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圧倒的にブレない！

子どもの成長記録におすすめの4Kハンディカム®
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子ども撮りにあると便利なアクセサリー

FDR-AX60
4K高性能モデル

（ビューファインダー付き）
オープン価格

4K高性能モデル
オープン価格

FDR-AX45

2019.11
記載内容2019年10月現在

役立つ
4点
セット

おトクで便利なアクセサリーキット

予備バッテリーで
撮り逃しを防止

手軽に充電できる
直差し型

アクセサリーキット
ACC-TCV7C 希望小売価格16,800円 +税

リチャージャブルバッテリーパック
NP-FV70A
希望小売価格12,600円 +税

グリップスタイルで
らくらく撮影
三脚機能付きシューティンググリップ
GP-VPT1
希望小売価格10,500円 +税

ガンズームマイクロホン
ECM-GZ1M
希望小売価格10,500円 +税

バッテリーチャージャー
BC-TRV
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-FV70A、バッテリー
チャージャーBC-TRV（直差し型）、キャリングポーチ（素材：ポリエステ
ル）＊1＊2、クリーニングクロス

風切り音なども防止しながら、
我が子の声を集中的に収音可能

自撮りから三脚スタイルまで
幅広い撮影をこれ1台で対応

＊1 このケースは、カメラを収納して持ち運びやすくすることを目的としています。衝撃や圧力
からカメラを保護する目的では使用できません　＊2 同じ収納スペースにカメラ以外のものを
一緒に入れると、傷や故障の原因になることがあります

※ハンディカム®本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません

＊1 3840×2160　＊2 4K撮影時に手ブレ補正設定がアクティブまたはインテリジェントアクティブの場合　※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

狙った音をしっかり
収録できる外付けマイク

ブラック（B）
ブロンズブラウン（TI）

収納例

4Kハンディカム
®で残そう！

光学ズーム
20倍

全画素
超解像ズーム
30倍＊2

コツがわかる
 撮り方ガイド！

残しておきたい
シーンがたくさん！

新米パパ 新米ママ
FDR-AX60 FDR-AX45

＊1



2 3

その瞬間は一度しかないから…

毎日を、思い出の1ページにしよう

スマートフォンの動画と何が違うの？

ズームしてもキレイ 圧倒的にブレない バッテリーもメモリーも大容量

光学ズームだから、遠くの
子どもの姿も、画質の劣化
なくキレイに残せます。

空間光学手ブレ補正なら、
手持ち撮影でも圧倒的にブレず
に安定した映像を記録できます。

スマートフォンの動画撮影で
よくある容量オーバーや、
バッテリー切れの不安も解消。

4K
ハンディカム®なら
あんしん

ハイハーイ！ こっちにおいで〜あ、 いま動いたよ！

つかまり立ちの瞬間をスクープ！

うまく火を消せるかな？

まるでお姫様みたいだ

がんばる君を残しておくよ！

なにげない
毎日

はじめての
瞬間

七五三

運動会

誕生日

4Kの高精細映像だから、

撮ったときの感動まで

鮮明によみがえるね

？

生まれてきてくれてありがとう！

誕生

出産前

64GB!

あっという間に大きくなったねー

卒園・入学

私たち親の姿も

子どもには大切な思い出。

キレイに残しておきたいな



足が
閉じている

足を
肩幅に開く

子どもの目線に
合わせよう

子どもの表情がしっかりと捉えられ、背景も
入るので、より印象的な映像になります。液晶
画面を上下に可動できるハンディカム®なら、
ローアングルの撮影もらくらくです。

周りの風景や
人も撮ろう

ついつい可愛い我が子ばかりを撮りがち
ですが、周りの風景や一緒にいる人も撮影
しておけば、そのときの情景が鮮やかに
よみがえる映像になります。

ズームや引きなど
メリハリをつける

ずっと同じ画角で撮影していると、単調な
映像になりがち。子どもの表情にズームした
り、逆に引いたりしながら、リズムをつけて
撮影するのがおすすめです。

自分たちも思い出の
一部と意識しよう

子どもの成長記録は、家族全員の成長記録
でもあります。だから、自撮りで家族みん
なの映像もいっぱい記録しましょう。
ハンディカム®なら自撮りもかんたんです。
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バッテリーは「撮影したら、すぐに充電する習慣」をつけ
ておきましょう。4Kハンディカム®AX60/AX45は64GB
の大容量内蔵メモリーを搭載しているので、4K画質で
最長2時間撮影できますが、長時間撮影の場合は予備の
メモリーカードを用意しておくと安心です。
※ XAVC S記録をSDカードにする場合はSDHC/SDXCメモリーカードClass10以上
が必要です（ XAVC S 4K/100Mbps記録をする場合はUHS-I U3以上が必要です）

