
さまざまなシーンで、圧倒的に“ブレに強い”

アクションカム
HDR-AS300

アクションカム
HDR-AS50

アクションカム
FDR-X3000

＊1
＊2

＊1 3,840×2,160。FDR-X3000のみ　＊2 FDR-X3000/HDR-AS300のみ　※画面はハメコミ合成です

●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

アクションカムカタログ
デジタル4Kビデオカメラレコーダー
デジタルHDビデオカメラレコーダー



詳しくはP00へ→

撮ったあなたの記憶が、鮮明によみがえる
圧倒的に“ブレに強い”から、さまざまなシーンで鮮明に撮影できるアクションカム。
小型軽量ボディだから、多様なスタイルであなた自身が見たこと・楽しんだことを映像として残せます。

自転車 バイク 登山・トレッキング サーフィン

旅行家族レジャーダイビング 動物・ペット

サークル活動スキー・スノーボード ウォーキング・ランニング ビジネス（会議・取材）

さまざまなシーンを迫力ある映像で撮れる

多様なスタイルで撮れる ショートムービーを自動編集できる
使いやすい編集アプリも利用できます。

手軽にシェアできる
SNSや動画サイトへのアップロードもかんたん。

詳しい情報は▶P6～

詳しい情報は▶P11

詳しい情報は▶P11

4K でも圧倒的にブレに強い
フラッグシップモデル
X3000シリーズ

圧倒的にブレに強い
オールマイティモデル
AS300シリーズ

ブレに強く、スタミナ長持ち
ベーシックモデル
AS50シリーズ

解像度

有効画素数
（16：9）

 防塵＊7/耐衝撃＊7＊8

/耐低温＊9

GPS

サイズ（約）

防水＊6

ハイライト
ムービーメーカー＊10

連続撮影時間＊11

質量（約）

記録画素数＊2

本体三脚
ネジ穴

本体防滴＊5

ブレ補正

イメージ
センサー

画像処理
エンジン

レンズ

幅29.4mm ×高さ47.0mm ×奥行83.0mm 幅29.4mm ×高さ47.0mm ×奥行83.0mm 幅24.2m ×高さ47.0mm ×奥行83.0mm

114g 〈NP-BX1（付属）含む〉 83g 〈NP-BX1（付属）含む〉 109g 〈NP-BX1（付属）含む〉 

̶

̶

○○ ○

○（内蔵） ○（内蔵） ○（内蔵）

○防水60m ○防水60m ○防水60m

ブレ補正

     約50分                 約2時間5分4K フルHD            30p（HQ）約2時間5分フルHD            30p（HQ）約2時間45分フルHD

最大1,200万画素相当＊1 最大1,200万画素相当＊1 最大1,190万画素相当＊3

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 エックス

ツァイス テッサーツァイス テッサーツァイス テッサー

本体防滴（IPX4相当）本体防滴（IPX4相当）

1.5m -10℃／／ 1.5m -10℃／／ 1.5m -10℃／／

［3,840 × 2,160］ ［1,920 × 1,080］ ［1,920 × 1,080］

撮る対象や環境に合わせて選べるラインアップ

全画素読み出し加算なし

動画818万画素＊1動画818万画素＊1

全画素読み出し加算なし

動画1,110万画素＊1

全画素読み出し画素加算

FDR-X3000  オープン価格
デジタル4Kビデオカメラレコーダー アクションカム

FDR-X3000R 　　　　　　　　　　　　　　オープン価格

デジタル4K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付属

HDR-AS300   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-AS300R 　　　　　　　　　　　　　　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付属 ライブビューリモコン付属HDR-AS50R 　　　　　　　　　　　　　　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

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム
HDR-AS50   オープン価格

＊4 ＊4

＊1 ブレ補正Off時。画角設定ワイド時　＊2 静止画時　＊3 画角設定ワイド時　＊4 ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります。エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピントにボ
ケが生じる場合があります。その際は、別売アクセサリーのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー（AKA-MVA）を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます　＊5 JIS防水保護等級 IPX4相当：当社試験条
件による。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　＊6 付属アンダーウォーターハウジング使用時、連続30分まで。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。録音される音が小さくなります　＊7 付属アン
ダーウォーターハウジング装着時 ＊8 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　＊9 動作温度 FDR-X3000、HDR-AS300、HDR-AS50は -10°C。低温下においては撮影時間が短くなります　＊10 XAVC S 4K、XAVC S HD 24P、MP4 HS240、MP4 HS120を除く。スマートフォンとPlayMemories 
Mobile バージョン5.1または、これ以降のバージョンが必要です　＊11 使用条件や環境により短くなる場合があります。詳細は仕様表をご確認ください

