NXCAM カムコーダー

NEX-EA50JH
希望小売価格 398,000 円＋税

機動力と信頼性を兼ね備えた
大判センサーカムコーダー

● 本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。
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記録から作品へ
機動力が飛躍的に向上した大判センサーカムコーダー
ハンディ＆肩乗せスタイル、新開発電動ズームレンズ、充実したバックアップ機能により、
長時間のライブイベントでも安心して撮影することができます。

総画素数1670万画素APS-C Exmor HD
CMOSセンサー
APS-Cサイズ（ 23.5mm ×15.6mm ）の大判イメージ
センサーを搭載。高速画像処理エンジンBIONZとの連携
により、大判ならではの被写界深度の浅い美しい映像と、
暗所での低ノイズでクリアな映像を実現します。

Eマウントレンズ交換システム
レンズ接続機構として 、動画撮影に適した小型で静かな Eマウントレンズシステ
ムを採用。動画撮影中のオートフォーカス・オート露光・手ブレ補正機能が使用で
きます。また、マウントアダプター「LA-EA4」を介してAマウントレンズも装着し、
オートフォーカス制御が可能 。さらに他社製アダプター＊を用いると、様々なレン
ズが装着でき、お手持ちのレンズ資産を活用することができます。
＊他社製アダプターの接続を保証するものではありません。

スローズームによる描写を実現する新開発電動
ズームレンズと、単焦点レンズの可能性を拡げる
電子ズーム機能
独自開発したレンズ駆動機構により、大判イメージセンサー向けにコンパクトな
11倍電動ズームレンズを実現 。本体のズームレバーにより、スローでスムーズな
ズーム操作による描写が可能です。また本機は、最大2倍までの電子ズーム機能

可動式ショルダーパッド搭載により、
ハンディスタイルと肩乗せスタイルに対応
ショルダーパッドを収納し、コンパクトな筺体を活かしたハンディスタイルでの撮影
から、ショルダーパッドを引き延ばし肩に乗せることで、長時間でも安定した肩乗せ
スタイルでの撮影が可能です。また、脱着可能なビューファインダーにより、様々な
スタイルでの撮影に対応します。ショルダーパッドの上部には、外部レコーダー、ワイ

も搭載しており、単焦点レンズを用いた場合にもカメラ本体のズームレバー操作

ヤレスユニット、カウンターバランス等のアクセサリー取り付け穴＊を備えています。

でズーム効果の演出を実現しました。

＊三脚用と同じ1/4インチネジ穴×2、耐荷重1kg

充実した映像データバックアップ
別売のフラッシュメモリーユニット「 HXR-FMU128 」を装着すると、メモリーカー

Recトリガー個別記録
フラッシュメモリーユニットとメモリーカードへの同時 記 録に加えて 、これらの

ドとの HD 同時記録が可能です。
「 HXR-FMU128 」は HD 映像を10時間以上連続

メディアへの記録 START/STOPボタンを個別に設定できるようになりました。

して記録することができるので 、メモリーカードのバックアップとして撮り逃しが

※ファームウェアVer.2.00以降へのアップデートが必要です。

できない場面で威力を発揮します。さらに 、ミラーリング メモリースティックの

■ RECトリガー運用例

「 機器限定モード」に対応 。データへのアクセスを対応機器に限定し、PC からの
アクセスをパスワードで保護することで、万一カードを紛失した場合でも、第三者
にデータを読み取られるといった情報流出のリスクを軽減します。

常に同じシーンを同時記録
REC

REC

REC

REC

REC

REC

バックアップを取りながらシーンを記録
REC

REC

REC

REC

繰り出しのない Eマウント電動ズームレンズ
SELP18105Gに対応
ズームやフォーカス時に前玉の繰り出しが発生しない、E PZ 18-105mm F4 G
OSS SELP18105G のレンズ補正機能に対応します。電動ズーム対応、ズーム
※ミラーリング メモリースティックの詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.sony.co.jp/Products/memorycard/px/index.html
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全域でアイリス値 F4通し 、光学式手ブレ補正機構により、機動性の高い撮影を
実現します。電子ズーム機能と組み合わせると最大12倍のズームが可能です。