ローアングルの時は ハイアングルの時は

映像がグラグラ揺れ
ていると、せっかくの
思い出が台無し。
まずは安定して撮影
できるよう、基本姿勢
を身につけましょう。

右手でしっかり
本体を握りつつ、
左手で液晶を支え
れば、より安定して
撮影できます。

右手のヒジを左手で
固定すれば、手の揺れが
抑えられ、安定した映像
を記録できます。

基本
姿勢

バッテリーの充電やメモリーの容量確認を忘れずに

わきを
しっかり
締める

わきが
広がっている

まずは、正しい構え方から 撮り方のコツを覚えよう



我が子の成長ムービー はじめて編
誕生〜新生児

ハイハイをはじめたら

一人遊びをはじめたら

1日のほとんどをスヤスヤと眠っている新生児。
きめ細かい肌や繊細な産毛、この時期にしか撮
れない表情などを、4Kでたくさん記録しておき
ましょう。赤ちゃんにやさしく呼びかけるパパ
やママの声をいっしょに残すのもグッドです。

ハイハイする愛らしい姿は、ローアングルで撮影する
のがおすすめ。赤ちゃんに呼びかけてこちらに誘導
し、その一生懸命な表情にピントを合わせ続け、
後ずさりしながら撮りましょう。ハンディカム®なら
空間光学手ブレ補正でブレの心配もありません。

ちょっとずつ成長し、ぬいぐるみとおしゃべり
するなど、一人遊びを楽しむ我が子。そんな愛ら
しい姿を、ハンディカム®の高倍率ズームで遠く
から撮影しましょう。カメラ目線ではない、自然
でイキイキとした表情を残せます。

歩きはじめたら

いよいよ歩きはじめたら、子どもと一緒に歩き
ながら撮影を楽しみましょう。その際、会話を
しながら、ハツラツとした表情を引き出すのが
ポイント。ハンディカム®なら空間光学手ブレ補
正で、そんな可愛い表情をブレずに残せます。

泣いている姿も、将来見返せば、愛おしい瞬間。
いつまでも泣かせておくのはかわいそうなので、
状況を見ながら、サッと撮影しましょう。
喜怒哀楽の豊かな成長ムービーになります。

別売のグリップ（GP-VPT1）があれば、片手でも自撮り
が快適。疲れたら、持ち替えられるのもメリットです。
高い位置でも撮りやすく、手元の録画ボタンで操作
もかんたん。三脚にもなるので、テーブルの上に
置いて撮影も可能です。

ハイハイ姿は
後ずさりしながら撮影

親の目線で一緒に歩いて記録

ズームでこっそり撮影

三脚機能付き
シューティンググリップ
GP-VPT1
希望小売価格10,500円 +税

グリップがあれば、 自撮りもラクラク
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4Kハンディカム®AX60の
ナイトショット機能なら
真っ暗でも撮影できる

スベスベの足や
プクプクの手も
今だけ！

泣き顔だって、素敵な思い出

ぐっと寄って表情を撮ろう
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4Kハンディカム®AX60/AX45は、20倍の光学ズームに加え、美しい
画質を保ったまま30倍まで迫れる全画素超解像ズームを搭載。
優れたズーム機能をいかし、遠く離れた場所から、がんばる我が子の
姿に迫り、その真剣な表情を大きく残しましょう。大切なイベントは、写真でも残しておきたいもの。そん

なときは、4Kハンディカム®の静止画切り出しを活用＊。
4Kの高精細映像だから、好きなシーンを切り出して、
高画質の写真として保存することができます。4Kハン
ディカム®は、映像も写真も一台二役で活躍します。

ハンディカム®の4K高画質技術なら、暗い
シーンの撮影もお手のもの。お遊戯会などの
暗い会場でも、明るく撮れるようにカメラが
自動で感度を調整。面倒な設定をしなくても、
我が子の姿や表情を鮮明に撮影できます。

混み合う観覧席でも、ハンディカム®なら心配ご無用。
本体をしっかりホールドし、人混みの頭の上からハイアングル
で撮りましょう。液晶を下に向ければ、より快適に。別売の
グリップ（GP-VPT1）があれば、さらに撮りやすくなります。

