-BX1（付属） NP-BY1（付属） NP-BX1（付属）
電源電圧部 バッテリー 3.6V バッテリー 3.7V バッテリー 3.6V
外形寸法：幅×高さ×奥行
（付属バッテリー装着時）＊7

約24.2mm × 46.5mm × 
81.5mm

約24.2mm × 36.0mm × 
74.0mm

約24.5mm × 47.0mm × 
82.0mm

本体質量 約67g 約48g 約65g

撮影時総質量＊8 約92g（NP-BX1（付属）含む） 約63g（NP-BY1（付属）含む） 約90g（NP-BX1（付属）含む）
本体防滴性能 ● IPX4＊9＊10 ー
防水性能＊11 ●＊12

防塵性能＊11 ●＊12

耐衝撃性能＊11 ●＊12

耐低温性能＊11 ●（動作温度範囲 -10℃～ 40℃）●（動作温度範囲 -5℃ ～ 40℃）●（動作温度範囲 -10℃～ 40℃）

映像音声入出力端子 HDMI端子 HDMI マイクロコネクター
（出力のみ） ー HDMI マイクロコネクター

（出力のみ）
消費電力（動画撮影時） 表示パネル使用時 約1.9W 約1.7W 約1.9W

主な機能

Wi-Fi（内蔵） ●
GPS ● ●＊13 ●
NFC ワンタッチペアリング、ワンタッチリモート

インターバルREC 静止画●（1秒 /2秒 /5秒 /10秒
/30秒 /60秒）

静止画●（1秒 /2秒 /5秒 /10秒
/30秒 /60秒）＊13＊14

静止画●（5秒 /10秒 /30秒
/60秒）

自動逆光補正機能 ●
シーンセレクション ●

先進＆
便利機能

バッテリー残量表示 ●
メディア残量表示 ● ●＊13 ●

画面上の主なインジケーター
記録モード、手振れマーク、

GPS測位状況、
撮影モード状態

バッテリー残量表示、
メモリーカード未挿入表示、

Wi-Fi 設定表示

記録モード、手振れマーク、
GPS測位状況、
撮影モード状態

ライブビューリモコン ●

カラー設定 ●
（ビビッド /ニュートラル）

●＊13＊14

（ビビッド /ニュートラル） ー

タイムコード、ユーザービット＊15 ● ●＊13 ー

USB充電 DC 5V 500mA/800mA DC 5V 500mA DC 5V 500mA/800mA

USB給電 ●（1.5A以上を推奨）
便利機能 日時・サマータイム・エリア設定 ● ●＊13＊14 ●＊16

付属品＊17

ライブビューリモコン（RM-LVR1）＊18、
リチャージャブルバッテリーパック

（NP-BX1）（1）、
マイクロUSBケーブル（1）、

取扱説明書（1）、
ウォタープルーフケース
（SPK-AS2）（1）、
接着式マウント（1）、

三脚アダプター（1）、保証書（1）

ライブビューリモコン（RM-LVR2V）＊19

リチャージャブルバッテリーパック
（NP-BY1）（1）、

マイクロUSBケーブル（1）、
取扱説明書（1）、

ウォタープルーフケース
（SPK-AZ1）（1）、
接着式マウント（1）、

三脚アダプター（1）、保証書（1）

ライブビューリモコン（RM-LVR1）＊18、
リチャージャブルバッテリーパック

（NP-BX1）（1）、
マイクロUSBケーブル（1）、

取扱説明書（1）、
ウォタープルーフケース
（SPK-AS2）（1）、
接着式マウント（1）、

保証書（1）

イメージ
センサー

イメージセンサー 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー
総画素数 約1890万画素 約1680万画素

有効画素数
動画時 約1350万画素（16：9） 約1190万画素（16：9）
静止画時 約1350万画素（16：9） 約1190万画素（16：9）

レンズ

レンズ ZEISSテッサー
F値 F2.8

FOV（画角） 170°＊1、120°
f（焦点距離） f=2.8mm f=2.5mm

f
（35mm換算）

動画時 f=17.1mm（170°）、f=21.8mm（120°） f=15.3mm（170°）、
f=21.3mm（120°）

静止画時 f=17.1mm（170°） f=15.3mm（170°）、
f=21.3mm（120°）

カメラ

画像処理エンジン BIONZ X（ビオンズエックス） BIONZ（ビオンズ）
カメラノイズリダクション ●
最低被写体照度 6lux

手ブレ補正機能 ● 電子式（アクティブイメージエリア方式、アクティブモード搭載）
最短撮影距離 約30cm

ホワイトバランス 自動
明るさ調整 自動
明るさ制御 自動
測光方式 マルチ分割測光
逆光補正（自動 /ボタン） ●（自動）
プログレッシブモード ●
シャッタースピード 自動制御範囲 1/30-1/10,000秒
自動フリッカー補正 ●