数々のプロフェッショナルのための機能

その他

内蔵ステレオマイクに加えて、XLR 音声入力を2系統搭
載（ ショットガンマイク ECM-XM1を同 梱 ）し 、リニア
PCM 音声記録にも対応します。さらにタイムコード/ユー

●

GPS 記録

●

カメラプロファイル

「NEX-EA50JH ハンドブック」

ザービットに対応しており、映像ファイルへのタイムコー

● ピクチャープロファイル

ド記録や、HDMI 出力にタイムコードを重畳することが可

● 1600万画素の静止画撮影

能です。その他、ライン入力のモニタリングに便利なヘッ

●

ドホン端子、フォーカス、ズーム、録画操作に対応する

レンズ選択のポイント
から被 写 界 深 度の
コントロール 、ピク
チャープロファイル
の 解 説などが 掲 載
されたハンドブック
です。

DVモード

REMOTE 端子など 、様々 なプロフェッショナルの撮影
シーンに対応する機能が搭載されています。

http://www.sony.jp/nxcam/pdf/
NEX-EA50JH_Handbook_1308.pdf

※
は、ファームウェアVer.2.00
以降で追加される機能です。

別売アクセサリー
記録メディア

フラッシュメモリーユニット

HXR-FMU128
希望小売価格

140,000 円＋税

バッテリーチャージャー

ミラーリング メモリースティック
PX シリーズ
（64GB,32GB,16GB）

各 オープン価格

メモリースティック
PRO-HG デュオ HX
（32GB,16GB,8GB）

各 オープン価格

SDHC UHS-I メモリーカード
（Class10）
（32GB,16GB,8GB）

各 オープン価格

レンズ関連

Sonnar T＊ E 24mm F1.8 ZA

SEL24F18Z
希望小売価格

99,000 円＋税

E 10-18mm F4 OSS

SEL1018
希望小売価格

95,000 円＋税

リチャージャブル
バッテリーパック

2NP-F970/B
希望小売価格

35,000 円＋税

アクセサリーキット

ACCKIT-D12B

希望小売価格

49,000 円＋税

その他

E 35mm F1.8 OSS

SEL35F18
希望小売価格

53,000 円＋税

Vario-Tessar T＊
E 16-70mm F4 ZA OSS

SEL1670Z
希望小売価格

99,000 円＋税

E 50mm F1.8 OSS

SEL50F18
希望小売価格

35,000 円＋税

E PZ 18-105mm F4 G OSS

SELP18105G
希望小売価格

63,000 円＋税

E 30mm F3.5 Macro

SEL30M35
希望小売価格

30,000 円＋税

マウントアダプター

LA-EA4
希望小売価格

35,000 円＋税

ソフトキャリングケース

LCS-BP1BP
希望小売価格

30,000 円＋税

リモートコマンダー

RM-1BP
希望小売価格

20,000 円＋税

ソフトキャリングケース

LCS-G1BP
希望小売価格

25,000 円＋税

リモコン三脚

VCT-PG11RMB

希望小売価格

110,000 円＋税
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■ 記録フォーマット
記録モード
PS モード 最大28Mbps
FX モード 最大24Mbps
HD 記録