4Kハンディカム®AX60なら
ファインダーで撮影可能。
液晶画面の明かりで周りに
迷惑をかけることもありません

空間光学手ブレ補正で
圧倒的にブレない！

臨場感豊かな映像をつくるには、画質だけでなく、迫力の
サウンドが欠かせません。別売の外付けマイクがあれば、
子どもの声や周りの環境音もしっかりと収音できます。
運動会などで会場の雰囲気をまるごと記録できます。

迫力の全画素
超解像ズーム

30倍＊

我が子の成長ムービー すくすく編
入園式

お遊戯会

運動会

絵になるシーンは
写真に切り出して保存しよう

ガンズームマイクロホン
ECM-GZ1M
希望小売価格10,500円 +税

＊ 4K撮影時に手ブレ補正設定がアクティブまたは
　インテリジェントアクティブの場合

マイクで、より臨場感あふれる映像に

＊AX60/AX45。切り出した静止画は約829万画素（3840×2160）

ズームして表情に大きく迫ろう

人混みの後ろからでも大丈夫

暗いシーンも
キレイに残そう



4Kで撮ったあとは、

いつでも鑑賞、しっかり保存！
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名場面を“イイとこどり”して
ショートムービーを自動作成

レコーダーに保存
付属のケーブル1本で接続できる 4KからHDへの変換＊6も可能 オリジナルのディスクができあがる

ブルーレイディスクにダビング ケースに入れて保存・プレゼント

＊1 スマートフォン用アプリケーション「Imaging Edge Mobile（イメージング エッジ モバイル）」が必要です。詳しくはサポートページ（https://support.d-imaging.sony.co.jp/
app/iemobile/ja/）をご覧ください　＊2 NFCに対応したAndroid™搭載のスマートフォン・タブレット　＊3 4K動画：ソニー製2017年6月以降発売のブルーレイディスクレ
コーダー　＊4 XAVC Sモードで撮影した映像は、MP4データ形式でのダビング　＊5 MP4（4K）動画をダビングしたディスクを対応ブルーレイディスクレコーダーで再生する
と、条件やディスクの状態によっては、映像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。安定して再生したい場合は、対応のブルーレイディスクレコーダーに動画をディ
スクから取りこんで再生してください　＊6 対応ブルーレイディスクレコーダー：ソニー製2018年5月以降発売モデル　＊7 AX60/AX45は、同時ビデオ記録オン時のみ作成
可能。記録は1,280×720のMP4方式 ＊8 無料のパソコン用ソフトウェア「PlayMemories Home™」を使えば、お好みのBGMも設定可能です。詳しくはサポートページ
（https://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/）をご覧ください
※ PSモードで撮影した映像は、AVCHD Ver2.0に準拠したブルーレイディスクレコーダーでブルーレイディスクに保存できます
※＊3以外のブルーレイディスクレコーダーでは、USBケーブルを使用した場合、MP4形式の動画は取りこむことはできません。別売のマルチ端子ケーブルVMC-15MR2を使用して、
A/V出力（スタンダード画質）でブルーレイディスクレコーダーに取りこんでください

スマートフォンに転送して楽しむ

テレビやパソコンでの鑑賞もケーブル1本
撮影した4K動画は、大画面テレビに映し出すことで、その美しさや臨場感が満喫できます。
ハンディカム®なら付属のケーブル1本で接続するだけで、かんたんに再生可能。
また、パソコンにもケーブル1本で取り込むことができ、映像の編集や保存も便利に行えます。

ブルーレイディスクレコーダーで保存
対応のブルーレイディスクレコーダー＊3に映像を保存しておけば、いつでも手軽に再生できます。
さらに、ブルーレイディスクにダビング＊4すれば、バックアップとして保存＊5可能。4K画質で撮影した
映像をHD画質に変換＊6して保存することもできるので、4Kテレビをお持ちでない方にもディスクを
プレゼントできます。

マイクロHDMI
ケーブル

マイクロ
USBケーブル

4Kハンディカム®で撮影した映像（MP4）や、切り出した写真は
お持ちのスマートフォン＊1にWi-Fiで転送しましょう。NFC＊2なら
ワンタッチでOK。手元に思い出の映像があれば、いつでも見たり、
友人や知人に見せたりすることができます。また、メールやSNSで
おじいちゃん、おばあちゃんや親戚に、成長記録をシェアしても喜ばれます。

ハンディカム®のハイライトムービー
メーカー＊7を使えば、たくさんの思い
出動画から最適なシーンを自動抽出
して、切り換え効果とBGM＊8付きの
ショートムービーに仕上げてくれます。
データが軽いので、Wi-Fi転送やシェア
もらくらくです。


