
デジタル一眼カメラ

［Aマウント］本体/レンズ 
総合カタログ
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Aマウント史上最速を実現するAFシステム

＊1 撮影モード、レンズにより測距点数は異なります。連続撮影モードHi+時は、61点となります　＊2 撮影モード、
レンズにより測距点数は異なります。最大323点のフォーカスエリアを選択可能です。動画時は動作しません　※ハ
イブリッド位相差検出AFの対応レンズにつきましては以下のサポートページ（http://www.sony.net/hpd/）をご
確認ください

ハイブリッド位相差検出AFシステム

＊1 撮影モード、レンズにより測距点数は異なります。連続撮影モードHi+時は、61点となります　＊2 ハイブリッド位相差検出AF動作時。明るさなど撮影条件によっては専用位相差センサーもしくは像面位相差センサーどちらか
一方のセンサーしか使用しないことがあります

高速・高精度なフォーカスを実現する全点選択可能な79点＊1のハイブリッドクロス測距点

70-200mm F2.8 G SSM II　1/1000秒　F2.8　ISO1600

ボディ ILCA-99M2　
オープン価格　

＊1 ドライブモード 連続撮影（Hi＋）時に、ハイブリッド位相差検出AF対応時はF9以上、ハイブリッド位相差検出AF非対応時はF4以上に絞った場合、フォーカスは1枚目で固定されます　＊2 連続撮影モード「Hi+」時　

※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　
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瞬間の美を刷新する、有効約4240万画素の高速連写

＊1 ドライブモード 連続撮影（Hi＋）時に、ハイブリッド位相差検出AF対応時はF9以上、ハイブリッド位相差検出AF非対応時はF4以上に絞った場合、フォーカスは1枚目で固定されます　＊2 連続撮影モード「Hi+」時

AF/AE追随＊1最高約12コマ/秒＊2の高速連写

広さ・速さ・追随性、全てを研ぎ澄ました“4Dフォーカス”

＊1 撮影モード、レンズにより測距点数は異なります。連続撮影モードHi+時は、61点となります　＊2 撮影モード、レンズにより測距点数は異なります。最大323点のフォーカスエリアを選択可能です。動画時は動作しません

広範囲・高密度の位相差検出AFセンサー ２つのセンサーによる高速・高精度なAF 被写体を捉え続ける、優れた追随性能

35mmフルサイズ裏面照射型の有効約4240万画素　　
「Exmor RExmor R（エクスモア アール）」CMOSセンサー搭載

高速画像処理エンジン「BIONZ X（ビオンズ エックス）」と
高速フロントエンドLSI

ローパスフィルター層を
含まない光学フィルター

イメージセンサー従来の光学
ローパスフィルター

イメージセンサー ISO 3200 ISO 12800

＊ 拡張感度設定時。静止画のみ

常用ISO感度100-25600、拡張ISO感度最高102400＊を実現解像感を極限まで高める、光学ローパスフィルターレス仕様

JPEG

RAW14bit 14bit

8bit

イメージセンサー
（圧縮・非圧縮）

16bit

新開発フロントエンドLSI

※ 長秒時ノイズリダクション、バルブ撮影、連続撮影時の条件では12bitで記録されます

表示タイムラグを限りなく低減するAF/AE追随　　　
最高約８コマ/秒＊の高速ライブビュー連写

豊かな階調表現を可能にする　　　　　　　　　　　
16b i t画像処理/14b i t  RAW出力対応

有効約4240万画素の性能を最大限に引き出す、　 　
光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構

画素加算のない全画素読み出しによる、　　　　　 　
高解像4K動画記録を実現

＊ CIPA規格準拠、Pitch/Yaw方向、Sonnar T＊ 135mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時

70-200mm F2.8 G SSM II　1/2500秒　F5.6　ISO400

＊ 連続撮影モード「Hi」時
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信頼性と耐久性を妥協なく凝縮した、洗練のボディ 感性に呼応する、深化した操作性と機動力

マグネシウム合金による、軽量で堅牢性に優れたボディ 厳しい環境下で使える防塵・防滴に配慮した設計

※ 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません

プロの声を反映しながら　　　　
小型化を実現したボディデザイン

レリーズ耐久性約30万回の　　　
シャッターユニット

ゴミやほこりの付着を防ぐ　　　 
アンチダストシステム

自在にデータをコントロールするデュアルスロット長時間撮影をサポートする縦位置グリップ（別売）

T＊

ファインダー倍率0.78倍を実現した、ツァイス「T＊（ティースター）コーティング」採用XGA有機ELファインダー

自由なポジションで撮影できる3軸チルト液晶モニター

仕上がりイメージをファインダー内で確認可能 視認性が大幅に向上した、約122.8万ドット「エクストラファイン液晶」

＊ ソニー内部の試験条件にて、電子先幕動作時
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最高の一瞬のために、生まれ変わったAF性能