SD 記録

記録画素数

フレームレート

1920 × 1080
1920 × 1080

60p/50p
60i/50i/30p/25p/24p

1280 × 720

60p/50p

FH モード 約17Mbps（ 平均）

1920 × 1080
1280 × 720

60i/50i/30p/25p/24p
60p/50p

HQ モード 約9Mbps（ 平均）

1440 × 1080

60i/50i

LP モード 約5Mbps（ 平均）

1440 × 1080

60i/50i

HQ モード 約9Mbps（ 平均）
DV モード 約29Mbps

720
720

60i/50i
60i/50i

× 480
× 480

アスペクト比

記録時間（128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安）

16：9

16：9、4：3
16：9、4：3

リニアPCM

ドルビーデジタル

600分

640分

700分

750分

940分

1030分

1560分

1830分

2460分

3200分

ー
585分

1910分
ー

※フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。
※撮影シーンに合わせてビットレートを自動調整する VBR（Variable Bit Rate）方式を採用しており、記録メディアへの記録時間は変動します。
※DVモード設定時は、動画分割、ファイルコピー、静止画作成、静止画再生、プロテクトの機能は使用できません。

■ 主な仕様
システム
ビデオ記録方式
音声記録方式
静止画記録方式

記録メディア

撮像素子

付属レンズ

液晶画面

色温度切り換え

最低被写体照度
ゲイン
ISO
インターフェース
メモリーカードスロット
HDMI OUT 端子
COMPONENT OUT 端子
VIDEO OUT 端子
AUDIO OUT 端子

HD 画質：MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 規格 Ver.2.0準拠
SD 画質：MPEG-2 PS、DV
リニアPCM 2ch（48kHz 16bit）
（HD 画質のみ ）
ドルビーデジタル 2ch（48kHz 16bit）
（DVモードを除く）
JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline）準拠
メモリースティック PRO デュオ（Mark2のみ ）
メモリースティック PRO-HG デュオ
メモリースティック XC-HG デュオ
SD/SDHC/SDXCメモリーカード（Class4以上を推奨）
フラッシュメモリーユニットHXR-FMU128
タイプ
Exmor APS HD CMOSイメージセンサー
サイズ
APS-C (23.5×15.6 mm)
総画素数
1670万画素
動画有効画素数
1360万画素（16：9 ）
静止画有効画素数 1610万画素（3：2 ）
、
1360万画素（16：9 ）
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SELP18200
Eマウントレンズ
約11倍（光学）< 電動ズーム対応>
f=18～200mm、
35mmカメラ換算29～322mm
（動画）
、
27～300mm
（静止画）
F3.5～6.3
フィルター径67mm
画面サイズ
8.8cm（3.5型、
16:9 ）
総ドット数（横×縦）約92.1万ドット（1,920×480 ）
［AUTO］
［ONE PUSH A,B］
［INDOOR］
（3,200K）
［OUTDOOR］
（5,600K±7段階）
［MANU WB TEMP］
（2,300～ 15,000K、
100K 刻み ）
5ルクス
（SELP18200レンズ使用時、IRIS F3.5、GAIN Auto、ShutterSpeed 1/30秒）
0～30dB、3dB 刻み
160～5000（動画）
、
100～25600（静止画）
〈1/3EV 間隔〉
メモリースティックPRO デュオ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード兼用×1
HDMIコネクター（タイプA）
×1
ピンジャック×3
ピンジャック×1
ピンジャック×2

安全に関する注意

ヘッドホン端子
ステレオミニジャック（φ3.5mm）
×1
音声INPUT 1/ INPUT 2端子 XLR3ピン（凹）
×2
REMOTE 端子
ステレオミニミニジャック（φ2.5mm）
×1
USB 端子
mini-AB×1
アクセサリーシュー
ノーマルタイプ×1、マルチインターフェースシュー×1
その他
内蔵ステレオマイク、モノラルスピーカー、フラッシュメモリーユニット端子
一般
電源電圧
DC7.2V（バッテリーパック使用時）
、DC7.6V（ACアダプター使用時）
消費電力
5.4W（通常時）
、6.5W（HXR-FMU128使用時）
動作温度
0℃～40℃
保存温度
−20℃～ +60℃
142.5mm × 203mm × 305.5mm（本体のみ ）
外形寸法
251.5mm × 207.5mm × 429.5mm（レンズ［SELP18200 ］
、
（幅×高さ×奥行）
ビューファインダー、大型アイカップ、マイク［ECM-XM1］装着時）
本体質量
1,720g
2,980g（レンズ［SELP18200 ］
、バッテリー［NP-F770 ］
、ビューファインダー、
撮影時総質量
大型アイカップ、マイク［ECM-XM1］含む）
レンズ（SELP18200 ）、レンズカバー付きフード、マイク［ ECM-XM1 ］
、
ウインドスクリーン、ビューファインダー、大型アイカップ、AV 接続ケーブル、
USBケーブル、USBアダプターケーブル( 外部HDD 用)［ VMC-UAM1 ］
、
ワイヤレスリモコン［RMT-845 ］
、他
付属品