バックアップのおすすめ 万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声
などの記録内容の補償についてはご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします。 

02 03　●機能説明画像はすべてイメージです　●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 　



動画はもちろん、静止画もキレイ

より鮮明に、魅力 的に撮れる多彩な機能

解像度・コントラスト・色再現性などに優れたレ
ンズを搭載。レンズ表面に多層膜コーティングを
施し、光の乱反射によるゴーストやフレアを抑制
します。

解像度・コントラスト・色再現性に優れた
「ツァイス テッサーレンズ」

F D R - X 3 0 0 0 / H D R -
AS300 は画素加算なしの
全画素読み出しに対応し、
アクティブな撮影も、暗い
シーンも、HDR-AS50より
も高画質に記録できます。

より美しく鮮やかに残す
「E

エクスモア アール シーモス

xmor R CMOSセンサー」

コンパクトなボディに、
ソニーの高画質技術を惜しみなく搭載

圧倒的に“ブレに強い”

「空間光学ブレ補正」を搭載

ソニーのハンディカム®に搭載されている「空間光学手ブレ補正」機構を、アクションカム用に新規開
発。ブレ補正能力が大幅に向上し、サイクリングなどのアクティビティ中に発生するブレを補正して、鮮
明な映像記録を実現します。4K＊やハイスピード撮影時にも圧倒的なブレ補正効果を発揮します。
※ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります
※エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピントにボケが生じる場合があります。その
際は、別売アクセサリーのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー（AKA-MVA）を組み合わせてお使いいただくこと
で症状が改善されます
＊FDR-X3000のみ

「空間光学ブレ補正」

さまざまな撮りかたが楽しめる便利機能

3倍
ズーム

撮影中に3倍までズーム操作が可能です。

大事な場面は大きく
「ズームモード」

約829万画素相当の静止画をつなげて見せる4K
タイムラプス＊動画が作成できます。
＊Action Cam Movie Creatorでの編集が必要です。Action 
Cam AppではフルHD画質のタイムラプスを制作可能。ライブ
ビューリモコンで視聴することはできません

印象的な動画作品がつくれる「タイムラプス撮影」
HD120pのハイスピード撮影に
対応。さらにFDR-X3000はフル
ハイビジョン120p、HD240pの
撮影に対応し、より滑らかで高画
質なスロー映像を楽しめます。
※Action Cam Movie Creatorでの編集
が必要です

高画質で「ハイスピード撮影」

ループ
録画

一定時間（5分、20分、60分、120分、カード容量一杯）に達すると、順
次先頭の映像を消去して最新映像に書き換えます。
＊監視カメラやドライブレコーダーなど長期間連続の使用は推奨しません。microSDカードは
消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします
※SDHCメモリーカード使用時、動画記録フォーマットがXAVC S記録 4KまたはHDの場合、
ループ録画ができません。SDXCメモリーカードをお使いになるか、動画記録フォーマットをMP4に設定してください

一定時間の映像を記録し続ける＊「ループ録画」

映像とともにGPS情報を記録可能。Action Cam Movie 
Creatorを使用すると、アクション中のスピードや軌跡など
を動画上に表示＊できます。
＊Action Cam Movie Creatorでの編集が必要です

撮影後も楽しめる「GPS」搭載

小型軽量・使いやすい
手軽に、持ち運べる
かんたんに、本格撮影

ライブビューリモコンでフルコントロール

防塵・耐衝撃性能もある防
水ケースを使えば、さまざまな
シーンで撮影を楽しめます。
＊水深60m/連続30分まで。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
＊録音される音が小さくなります

水中撮影も楽しめる
「60m＊防水ケース」付属

雨や雪の中でも、
安心の防滴ボディ＊

FDR-X3000/HDR-
AS300 は安心の防
滴ボディ。水がかかる
シーンでも本体のみで
使用できます。
＊JIS 防水保護等級 IPX4 相当：当社試験条件による。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

手のひらに収まるサイズで、持
ち運びがラクラク。また、本体ボ
ディに三脚ネジ穴を内蔵している
ため、豊富な専用アクセサリーも
かんたんに装着できます。

小型軽量＆さまざまな箇所に装着可能

＊HDR-AS300の場合

アイコンを使った
メニュー項目や、
カメラ本体とリモ
コンのメニュー表
示の統一で、分か
りやすく直感的な操作が可能です。

分かりやすい操作メニュー表示手元でカメラをラクラク操作
カメラ本体の電源ON/
OFF、録画のスタート/ス
トップ、画角設定などをフ
ルコントロールできます。
※自動車、オートバイ、自転車な
どの運転をしながら画面を見る
ことはおやめください。交通事故の原因となります
※水中では使用できません、音声は再生されません