狙った被写体を捉えて離さない、高い追随性能を誇るAFシステム

F2.8対応測距点（縦線検波）・クロス測距点 測距点（横線検波）クロス測距点

500mm F4 G SSM　1/800秒　F5.6　ISO400

ボディ　ILCA-77M2
ズームレンズキット　ILCA-77M2Q（ボディ＋キットレンズ：DT 16-50mm F2.8 SSM）
オープン価格　
※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　
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集光効率を飛躍的に高めるギャップレスオンチップレンズ構造

光の入射角に合わせて最適化されたオンチップレンズ配置

高感度域でも美しい描写を実現する、有効約2430万画素APS-Cセンサー

画像処理エンジン「BIONZ  X（ビオンズ エックス）」

捕捉力と追随性を格段に高める　　
79点＊AFセンサーとAFアルゴリズム

＊ 撮影モード、レンズにより対応する測距点数は異なります。
［測距点数61点となる撮影モード］ 連続撮影優先AEモードと動画モード
選択時  ［測距点数61点となるレンズ］ SAL75300、SAL1 1 18、
SAL55200、SAL1855、SAL18552、SAL55200-2、SAL30M28、
SAL55300  ［測距点数1点となるレンズ］ SAL500F80

＊ 静止画撮影時。動画撮影時は3段階

※ マニュアルフォーカス、動画撮影時は使用できません。フォーカスレンジリ
ミッター搭載レンズは、同時利用非推奨です。 レンズ内モーター非搭載レンズ
は、DMFとの併用はできません。距離エンコーダー非搭載レンズは撮影距離値
が表示されません

※動画撮影時は瞳AFは作動しません

－2EVまでの低輝度環境にもAFが対応

粘り強く捉える「拡張フレキシブル
スポット」

最適なレリーズが可能な　　　　　
「バランス重視」設定

最高約12コマ/秒＊のAF追随高速連写

各フォーカスエリアに対応した　　
「ロックオンAF」

緻
ちみつ

密なピント合わせを可能にする　
「瞳AF」

5段階＊のAF追従感度設定　　　
　

AF動作範囲を任意に設定可能　　
　

＊ 連続撮影優先AEモードにおいて。連続撮影を優先するため絞りはF3.5、開
放絞りがF3.5より小さいレンズでは開放値に制御されます
［連続撮影優先AE時］ エクストラファイン：53枚、ファイン：60枚、スタンダード：
64枚、RAW＋JPEG：25枚、RAW：26枚  ［連続撮影時］ エクストラファイン：56
枚、ファイン：75枚、スタンダード：93枚、RAW＋JPEG：26枚、RAW：28枚

目の前のリアルに迫る、進化を遂げた高画質

300mm F2.8 G SSM II　1/1250秒　F5.6　ISO200
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安定したパフォーマンスを発揮する高い信頼性 撮影者の思いに即応する、磨き抜かれた操作性

厳しい環境下で使える防塵・防滴に配慮した設計

※ 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

優れたホールド性と操作性を実現した縦位置グリップ（別売）

ゴミやほこりの付着を防ぐアンチダストシステム レリーズ耐久性約15万回のシャッターユニット

※ 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

CMOSセンサー

アンチダスト
コーティング

マグネシウム合金による軽量で堅牢性に優れたボディ

高解像度と高コントラストを誇るXGA OLED  Tru-F inder（トゥルーファインダー）

自由なポジションで撮影できる3軸チルト液晶モニター

広角16mmまでカバーする内蔵フラッシュ即座に設定変更できるユーザーインターフェース

＊ レンズ表記の焦点距離

撮る道具としての形を研ぎ澄ました
ボディデザイン

11ボタンに53項目の機能を割り当て
可能な「ボタンカスタマイズ」機能

カメラ設定を瞬時に呼び出せる    
「登録呼び出し（MR）」モード

※ 本機では、メインスイッチをOFFにした後、約5秒後に設定値の保存
が行われます。電池交換は、メインスイッチOFFから5秒以上経過した
後に行ってください。5秒以内に電池を取り外した場合、OFFする前の
設定値を記憶できない場合があります
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ワンタッチで簡単につながるNFC／Wi-Fi転送

撮影・作品制作の効率と画質を追求する　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ソフトウェアシリーズImaging Edge（イメージング エッジ）

写真や動画をカレンダー表示で管理・再生 写真のアップロードが枚数無制限 

すべての思い出を、あなたのそばに。 PlayMemories（プレイメモリーズ）

高精細な大画面で楽しめる、4K静止画出力対応

＊1 スマートフォンやタブレットにImaging Edge Mobileがインストールされている必要があります。
Imaging Edge Mobileは「Google Play」または「App Store」から入手できます  ＊2 静止画は、撮影時のオ
リジナルサイズ、または2Mにリサイズされた画質を転送できます。動画は、MP4モードの動画のみ対応。ファイ
ルサイズによって転送時間が異なります