※付属レンズでズームを操作した時に、フォーカスが変化することがあります。
※DV 記録時は、Class6以上の SDカードの使用を推奨します。

■ 撮影・再生可能時間（目安）
使用バッテリー

NP-F770
NP-F970

連続撮影時間

実撮影時間

連続再生時間

360 分
540 分

220 分
330 分

480 分
725 分

※時間はそれぞれ満充電からのおよその時間です。
※低温時など、使用条件により時間が短くなります。

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。

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、
放置したりしないでください。 ●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。万が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。 液晶画面 、ファインダーについて ●液晶画面やファインダーは有効画素 99.99％以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが 、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えな
かったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。 ［録画 / 録音に際してのご注意］商品使用上の注意 ●メモリーカードの動作を安定させるためにメモリーカードを本機で初め
てお使いになる場合には、まず、本機で初期化することをおすすめします。初期化すると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。 ●事前にためし撮りをして、正常な
録画 / 録音を確認してください。 ●万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、または性能の限界により画像や音声が乱れた場合、画像や音声などの記録内容
および撮影機会の損失に対する補償についてはご容赦ください。 ●あなたがビデオで録画 / 録音したものは個人として楽しむほかは、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があっても、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。 ● CCDとCMOSは画像の読み出し方法が違うため、映り方が違う場合があります。 ●NXCAM 機器は、
HD記録にMPEG-4 AVC/H.264のHigh Profileを採用しています。NXCAM機器でHD記録した映像は、High Profileに対応していない他のAVCHD 規格対応機器やAVCHD 規格に対応していない機器では再生できま
せん。 ●NXCAM 機器以外の AVCHD 対応の機器では正常に再生できない場合があります。また、NXCAM 機器以外の機器で記録した映像をNXCAM 機器で再生できない場合があります。 ●万一のデータ破損に
備えて、撮影した画像データは定期的に保存してください。画像データは付属のソフトウェアを使ってパソコンに保存することをおすすめします。 カタログ上の注意 ●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。 ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります。 ●効果例はいずれもスチル写真によるイメージです。液晶パネルに表示されている画像はハメコミ合成です。
は、ソニー株式会社の商標です。 ● AVCHDおよび AVCHDロゴは、
商標について ● SONYはソニー株式会社の商標です。 ●NXCAMロゴは、ソニー株式会社の商標です。 ●Exmor、エクスモアおよび
、メモリースティック デュオ、
、メモリースティック PRO デュオ、
、
ソニー株式会社とパナソニック株式会社の商標です。 ● Memory Stick、メモリースティック、
メモリースティック XC-HG デュオ、
、メモリースティック PRO-HG デュオ、
はソニー株式会社の商標または登録商標です。 ●InfoLITHIUM（インフォリチウム）は
ソニー株式会社の商標です。 ● x.v.Colorはソニー株式会社の商標です。 ●Dolby、ドルビー、およびダブルD 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、および High Definition Multimedia
Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 ● SD、SDHCのマークとロゴは商標です。 ●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。なお、本文中では
TM、®マークは明記していません。
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カタログ記載内容2014年3月現在
SM/BXMP-1 Printed in Japan. （84950348）