ブレ補正機能 〈OFF〉 ブレ補正機能 〈ON〉
※画像はイメージです

約109g＊

スロー映像 通常スピード映像

記録画素数約1,200万画素＊相当の高画質な静止
画を撮影可能。動画だけでなくキレイで印象的な
静止画が残せます。また、セルフタイマー機能（10
秒、2秒）も備えており仲間との集合写真を撮影す
る際にも便利です。
＊HDR-AS50は約1,190万画素相当

高画質約 1,200万画素＊相当の
静止画モード

高感度なセンサーからの膨大な情報を高速処理
し、低ノイズ・高精細に再現。躍動感や美しさ
を、より自然で鮮やかな印象深い高精細映像で
残せます。

見たままの質感を忠実に再現する
「B

ビオンズ エックス

IONZ X」

撮影時にワイド/ミディアム/ナ
ローから選んで画角設定が可
能＊です。
＊ 4K撮影 /ハイスピード撮影時はワイド
のみ。HDR-AS50はワイド/ナローのみ

雄大なシーンも広角で撮れる「画角設定」

ミディアムワイド

※FDR-X3000/HDR-AS300のみ

※FDR-X3000/HDR-AS300のみ

※FDR-X3000/
HDR-AS300のみ

FDR-X3000は、4K 映像を
30p/100Mbps＊の高ビッ
トレートで記録可能。アク
ティブなシーンでも、臨場感にあふれた高精細な
映像撮影を実現しました。
＊100Mbps撮影時はマイクロSDHC/SDXC UHS-I Class3
（U3以上）メモリーカードが必要です

より高精細な
映像が残せる4K対応 ※FDR-X3000のみ

＊

＊3,840×2,160

ナロー

他にも魅力的な機能を搭載
X3000 AS300 AS50

ハイビットレート撮影＊1

高画質記録が可能なXAVC Sフォーマット 
に対応

○ ○ ○

モーションショットLE
1回のシャッターで連続した静止画を撮影し、1枚の静止画
を作成

○ ○ ○

風音低減機能
自転車やオートバイの走行中や、強風下での撮影時に風切り
ノイズを低減

○ ○ ○

カラ―設定
鮮やかな色味（ビビッド）、自然な色合い（ニュートラル）が選
べる

○ ○ ○

マニュアル設定
ホワイトバランスやAEシフトをマニュアルで設定 ○ ○ ○

X3000 AS300 AS50

マルチカメラコントロール
ライブビューリモコンで最大5台＊2までの同時接続、一括操
作が可能

○ ○ ○

NFC搭載
ワンタッチ＊3でスマートフォンと接続 ○ ○ ̶

モバイルバッテリーから給電可能
付属のマイクロUSBケーブルでモバイルバッテリー＊4と接続
して利用

○ ○ ○

タイムコード＊5＊6＆ユーザービット
複数の動画の同期など、より高度な映像編集が可能　 
※XAVC Sフォーマットのみ対応

○ ̶ ̶

＊1 XAVC S 50Mbps,60Mbps記録時はmicroSDHC/SDXCメモリーカード（Class10以上）、100Mbps記録時はmicroSDHC/SDXCメモリーカード（UHS-ⅠU3以上）が必要です　＊2 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　＊3 NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンのみ　＊4 1.5A 以上を推奨　＊5 ソニーのタイム
コードのみ使用可能です　＊6 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　

04 05　●機能説明画像はすべてイメージです　●画面はハメコミ合成です　



手持ちで撮影

レンズの保護に

ヘルメットなどに装着

手持ち・ミニ三脚として使える
1台2役、旅行におすすめのグリップ

AS300X3000 AS50

シューティンググリップ
VCT-STG1
希望小売価格 5,500円＋税
●大きさ（約）：幅70×高さ192×奥行55mm
●質量：約155g

ライブビューリモコンと一体で
ハイ/ローアングル撮影を実現

フィンガーグリップ
AKA-FGP1
希望小売価格 3,000円＋税
●大きさ（約）：幅37.8×高さ68.2×奥行き78.4mm
●質量：約31.3g

AS300X3000 AS50

“遊び”でも“趣味”でも、撮影スタイルが広がる〈別売アクセサリー〉

自分と景色を自然な構図で
撮影できる

AS300X3000 AS50

アクションモノポッド
VCT-AMP1
希望小売価格 5,800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　
●積載カメラおよび装着品の総質量：250g以下