快適な撮影スタイルを可能にする、先進のアプリケーション
型式
使用レンズ

撮像部

記録部
（静止画）

ノイズリダクション

記録部
（動画）

記録媒体

フォーカス

露出制御

ファインダー

ホワイト
バランス

レンズ交換式デジタルカメラ
ソニーAマウントレンズ、ミノルタ/コニカミノルタαレンズ
35mmフルサイズ（35.9×24.0mm）、
Exmor R CMOSセンサー

APS-Cサイズ（23.5×15.6mm）、
原色フィルター付Exmor CMOSセンサー

約4240万画素

RAW、RAW＋JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード

［ファイル記録方式］XAVC S＊4、AVCHD規格 
Ver.2.0準拠、MP4　［圧縮形式］XAVC S：
MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD：MPEG-4 
AVC/H.264、MP4：MPEG-4 AVC/H.264　
［音声記録方式］XAVC S：LPCM 2ch、
AVCHD：Dolby Digital（AC-3）2ch、
ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載
MP4：MPEG-4 AAC-LC 2ch

JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31〈α99 II〉 Ver.2.3〈α77 II〉、MPF Baseline）準拠、
RAW（ソニーARW 2.3フォーマット）
35mmフルサイズ時 Lサイズ：7952×5304（42M）、
Mサイズ：5168×3448（18M）、Sサイズ：3984×2656
（11M）　APS-C時 Lサイズ：5168×3448（18M）、Mサイズ：
3984×2656（11M）、Sサイズ：2592×1728（4.5M）

撮像素子

カメラ有効画素数

画像ファイル形式

記録画素数［3：2］

35mmフルサイズ時 Lサイズ：7952×4472（36M）、
Mサイズ：5168×2912（15M）、Sサイズ：3984×2240
（8.9M）　APS-C時 Lサイズ：5168×2912（15M）、Mサイズ：
3984×2240（8.9M）、Sサイズ：2592×1456（3.8M）

記録画素数［16：9］

8種類：トイカメラ（ノーマル、クール、ウォーム、
グリーン、マゼンタ）、ポップカラー、
ポスタリゼーション（カラー、白黒）、
レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー
（R/G/B/Y）、ハイコントラストモノクロ、
リッチトーンモノクロ

13種類： ポスタリゼーション（カラー、白黒）、
ポップカラー、レトロフォト、パートカラー 
（R/G/B/Y）、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ
（ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ）、
ソフトハイキー、ソフトフォーカス（弱、中、強）、
絵画調HDR（弱、中、強）、リッチトーンモノクロ、
ミニチュア（オート、上、中〈横〉、下、右、中〈縦〉、左）、
水彩画調、イラスト調（弱、中、強）

スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒＊3、
セピア＊3、スタイルボックス1～6（コントラスト〈±3段階〉、彩度〈±3段階〉、シャープネス〈±3段階〉）

切、Dレンジオプティマイザー（オート/レベル設定〈Lv1～5〉）、
オートHDR（露出差オート/露出差レベル設定〈1.0～6.0EVの間で1.0EVごと6段階〉）

画質モード
14bit＊1 非圧縮RAW、14bit＊1 RAWRAW出力

ワイド：左右方向 12416×1856 （23M）、上下方向 5536×2160（12M）、
標準：左右方向 8192×1856 （15M）、上下方向 3872×2160 （8.4M）記録画素数［スイングパノラマ］

動画記録方式

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、メモリースティック XC-HG デュオ（α77 II）、
メモリースティック マイクロ（M2）（α99 II）、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード（UHS-I対応）、
SDXCメモリーカード（UHS-I対応）、microSDメモリーカード（α99 II）、microSDHCメモリーカード（α99 II）、
microSDXCメモリーカード（α99 II）

スロー&
クイックモーション撮影

動画記録画素数（フレームレート）：1920×1080
（60p、30p、24p） 撮影フレームレート：1fps、2fps、
4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps

ピクチャープロファイル

切/PP1～PP9（ブラックレベル、ガンマ〈Movie、Still、
Cine1～4、ITU709、ITU709［800%］、S-Log2、S-Log3〉、
ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、
ディテール、コピー、リセット）

その他の動画機能

音声レベル表示、録音レベル調整、同時ビデオ記録、
タイムコード/ユーザービット、動体追従感度、
オートスローシャッター機能、レックコントロール、
HDMI情報表示、ガンマ表示アシスト、ピクチャー
エフェクト、クリエイティブスタイル

色空間

2メモリーカード間記録モード 同時記録（静止画のみ、動画のみ、静止画動画）、
振り分け（JPEG/RAW、静止画/動画）、コピー

XAVC S 4K：3840×2160（30p/約100Mbps、
30p/約60Mbps、24p/約100Mbps、24p/
約60Mbps） XAVC S HD：1920×1080
（120p/約100Mbps、120p/約60Mbps、
60p/約50Mbps、30p/約50Mbps、
24p/約50Mbps） AVCHD：1920×1080
（60p/約28Mbps/PS、60i/約24Mbps/FX、
60i/約17Mbps/FH、24p/約24Mbps/FX、
24p/約17Mbps/FH） AVC MP4：1920×1080
（30p/約16Mbps） 1280×720（30p/約6Mbps）