レコーダー /
プレーヤー

記録メディア
〈MP4〉メモリースティック マイクロ（MARK2）、

マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード（Class4以上推奨）
〈XAVC S〉マイクロSDXCメモリーカード（Class10）

メモリースティック マイクロ（MARK2）、
マイクロ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 ー
映像記録 〈MP4、XAVC S〉：MPEG-4 AVC/H.264 〈MP4〉：MPEG-4 AVC/H.264

動画記録画素数 /
フレームレート

〈MP4〉
PS：1920×1080 60p、
HQ：1920×1080 30p、
STD：1280×720 30p、

SSLOW：1280×720 120p、
HS120：1280×720 120p、
HS240：800×480 240p、

VGA：640×480 30p
〈XAVC S〉 

60p：1920×1080 60p、 
30p：1920×1080 30p、
24p：1920×1080 24p

〈MP4〉
PS:1920×1080 60p、
HQ:1920×1080 30p、
STD:1280×720 30p、

SSLOW:1280×720 120p、
HS120:1280×720 120p、

VGA:640×480 30p
〈XAVC S〉

60p:1920×1080 60p、
30p:1920×1080 30p、
24p:1920×1080 24p

PS：1920×1080 60p、
HQ：1920×1080 30p、
STD：1280×720 30p、

SLOW：1280×720 60p、
SSLOW：1280×720 120p、

VGA：640×480 30p

風音低減 ●（自動）

動画記録レート
（平均ビットレート/VBR）＊2＊3

〈MP4〉
PS：約28Mbps/
HQ：約16Mbps/
 STD：約6Mbps/

SSLOW：約6Mbps/
 HS120：約28Mbps/
HS240：約28Mbps/

 VGA：約3Mbps
〈XAVC S〉

 60p/30p/24p：約50Mbps

〈MP4〉
PS:約28Mbps/
HQ:約16Mbps/
STD:約6Mbps/

SSLOW:約6Mbps/
HS120: 約28Mbps/

VGA:約3Mbps
〈XAVC S〉

60p/30p/24p:約50Mbps

PS：約28Mbps/
HQ：約16Mbps/

SSLOW：約24Mbps/
SLOW：約12Mbps/

STD：約6Mbps/
VGA：約3Mbps

音声記録
MPEG-4 
AAC-LC 2ch＊4 ●（MP4）

リニアPCM ●（XAVC S） ー

静止画 静止画
サイズ 静止画モード時

静止画記録モード時：
約1350万画素相当

インターバル静止画記録時：
約207万画素

静止画記録モード時：約1190万画素相当
インターバル静止画記録時：約207万画素

その他 本体内充電
（付属バッテリーの満充電時間）＊5 ●（約4時間5分） ●（約2時間25分） ●（約4時間5分）

＊1 手ブレ補正機能OFF時　＊2 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）　＊3 PSモード（28Mbps）は最高ビッ
トレート　＊4 MP4時のみ対応　＊5 USB充電時　＊6 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます　＊7 最大
突起部を含む　＊8 バッテリーとメディアを含んだ質量　＊9 すべての状況において防滴性を保証するものではありません　＊10 JIS防水
保護等級 IPX4相当：当社試験条件による　＊11 下記の防水、防塵、耐衝撃、耐低温性能についての注意をご確認ください　＊12 HDR-
AS100V/AS30Vは、付属ウォータープルーフケース（SPK-AS2）、HDR-AZ1は、付属ウォータープルーフケース（SPK-AZ1）使用時
＊13 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RMーLVR2V）使用時　＊14 専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応する
スマートフォンやタブレット使用時　＊15 XAVC Sのみ　＊16 ファームウェアアップデートにより対応　＊17 かっこ（）内の数字は、付属される
数量　＊18 HDR-AS100VR/HDR-AS30VRのみ付属　＊19 HDR-AZ1VRのみ付属　

HDR-AS100V HDR-AZ1 HDR-AS30V HDR-AS100V HDR-AZ1 HDR-AS30V

※25℃で使用したときの時間です。10℃～30℃でのご使用をおすすめします　※低温の場所で使うと、撮影・再生可能時間はそれぞれ短くなります　
※使用状態によって、撮影・再生可能時間が短くなります

連続撮影時間 実撮影時間
画質 MP4 1920×1080/30p（HQ） MP4 640×480/30p（VGA） MP4 1920×1080/30p（HQ） MP4 640×480/30p（VGA）
NP-BX1（AS100V/AS30V付属） 120分 140分 60分 85分
NP-BY1（AZ1付属） 80分 85分 45分 50分

●撮影可能時間（満充電時）
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