レンズをキズやホコリからしっかり保護

ハードレンズプロテクター
AKA-HLP1 
希望小売価格 3,200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　

AS50 

※アクションカム 上下反転モード使用時

ハウジングなしで使用する際に、
レンズをキズや汚れから守る

AS300X3000

MCプロテクター
AKA-MCP1
希望小売価格 4,000円＋税
●ARコート採用のガラス製レンズプロテクター。強い光が当たるシーンでも反射
やゴーストなどを低減し、画質への影響を最小限に抑えます。汚れが付着しても
簡単に拭き取ることができます
●大きさ（約）：幅48.1×高さ8.8×奥行9.1mm

頭部やヘルメット、ゴーグルに装着できる

AS300X3000 AS50

ユニバーサルヘッドマウントキット
BLT-UHM1
希望小売価格 4,200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
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です

ヘルメットの側面に
すっきり装着できる

AS300X3000 AS50

ヘルメットサイドマウント
VCT-HSM1  
希望小売価格 3,000円＋税
〈角度調整ベース〉
●大きさ（約）：幅56×高さ67×奥行46mm  ●質量：約38g
〈接着マウント〉
●大きさ（約）：幅53×高さ15.5×奥行58.5mm  ●質量：約16ｇ
※使用の際には、カメラの落下防止の為、同梱のリーシュコードを合わせてご使用
ください。カメラ本体に付属の装着バックルが必要です

キャップに装着する小型軽量アクセサリー

AS300X3000 AS50

キャップクリップ
AKA-CAP1
希望小売価格 3,500円＋税
〈クリップ〉
●大きさ（約）：幅52.6×高さ61.1×奥行50.5mm　
●質量：約53g
●クリップ対応厚み：最大8mm

ACCESSORIES

バックパックにすばやく簡単に装着できる

AS300X3000 AS50

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25×長さ300mm　●質量：約2.5g
〈スタビライザーパッド〉●大きさ（約）：幅7 0×高さ7×奥行1 3 0 m m　 
●質量：約31g
〈アームキット〉●大きさ（約）：幅55×高さ69×奥行52mm　●質量：約56ｇ
〈マウント〉●大きさ（約）：幅52.8×高さ13×奥行58.4mm　●質量：約12g
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です

両手をフリーで撮影できる

AS300X3000 AS50

リストマウントストラップ
AKA-WM1　
希望小売価格 3,700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
※使用の際には、カメラ本体に付属の装
着バックルが必要です

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 5,300円＋税
●対応胸囲：74～140cm
●大きさ（約）：幅148×高さ89×奥行102mm
●質量：約220g
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バッ
クルが必要です

AS300X3000 AS50
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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 2,700円＋税
●大きさ（約）：幅83×高さ63×奥行73mm 　●質量：約45g
※本体付属のアンダーウォーターハウジング、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

AS300X3000 AS50

ダイビングやシュノーケリング等の
水中撮影に対応

AS300X3000 AS50

アンダーウォーターハウジング
MPK-UWH1［本体付属］ 
希望小売価格 6,500円＋税
●大きさ（約）：幅46.1×高さ69.2×奥行89.1mm
＊水深60m/ 連続30分まで。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
＊録音される音が小さくなります

水深
約60ｍ
 対応＊

AS300X3000 AS50

ボードマウント
VCT-BDM1
希望小売価格 3,500円＋税
〈接着マウント〉
●大きさ（約）：直径70×高さ12.5mm
●質量：約21g
〈雲台部〉
●大きさ（約）：幅50.5×高さ44×奥行38mm
●質量：約35g
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です

サーフボードにぴったり装着

カメラとアクセサリーをすっきり収納

AS300X3000 AS50

セミハードキャリングケース
LCM-AKA1 
希望小売価格 4,200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

車のダッシュボードに取り付けられる

AS300X3000 AS50

サクションカップマウント
VCT-SCM1
希望小売価格 4,800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

口径18～36mmのハンドルバーに固定できる

AS300X3000 AS50

ハンドルバーマウント
VCT-HM2
希望小売価格 3,500円＋税
●対応バー口径：18～36mm
●大きさ（約）：幅38×高さ76.5×奥行150mm
●質量：約49g

※FDR-X3000やHDR-AS300をオートバイなどに装着の際、エンジンやモーターの振動が直
接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピントにボケが生じる場合があります。
その際は、別売アクセサリーのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー（AKA-
MVA）を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます

AS300X3000 AS50

ロールバーマウント
VCT-RBM2
希望小売価格 4,500円＋税
●対応バー口径：25～65mm
●大きさ（約）：幅50×高さ112×奥行248mm
●質量：約70.5g
●付属品：ベルトショート（対応バー口径 25～45mm）、ベルトロング（対応バー口径 45～65mm）
※FDR-X3000やHDR-AS300をオートバイなどに装着の際、エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況におい
て画像の歪みやピントにボケが生じる場合があります。その際は、別売アクセサリーのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブ
ソーバー（AKA-MVA）を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます

25～65mmの幅広い口径のバーに対応

温度差によるくもりを防止

AS300X3000 AS50

曇り止めシート
AKA-AF1 
希望小売価格 2,100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 装着例

カメラリーシュパック
AKA-LSP1 
希望小売価格 2,700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

AS300X3000 AS50

激しい使用環境でも、
カメラを脱落から守る

固定して撮影 すっきり収納

マリンスポーツに

ACCESSORIES

ハンディカム®＊と組み合わせれば、
2 台同時撮影ができる

AS300X3000 AS50

カメラシューマウント
VCT-CSM1 
希望小売価格 2,000円＋税
●マルチインターフェースシュー搭載ハンディカム®にアクションカムを装着できます。「マ
ルチカメラコントロール」機能搭載ハンディカム®を組み合わせれば、ハンディカム®で一
斉にスタート・ストップを行ったり、各カメラの映像をモニタリングしながら、望遠＆広角
などのマルチアングル撮影ができます
＊マルチインターフェースシュー搭載のハンディカム®

AS300X3000

X3000/AS300用
モーターバイブレーションアブソーバー
AKA-MVA   
希望小売価格 1,500円＋税
●FDR-X3000/HDR-AS300はエンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪み
やピントにボケが生じる場合があります。別売アクセサリーのハンドルバーマウント（VCT-HM2）やロールバーマウント
（VCT-RBM2）と組み合わせて本アクセサリーを使用いただくことで症状が改善されます

エンジンやモーターによる
画像の歪みやピントのボケを軽減

固定された場所に挟んで撮影。
自由自在にアングルを調節できる

AS300X3000 AS50

エクステンデッドクランプ
VCT-EXC1 
希望小売価格 5,500円＋税
●大きさ（約）：幅52.7×高さ193.6×奥行103.7mm
●質量：約230g　 
●対応口径/厚さ：6-60mm　
●積載カメラおよび装着品の総質量：250g以下
※固定された場所に取り付けてのみご使用ください
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紛失・破損しても安心。
予備アクセサリー

AS300X3000 AS50

接着式マウント　
VCT-AM1
希望小売価格 2,700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

持ち運びに便利
モバイルバッテリー

AS300X3000 AS50

モバイルバッテリー
CP-V5BA
オープン価格

●内蔵電池量、5,000 mAh
●機器への給電完了後、自動的に本体への充電ができるチャージ
スルー機能搭載
●Safe Charge （安全設計）：発熱、破裂、発火、液漏れを防ぐ設計

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル
（HDMIマイクロ端子用）

AS300X3000

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル（マイクロ端子用）
DLC-HEU10A/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A
オープン価格

●DLC-HEU10A（1.0m）　●DLC-HEU15A（1.5m）
●DLC-HEU20A（2.0m）　●DLC-HEU30A（3.0m）

長時間撮影するときに
便利な予備バッテリー

AS300X3000 AS50

リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1
希望小売価格 5,900円＋税
●電圧/容量：3.6V/4.5Wh（1240mAh）
●大きさ（約）：幅42.7×高さ9.2×奥行29.9mm　
●質量：約25g

バッテリーとUSB出力が可能な
バッテリーチャージャーのお得なキット

AS300X3000 AS50

アクセサリーキット
ACC-TRBX
希望小売価格 8,900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-TRX）

4K動画にも対応し
大容量データの高速転送に最適

AS300X3000 AS50

microSDXC/microSDHCメモリーカード
SR-128UY3A/64UY3A/32UY3A/
16UY3A
オープン価格

※FDR-X3000では、XAVC S 100Mbps以上の動画記録はできません
※動画記録フォーマットがXAVC Sの場合、ループ録画はできません

AS300X3000 AS50

アームキット
VCT-AMK1
希望小売価格 3,200円＋税
●ロールバーマウント（VCT-RBM2）、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

各種マウントに取り付けて
3軸調整が可能に

撮った後は、“見る楽しみ”が広がる

スマートフォンなどとWi-Fi接続＊1すれば、映像を手元で振り返り、外出先でも
楽しむことができます。

撮影した動画は、マイクロHDMIケーブル（別売）でテレビと接続＊して楽し
めます。ブレを抑えた映像は、大画面テレビでも見やすくキレイ。みんなで見
返すと楽しさも倍増です。
＊ HDR-AS50はHDMI接続は非対応