動画記録画素数
（フレームレート/
ビットレート/モード）

オート/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯（温白色/白色/昼白色/昼光色）/フラッシュ/色温度設定（2500K～
9900K）、カラーフィルター（G7～M7、A7～B7）/カスタム（1/2/3）/カスタムセット/水中オート（α99 II）

ピクチャーエフェクト

クリエイティブスタイル＊2

ダイナミックレンジ機能

長秒時NR：入/切、  シャッタースピード1秒からバルブに適用   高感度NR ：標準/弱/切　
マルチショットNR：オート/ISO100～51200（α77 II）

長秒時NR：G7～M7（全57段階〈α99 II〉 全15段階〈α77 II〉）、A7～B7（全29段階〈α99 II〉 全15段階〈α77 II〉）

「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格（sYCC色域）、Adobe   RGB規格

色空間 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格（HDMIケーブル接続時 x.v.Color）
HDMIクリア出力

モード

AWB微調整
標準/雰囲気優先/ホワイト優先AWB時の優先設定
３枚、H/L切り替えWBブラケット機能

3840×2160（30p/24p）/1920×1080（60p/60i/24p）　YCbCr 4：2：2 8bit/RGB 8bit

検出方式（検出素子） TTL位相差検出方式（検出素子1：CCDラインセンサー、検出素子２：像面位相差センサー〈α99 II〉）

測距点数 検出素子1：79点＊5（クロスタイプ15点、中央1点はF2.8光束対応）　
検出素子2：399点＊6（任意選択323点、ハイブリッドクロス測距点79点＊7）（α99 II）　

検出輝度範囲 検出素子1：中央エリアEV-4～18（ISO100相当、F2.8レンズ使用時）（α99 II）、EV-2～+18（ISO100相当）（α77 II）

フォーカスモード シングル（AF-S）/AF制御自動切り換え（AF-A）/コンティニュアス（AF-C）/
ダイレクトマニュアルフォーカス（DMF）/マニュアルフォーカス（MF）（α99 II）

フォーカスエリア ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/拡張フレキシブルスポット/
ロックオンAF（ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/拡張フレキシブルスポット）

その他の機能

測光

露出モード

露出補正

ロックオンAF、瞳AF、動体予測、フォーカスロック、AFオン、アイスタートAF、AFレンジコントロール、
AF微調整、内蔵フラッシュによるAF補助光（到達距離：約 1～5m）（α77 II）
1200分割ライブビュー分析測光　測光素子：Exmor R CMOSセンサー（α99 II） 
Exmor CMOSセンサー（α77 II）　測光範囲：EV-2～EV17（ISO100相当、F1.4レンズ使用時） 
測光モード：マルチ測光、中央重点測光、スポット測光（標準/大〈フォーカス位置連動/中央〉）、
画面全体平均測光（α99 II）、ハイライト重点測光（α99 II）

AUTO（おまかせオート）、プログラムAE（P）、
絞り優先AE（A）、シャッタースピード優先AE（S)、
マニュアル（M）モード、登録呼び出し（MR1/2/3）、
スイングパノラマ、動画/スロー&クイック
モーション撮影（プログラムオート、絞り優先、
シャッタースピード優先、マニュアル露出 選択可能）　

おまかせオート、プレミアムおまかせオート、
プログラムAE（P）、絞り優先AE（A）、
シャッタースピード優先AE（S）、マニュアル（M）
モード、シーンセレクション、スイングパノラマ、
連続撮影優先AE、動画（P/A/S/M）、
登録呼び出し（MR1/2/3）　

±5.0EV（1/3EV、1/2EV ステップ選択可能）

露出ブラケット 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量：1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、
9枚選択時 ずらし量：1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ（α99 II）

AEロック AEロックボタンによるAEロック、フォーカス合焦時自動AEロック（α77 II）、
シャッター半押し時AEロック（オート、入、切 選択可能）　

［形式］1.3cm（0.5型）電子ビューファインダー（XGA OLED）　［総ドット数］2,359,296ドット
［明るさ調節機能］オート、マニュアル（5段階）　［色温度調整機能］5段階　［視野率］100%
［倍率］α99 II：約0.78倍（50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時）
α77 II：約1.09倍（35mm判換算：約0.71倍）（50mmレンズ、無限遠、視度-1 m－1時）
［視度調整機能］-4.0～+3.0m-1　 ［アイポイント］α99 II：最終光学面から約23mm、
接眼枠から約18.5mm（視度-1m-1）（CIPA規格準拠）、 α77 II：最終光学面から約27mm、
接眼枠から約22mm（視度-1m-1）（CIPA規格準拠）［表示機能］α99 II：撮影ヒストグラム表示/
設定値のリアルタイム反映/デジタル水準器/グリッドライン（3分割、方眼、対角＋方眼、切）/
ピント拡大/ピーキング（レベル：高/中/低/切、色：赤/黄/白）/ゼブラ/ガンマ表示アシスト　
α77 II：グラフィック表示/全情報表示/情報表示なし/水準器/ヒストグラム　　　