スマートフォン/タブレット
（Android™/ iOS対応）

Wi-Fi

撮った動画をスマートフォンに転送して、かんたんに編集できます。「ハイライト
ムービーメーカー＊1＊3」を使えば、アクションや人の顔の撮影情報を元に、撮影
したたくさんの映像からハイライトシーンを抽出して、切り替え効果とBGMの
付いたショートムービーを自動編集します。

スマートフォンに転送した映像は、SNSや動画投稿サイトなどにアップ
ロードして楽しめます。

撮った動画をかんたん編集！

スマートフォンなどでその場ですぐに楽しむ！

家族や友人に、かんたんにシェアを！

スマートフォン/
タブレット

（Android/ iOS対応）

アップロード
自動でBGM付き
ショートムービー作成

＊1  専用アプリPlayMemories Mobileのインストールが必要です
＊2  App Store/Google Playから無料でダウンロード可能
＊3  XAVC S 4K、XAVC S HD 24p/120p/100p/240p/200p、MP4 HS120/HS100/HS240/HS200を除く

マイクロHDMI
ケーブル（別売）で
接続するだけ

撮った後の
楽しみかた

その場で確認・編集・シェア

自宅へ戻って、迫力ある大画面で！

愛犬に装着して撮影できる

AS300X3000 AS50

ドッグハーネス
  AKA-DM1
希望小売価格 5,300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
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です

予備バッテリー

接着式マウント

その他

ACCESSORIES

「ハイライトムービーメーカー＊1＊3」
スマートフォン用編集アプリ

「Action Cam App＊2」

魅力的な動画作品を手元で
かんたん作成

＊2

＊2

＊2
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FDR-X3000 HDR-AS300 HDR-AS50 FDR-X3000 HDR-AS300 HDR-AS50●仕様表

静止画

ドライブモード ●（シングルショット、高速連写、モーションショットLE）

静止画サイズ 静止画モード時

静止画記録モード時 :
約1200万画素相当 16:9 （4624×2600）＊2

約606万画素相当 16:9 （3280×1848）＊6

約299万画素相当 16:9 （2304×1296）＊7

モーションショットLE静止画記録時 : 
約207万画素相当 16:9 （1920×1080）

タイムラプス撮影時 : 
約207万画素相当 16:9 （1920×1080）
約829万画素相当 16:9 （3840×2160）

静止画記録モード時 : 
約1190万画素相当  

16:9（4608×2592）＊2、
約704万画素相当  

16:9（3536×1992）＊7

モーションショットLE静止画記録時 :
約299万画素相当  

16:9（2304×1296）
タイムラプス撮影時 : 
約207万画素相当  

16:9 （1920×1080）
約829万画素相当  

16:9 （3840×2160）

その他 本体内充電（付属バッテリーの
満充電時間）＊8 ●（約4時間50分） ●（約4時間25分）

システム

4K画質出力 HDMI出力（別売HDMIマイクロ
端子ケーブル使用） ̶ ̶

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） ̶
マルチ/マイクロUSB端子＊9 ●
マイク入力 ステレオミニジャック ̶
風音低減 自動
風きり音ノイズ低減＊10 ●（切 /入）
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

電源電圧部 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）＊11 約 29.4mm × 47.0mm × 83.0mm 約24.2mm × 47.0mm × 

83.0mm
本体質量 約89g 約84g 約58g

撮影時総質量＊12 約114g 約109g 約83g

本体防滴性能 ● IPX4＊13＊14 ̶
防水性能＊15 ●（同梱アンダーウォーターハウジング（MPK-UWH1）使用時）
防塵性能＊15 ●（同梱アンダーウォーターハウジング（MPK-UWH1）使用時）
耐衝撃性能＊15 ●（同梱アンダーウォーターハウジング（MPK-UWH1）使用時）
耐低温性能＊15 ●（-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） ̶
消費電力（動画撮影時）＊16 表示パネル使用時 約2.0W 約1.6W

主な機能

Wi-Fi（内蔵） ●
GPS ● ̶
NFC ●（ワンタッチペアリング、ワンタッチリモート） ̶
ループ録画＊17 ●（5分 /20分 /60分 /120分 /カード容量一杯）
自動逆光補正機能 ●
シーンセレクション 自動 /水中

先進＆
便利機能

バッテリー残量表示 ●
メディア残量表示 ●
画面上の主なインジケーター 記録モード、ブレ補正、GPS測位状況、撮影モード状態 記録モード、ブレ補正、撮影モード
ハイライトムービーメーカー ●＊18 ＊19 