ISO感度（推奨露光指数＊8）
静止画撮影時：ISO100～25600（拡張：下限ISO50、
上限ISO102400）、AUTO（ISO100～6400、上限/
下限設定可能） 動画撮影時：ISO100～25600相当、
AUTO（ISO100～6400相当、上限/下限設定可能）

静止画撮影時：ISO100～25600（1/3EVステップ、
拡張ISO50、64、80）、AUTO（ISO100-25600、
上限/下限 設定可）、マルチショットNR
（最大ISO51200まで拡張）　動画撮影時： 
ISO100～12800相当（1/3EVステップ）、
AUTO（ISO100～12800相当、上限/下限 設定可）

液晶モニター

インターフェース

電源

顔検出、ISO AUTO低速限界、ブライトモニタリング、
著作権情報、ファイル名設定、Eye-Fi対応＊11、
スマートフォン経由の情報取得、動画からの静止画作成

1枚再生（撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示
〈輝度・RGB〉および白とび黒つぶれ警告）、
インデックス表示（9枚、25枚選択可能）、拡大表示
（最大：Lサイズ 24.9倍、Mサイズ16.2倍、Sサイズ12.5倍、
パノラマ標準25.6倍、パノラマワイド38.8倍）、
オートレビュー（10秒、5秒、2秒、切）、記録画像回転表示
（オート/マニュアル/切）、スライドショー機能、
パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可能（日付、
静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K）、
早送り・巻戻し（動画）、削除、プロテクト

再生機能

ドライブ

1枚撮影、連続撮影（Hi＋/Hi/Mid/Lo切り替え可）、
セルフタイマー（10/5/2秒選択可能）、セルフタイマー連続
（10/5/2秒後、3/5枚選択可能）、1枚ブラケット、連続
ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット

1枚撮影、連続撮影（Hi/Lo切り替え可）、セルフタイマー
（10/2秒選択可能）、セルフタイマー連続（10秒後、
3 /5枚選択可能）、１枚ブラケット、連続ブラケット、
ホワイトバランスブラケット、DROブラケット

ドライブモード

Hi＋時：最高約12コマ/秒、Hi時：最高約8コマ/秒、
Mid時：最高約6コマ/秒、Lo時：最高約4コマ/秒連続撮影速度＊10

連続撮影Hi+時：JPEG Lサイズ エクストラファイン 60枚、
ファイン 63枚、スタンダード 64枚、RAW 54枚、
RAW+JPEG 54枚、RAW（非圧縮） 25枚、
RAW（非圧縮）+JPEG 24枚　連続撮影Hi時：
JPEG Lサイズ エクストラファイン 65枚、ファイン 71枚、
スタンダード 74枚、RAW 57枚、RAW+JPEG 56枚、
RAW（非圧縮） 26枚、RAW（非圧縮）+JPEG 25枚

［対応システム］αシステムフラッシュ　［制御方式］ADI調光/P-TTL調光/内蔵マニュアル（α77 II）　
［フラッシュ調光補正］±3.0EV（1/3、1/2EVステップ切換可能） ［フラッシュブラケット］3枚/5枚選択
時ずらし量：1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量：1/3、1/2、2/3、
1.0EVステップ（α99 II）　［フラッシュモード］発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、
スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ＊9、電波式ワイヤレス＊9、光通信式ワイヤレス＊9
［その他の機能］FEレベルロック

連続撮影可能枚数＊10

シャッター

手ブレ補正機能

［方式］イメージセンサーシフト方式5軸補正
（補正方式はレンズ仕様による）
［補正効果］4.5段（CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、
SAL135F18Z装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時）

［形式］電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター　［シャッター速度範囲］静止画撮影時：
1/8000～30秒、バルブ　動画撮影時：1/8000～1/4秒（1/3ステップ）、AUTO時は1/60秒まで、
オートスローシャッター時は1/30秒まで　［フラッシュ同調速度＊9］1/250秒、電子先幕シャッター（入/切）

ズーム

［静止画撮影時］全画素超解像ズーム：35mm
フルサイズ時 Lサイズ約2倍、Mサイズ約3.1倍、
Sサイズ約4倍、APS-Cサイズ時 Lサイズ約2倍、
Mサイズ約2.6倍、Sサイズ約4倍　スマートズーム：
35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、
Sサイズ約2倍、APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、
Sサイズ約2倍　デジタルズーム：35mmフルサイズ時 
Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.2倍、Sサイズ約8倍、
APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、
Sサイズ約8倍　スマートテレコンバーター：約1.4倍、
約2倍　［動画撮影時］全画素超解像ズーム：約2倍　
デジタルズーム：35mmフルサイズ時 約4倍、
APS-Cサイズ時 約4倍