タイムラプス撮影 静止画●（1秒 /2秒 /5秒 /10秒 /30秒 /60秒）
ライブビューリモコン操作 ●＊20

カラー設定 ●（ビビッド/ニュートラル）
リモコンでの再生 /削除 ●＊21＊22

タイムコード、ユーザービット ●＊23 ̶ ̶
USB充電 DC 5 V 500 mA/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 ●

付属品
リチャージャブルバッテリーパック（NP-BX1）、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、

アンダーウォーターハウジング（MPK-UWH1）、装着バックル、保証書
リモコンキットのみ付属 :ライブビューリモコン、マウントアダプター、ベルト、クレードル

イメージ
センサー

イメージセンサー 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー 1/2.3型
Exmor R CMOSセンサー

総画素数 約857万画素 約1680万画素

有効画素数
動画時 約818万画素（16:9）＊1＊2 約1110万画素（16:9）＊1＊2

静止画時 約818万画素（16:9）＊1＊2 約1110万画素（16:9）＊2

レンズ

レンズ ツァイス テッサー
F値 F2.8

f（焦点距離） f=2.6mm f=2.8mm

f
（35mm換算）

動画時 f=17mm（ワイド）、f=23mm（ミディアム）、
f=32mm（ナロー）＊1

f=18.4mm（ワイド）、
f=21.8mm（ナロー）

静止画時 f=17mm（ワイド）、f=23mm（ミディアム）、
f=32mm（ナロー）＊1

f=18.4mm（ワイド）、
f=21.8mm（ナロー）

カメラ

画像処理エンジン BIONZ X（ビオンズエックス）
カメラノイズリダクション ●
最低被写体照度 6lux（シャッタースピード1/30秒）

ブレ補正機能 ●光学式（空間光学方式、 アクティブモード搭載） ●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50cm 約30cm

ホワイトバランス 自動 /色温度指定 /カスタム
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
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（30fps）
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（50Mbps）〉 
マイクロSDHC/SDXC 