Wi-Fi/NFC
［対応アクセサリーシュー］マルチインターフェースシュー＊12　［PCインターフェース］マスストレージ/MTP/
専用ソフトによるPCリモート　［マルチ/マイクロUSB端子］対応（マイクロUSB規格に対応した機器を接続可能）
［NFC］NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠　［シンクロターミナル］○　［ワイヤレスLAN対応（内蔵）］Wi-Fiに
準拠 IEEE802.11b/g/n（2.4GHz帯）＊13　［Bluetooth］標準規格Ver.4.1（2.4GHz帯）（α99 II）　
［HD出力］HDMIマイクロ端子（タイプD）、ブラビアリンク（HDMI機器制御）、「ブラビア プレミアムフォト」対応、
4K動画/静止画出力（α99 II）、4K静止画出力（α77 II）　［リモートコントロール］ケーブル接続、ワイヤレス
（α99 II：Wi-Fi/赤外　α77 II：RMT-DSLR2〈別売〉）　［マイク端子］3.5mmステレオミニ端子　
［ヘッドホン端子］3.5mmステレオミニ端子

Wi-Fi：スマートフォン転送、PC転送、TV観賞　NFC：ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング

［形式］7.5cm（3.0型）TFT駆動　［ドット数］1,228,800ドット　［明るさ調節機能］オート、マニュアル
（5段階）、屋外晴天モード　［角度調整機能］α99 II：チルト：上に134度、手前に180度 回転：
引き出した状態で、さらに右に180度、左に90度　α77 II：チルト：上に150度、手前に180度 回転：
引き出した状態で、さらに右に180度、左に90度　［画面表示切り替え］グラフィック表示、全情報表示、
情報表示なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用　［ピント確認機能］α99 II：35mmフル
サイズ時 7.8倍/15.5倍　APS-Cサイズ時 5.1倍/10.1倍　α77 II：5.9倍/11.7倍　［ゼブラ］α99 II：○
（カスタム1～2 基準＋幅/下限 設定可能）　α77 II：○　［ピーキング］○（高/中/低/切、色：赤/黄/白）

質量 約849g（バッテリーとメモリースティック PRO 
デュオを含む）/約770g（本体のみ）

約726g（バッテリーとメモリースティック PRO 
デュオを含む）/約647g（本体のみ）

外形寸法（突起部含まず） 約 142.6（幅）×104.2（高さ）×76.1（奥行）mm

プリント機能 Exif Print、PRINT Image Matching III、DPOF設定

使用温度範囲

付属品

約 0～40℃

リチャージャブルバッテリーパックNP-FM500H、バッテリーチャージャーBC-VM10A、ショルダー
ストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル 他

リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H使用電池
ファインダー使用時：約390枚、
液晶モニター使用時：約490枚（CIPA規格準拠）静止画撮影可能枚数＊14

ファインダー使用時：約85分、
液晶モニター使用時：約85分（CIPA規格準拠）実動画撮影時＊15＊16

ファインダー使用時：約135分、
液晶モニター使用時：約135分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約410枚、
液晶モニター使用時：約480枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約110分、
液晶モニター使用時：約120分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約175分、
液晶モニター使用時：約175分（CIPA規格準拠）連続動画撮影時＊15＊17

ACアダプター AC-PW10AM（別売）外部電源

音声

対応規格
レンズ補正 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差

内蔵マイク：ステレオ　外部マイクロホン：XLR-K2M、
XLR-K1M、ECM-CG60、ECM-XYST1M（別売）　
スピーカー：モノラル

フラッシュ

その他の機能

連続して動画撮影できる時間の目安:約29分（環境温度20～40°C）   【ご注意】 連続記録可能な時間は温度環境や動画撮影前の使用状況によ
り変動します。カメラの電源を入れ、構図確認や静止画撮影を繰り返し使用していた場合には、カメラ内部の温度が上昇しますので、上記の動画撮影
時間より短くなります  ※温度により動画撮影が停止した場合、電源を切ったまま数分間放置し、カメラの温度が下がってから撮影を再開してください

環境配慮情報：●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています ●キャビネットにハロゲン系難燃材を使用していません ●包装用緩衝
材に段ボールを使用しています ●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 

＊１長秒時ノイズリダクション、バルブ撮影、連続撮影時の条件では12bitで記録されます　＊2 スタイル選択により最適な画像処理（コントラ
スト/彩度/シャープネス/WBほか）が設定されます　＊3白黒またはセピア選択時には彩度の任意設定はできません　＊4 XAVC S記録方式で
の動画撮影時は、Class 10以上のSDHC/SDXCカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS-I（U3）のSDHC/SDXCカードが必要です　＊5撮
影モード、レンズにより対応する測距点数は異なります。α99 IIでは連続撮影モードHi+時は、61点となります　＊6 撮影モード、レンズにより対
応する測距点数は異なります。最大323点のフォーカスエリアを選択可能です。動画時は動作しません　＊7 ハイブリッド位相差検出AF動作時、明る
さなど撮影条件によっては専用位相差センサーもしくは像面位相差センサーどちらか一方のセンサーしか使用しないことがあります　＊8 ISO規格
（ISO12232、2006）準拠　＊9 対応フラッシュ装着時　＊10 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります　＊11 Eye-Fiカードはご購入さ
れた国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください　＊12アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使
用できます　＊13（接続方式/アクセス方式）WPS、マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機とし
て動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません（セキュリティー：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK）　＊14液晶画面をON、ズームをW
側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影　＊15 連続撮影
できるのは1回の撮影あたり約29分です（商品仕様による制限）　＊16 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の
目安　＊17 連続撮影の制限（29分）により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他
の操作はしない　※本機の動作温度は約0～40℃です。動作温度範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません　
※静止画撮影枚数、動画記録時間の各数値は目安です。被写体や撮影条件などにより異なります　※本カタログ本文中の画素数表記はCIPA
のガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会（Camera & Imaging Products 
Association）の略称です

フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ

顔検出 （最大8人まで画面内の顔を自動検出）、
スマイルシャッター（レベル設定3段階）、
オートフレーミング、カメラ内ガイド、プレビュー機能

AVCHD：1920×1080（60p/28M/PS、
60i/24M/FX、60i/17M/FH、
24p/24M/FX、24p/17M/FH）
MP4：1440×1080（30fps/12M）、
640×480（30fps/3M）

－

－

－

－

音声レベル表示、録音レベル調整、
動体追従感度、AF駆動速度、
オートスローシャッター機能、HDMI情報表示

約142.6（幅）×104.2（高さ）×80.9（奥行）mm

内蔵マイク：ステレオ　外部マイクロホン：
ECM-XYST1M、ECM-CG50 （別売）
スピーカー：モノラル、音量設定：16ステップ

約2430万画素
約4360万画素総画素数 約2470万画素
帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト
駆動による（クリーニングモード実行時）　
手動クリーニング作動（Menuより実行）

アンチダスト機能 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト
駆動によるアンチダスト機能

Lサイズ：6000×4000（24M）、Mサイズ：
4240×2832（12M）、Sサイズ：3008×2000（6M）

Lサイズ：6000×3376（20M）、Mサイズ：
4240×2400（10M）、Sサイズ：3008×1688（5.1M）

－

［ファイル記録方式］AVCHD規格 Ver.2.0準拠、
MP4　［圧縮形式］ AVCHD：MPEG-4 
AVC/H.264、MP4：MPEG-4 AVC/H.264　
［音声記録方式］AVCHD：Dolby Digital
（AC-3） 2ch、ドルビーデジタルステレオ
クリエーター搭載　
MP4：MPEG-4 AAC-LC 2ch

［静止画撮影時］全画素超解像ズーム：約2倍、
スマートテレコンバーター：約1.4倍、約2倍、
スマートズーム：Mサイズ約1.4倍、Sサイズ約2倍、
デジタルズーム：Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.7倍、
Sサイズ約8倍　［動画撮影時］全画素超解像ズーム：
約2倍、デジタルズーム：約4倍

連続撮影優先AE時：エクストラファイン 53枚、
ファイン 60枚、スタンダード 64枚、
RAW+JPEG 25枚、RAW 26枚　 
連続撮影時 :エクストラファイン 56枚、ファイン 75枚、
スタンダード 93枚、RAW+JPEG 26枚、RAW 28枚

連続撮影優先AEモード時：最高約12コマ/秒　
通常連続撮影Hi時：最高約8コマ/秒　
通常連続撮影Lo時：最高約3コマ/秒

［方式］静止画撮影時：イメージセンサーシフト方式
動画撮影時：電子式

1枚再生（撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示
〈輝度・RGB〉および白とび黒つぶれ警告）、
インデックス表示（9枚、25枚選択可能）、拡大表示
（最大：Lサイズ 18.8倍、Mサイズ 13.3倍、
Sサイズ  9.4倍、パノラマ標準25.6倍、
パノラマワイド38.8倍）、縦横自動回転再生
（入/切 選択可能）、スライドショー機能、
パノラマスクロール再生、オートレビュー
（10秒、5秒、2秒、切）、再生フォルダ選択可、早送り・早戻し
（動画）、削除、プロテクト

＊アップロードされる写真は長辺1920ピクセルにリサイズされます

主な仕様
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Teleconverters

テレコンバーター対応レンズ ： 135mm F2.8［T4.5］STF（SAL135F28）／70-200mm F2.8 G SSM  II（SAL70200G2）／
70-400mm F4-5.6 G SSM II（SAL70400G2）／300mm F2.8 G SSM II（SAL300F28G2）／500mm F4 G SSM（SAL500F40G）

※70-200mm F2.8 G SSM II／300mm F2.8 G SSM II／500mm F4 G SSM（1.4×Teleconverter〈SAL14TC〉） 装着時はAF・MF可。
135mm F2.8［T4.5］STF／70-400mm F4-5.6 G SSM I　I／500mm F4 G SSM（2×Teleconverter〈SAL20TC〉）装着時はMFのみ