メモリーカードClass10以上推奨）
〈XAVC S （60Mbps）〉 
マイクロSDHC/SDXC 

メモリーカード（Class10以上推奨）
〈XAVC S （100Mbps）〉 
マイクロSDHC/SDXC 

メモリーカード（UHS-I U3以上推奨）

〈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SDHC/SDXC 
メモリーカード 

（Class10以上推奨）

〈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SDHC/SDXC 
メモリーカード 

（Class10以上推奨）

映像記録 MP4:MPEG-4 AVC/H.264、 XAVC S規格 :MPEG-4 AVC/H.264

動画記録画素数 /
フレームレート

〈MP4〉 
PS:1920×1080 60p/50p、 
HQ:1920×1080 30p/25p、 
STD:1280×720 30p/25p、 

HS120（HS100）: 
1280×720 120p/100p、 

HS240（HS200）: 
800×480 240p/200p
〈XAVC S 4K〉 

30p/25p:3840×2160、 
24p:3840×2160
〈XAVC S HD〉 

120p/100p:1920×1080 120p/100p、 
240p/200p:1280×720 240p/200p、 

60p/50p:1920×1080 60p/50p、 
30p/25p:1920×1080 30p/25p、 

24p:1920×1080 24p

〈MP4〉
PS:1920×1080 60p/50p、
HQ:1920×1080 30p/25p、
STD:1280×720 30p/25p、

HS120（HS100）:1280×720 
120p/100p、

HS240（HS200）:800×480 
240p/200p、
〈XAVC S HD〉

60p/50p:1920×1080 
60p/50p、

30p/25p:1920×1080 
30p/25p、

24p:1920×1080 24p

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

HS120:1280×720 120p 
〈XAVC S HD〉 

60p/50p:1920×1080 
60p/50p、 

30p/25p:1920×1080 
30p/25p、 

24p:1920×1080 24p

動画記録レート
（平均ビットレート/VBR）＊3＊4

〈MP4〉 
PS:約28Mbps、

HQ:約16Mbps、STD:約6Mbps、
HS120（HS100）:約28Mbps、 
HS240（HS200）:約28Mbps
〈XAVC S 4K〉

30p/24p:約60Mbps /約100Mbps、  
25p:約60Mbp/約100Mbps
〈XAVC S HD〉

120p/240p:約60Mbps/約100Mbps、 
60p/30p/24p:約50Mbps、 

100p/200p:約60Mbps/約100Mbps、 
50p/25p:約50Mbps

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

HS120（HS100）:約28Mbps、 
HS240（HS200）:約28Mbps

〈XAVC S HD〉 
60p/30p/24p:約50Mbps、

50p/25p:約50Mbps

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

HS120:約28Mbps
〈XAVC S HD〉 

60p/30p/24p:約50Mbps、
50p/25p:約50Mbps

音声記録
MPEG-4 AAC-LC 2ch＊5 ●（MP4）
リニアPCM ●（XAVC S）

音声記録ON/OFF ●

＊1 ブレ補正Off時　＊2 画角設定ワイド時　＊3 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）　＊4 PSモード（28Mbps）
とFXモード（24Mbps）は最高ビットレート　＊5 MP4時のみ対応　＊6 画角設定ミディアム時　＊7 画角設定ナロー時　＊8 USB充電時 ＊
9 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　＊10 本体取扱説明書、本体液晶画面には、｢風音低減｣と表示さ
れます　＊11 最大突起部を含む　＊12 バッテリーとメディアを含んだ質量　＊13 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　＊14 IPX4相当：当社試験条件による　＊15 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　＊16 記録モー
ド/記録メディアは工場出荷時　＊17 SDHCメモリーカード使用時、動画記録フォーマットがXAVC S記録 4KまたはHDの場合、ループ録画
ができません。SDXCメモリーカードをお使いになるか、動画記録フォーマットをMP4に設定してください　＊18 XAVC S 4K、XAVC S HD 
24p/120p/100p/240p/200p、MP4 HS120/HS100/HS240/HS200を除く　＊19 スマートフォンとPlayMemories Mobile バージョン5.1また
は、これ以降のバージョンが必要です　＊20 ライブビューリモコンにて、本機5台まで接続可能　＊21 ライブビューリモコン、もしくは専用アプリケー
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　＊22 リモコン再生中は音声は出力されません　＊23 XAVC Sのみ

●メモリーカード記録時間

連続撮影時間 実撮影時間
画質 XAVC S 3840×2160/30p MP4 1920×1080/30p（HQ） XAVC S 3840×2160/30p MP4 1920×1080/30p（HQ）
本体Wi-Fi設定ON ライブビュー
リモコン/スマートフォン非接続状態 50分（X3000のみ対応） 125分（X3000、AS300）

165分（AS50） 40分（X3000のみ対応） 80分（X3000、AS300）
110分（AS50）

●撮影可能時間（満充電時）

MPEG-4 AVC/H.264
1920×1080 60p（PS）

MPEG-4 AVC/H.264
1920×1080 30p（HQ）

XAVC S　3840×2160 
30p/24p 100Mbps＊

XAVC S　3840×2160
30p/24p 60Mbps＊

XAVC S　1920×1080
120p 100Mbps＊

XAVC S　1920×1080
120p 60Mbps＊

XAVC S　1280×720
240p 100Mbps＊

XAVC S　1280×720
240p 60Mbps＊

XAVC S　1920×1080
60p/30p/24p

    8GB メモリーカード 35分 60分 9分 15分 9分 15分 9分 15分 15分
  16GB メモリーカード 75分 120分 15分 30分 15分 30分 15分 30分 35分
  32GB メモリーカード 155分 250分 35分 60分 35分 60分 35分 60分 75分
  64GB メモリーカード 320分 505分 75分 125分 75分 125分 75分 125分 155分
128GB メモリーカード 640分 1015分 155分 255分 155分 255分 155分 255分 310分

●メモリーカード記録時間

※連続撮影時間は、満充電したバッテリーを使用して、25℃で
連続撮影（ハウジング非装着状態）した場合の時間になります
※使用状態によって、撮影・再生可能時間が短くなります
※工場出荷設定時、3840×2160/30pモードは60Mbps時

＊X3000のみ対応

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
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カタログ記載内容2019年2月現在

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意 FDR-X3000、HDR-AS300、HDR-AS50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。

【アンダーウォーターハウジングについて】●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、絶対にアンダーウォーターハウジングのケースカバーを開けないでください　【水
中・水辺で使用した後のお手入れについて】●アンダーウォーターハウジングのケースカバーを開けたときに水や砂がアンダーウォーターハウジングの中に入ると、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。もしカメラに衝撃が加わってしまった場合は、お買い上げの販売店か、修理相談窓口にご相談のうえ、防水
性能についての点検（有料）をおすすめします　【耐低温について】●FDR-X3000、HDR-AS300、HDR-AS50の動作温度は-10℃〜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、アンダーウォーターハウジング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。
自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら、ライブビューリモコンの画面を見ることはおやめください。交通事故の原因となります。

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　●　：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　●製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、
第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください　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-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.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 LLC 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
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