1.4x Teleconverter
SAL14TC
希望小売価格 64,000円+税

2.0x Teleconverter
SAL20TC
希望小売価格 64,000円+税

Vario-Sonnar  
DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA
SAL1680Z  
希望小売価格 99,000円+税

Planar 
85mm F1.4 ZA
SAL85F14Z  
希望小売価格 180,000円+税

Vario-Sonnar 
16-35mm F2.8 ZA SSM II    
SAL1635Z2  
希望小売価格 295,000円+税

Distagon  
24mm F2 ZA SSM
SAL24F20Z  
希望小売価格 157,000円+税

Planar  
50mm F1.4 ZA SSM
SAL50F14Z 
希望小売価格 157,000円+税

Vario-Sonnar 
24-70mm F2.8 ZA SSM II
SAL2470Z2  
希望小売価格 275,000円+税 

Sonnar  
135mm F1.8 ZA
SAL135F18Z  
希望小売価格 200,000円+税

高解像フルサイズセンサーの表現力を解き放つ レンズ

T＊

ZEISS
®
 Lens

G Lens

300mm F2.8 G SSM II
SAL300F28G2  
希望小売価格  775,000円+税

70-300mm F4.5-5.6 G SSM II
SAL70300G2  
希望小売価格 142,000円+税

70-200mm F2.8 G SSM II
SAL70200G2  
希望小売価格 345,000円＋税 

70-400mm F4-5.6 G SSM II
SAL70400G2
希望小売価格 265,000円+税

35mm F1.4 G
SAL35F14G  
希望小売価格 188,000円+税

500mm F4 G SSM
SAL500F40G  
希望小売価格 1,250,000円+税

受注生産

35mmフルサイズ対応レンズ

APS-Cフォーマット専用レンズ 

16mm F2.8 Fisheye
SAL16F28　
希望小売価格 98,000円+税

DT 55-300mm 
F4.5-5.6 SAM
SAL55300  
希望小売価格 48,000円+税

85mm F2.8 SAM
SAL85F28　
希望小売価格 30,000円+税

20mm F2.8
SAL20F28　
希望小売価格 70,000円+税

100mm F2.8 Macro
SAL100M28　
希望小売価格 88,000円+税

50mm F1.4
SAL50F14　
希望小売価格 50,000円+税

28-75mm F2.8 SAM
SAL2875　
希望小売価格 95,000円+税

50mm F2.8 Macro
SAL50M28　
希望小売価格 60,000円+税

135mm F2.8 ［T4.5］ STF　
SAL135F28  
希望小売価格 175,000円+税
※マニュアルフォーカス専用

DT 30mm F2.8 Macro SAM
SAL30M28
希望小売価格 24,000円+税

APS-C

DT 35mm F1.8 SAM
SAL35F18　
希望小売価格 24,000円+税

APS-C

DT 50mm F1.8 SAM
SAL50F18 
希望小売価格 22,000円+税

APS-C

DT 11-18mm F4.5-5.6
SAL1118　
希望小売価格 85,000円+税

APS-C

DT 55-200mm 
F4-5.6 SAM
SAL55200-2
希望小売価格 40,000円+税

APS-C APS-C

DT 16-50mm F2.8 SSM
SAL1650　
希望小売価格 83,000円+税

APS-C

DT 18-55mm 
F3.5-5.6 SAM II
SAL18552 
希望小売価格 30,000円+税

APS-C

DT 18-135mm 
F3.5-5.6 SAM
SAL18135  
希望小売価格 65,000円+税

APS-C

DT 18-250mm F3.5-6.3
SAL18250 
希望小売価格 77,000円+税

APS-C
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撮影領域をさらに広げる　　アクセサリー

ガンシューティングマイクロフォン

ECM-CG60 
希望小売価格 24,000円＋税

ステレオマイクロホン

ECM-XYST1M
希望小売価格 15,800円＋税

クリップオンLCDモニター

CLM-FHD5
希望小売価格70,000円＋税

三脚

VCT-P300
希望小売価格 30,000円＋税

狙った音をクリアに録音するハイク
オリティー。鋭指向性ショットガンマ
イクロフォン

集音範囲を2つのポジションから選択
できる2-wayステレオマイクロホン

高解像度カメラのピント合わせをア
シストするフルHD対応5.0型LCDモ
ニター

携帯性と静止画対応の操作性を備
えた三脚

縦位置グリップ

VG-C77AM 希望小売価格 31,500円＋税
フラッシュ

HVL-F60RM 希望小売価格 68,300円＋税

モニター保護セミハードシート

PCK-LM14 希望小売価格 1,800円＋税

フラッシュ

HVL-F45RM 希望小売価格 43,000円＋税

バッテリーチャージャー

BC-VM10 希望小売価格 6,700円＋税

リモートコマンダー＆IRレシーバ＝キット

RMT-VP1K 希望小売価格 7,000円＋税

リチャージャブルバッテリーパック

NP-FM500H 希望小売価格 9,000円＋税
バッテリーチャージャー

BC-QM1 希望小売価格 10,500円＋税

リモートコマンダー

RM-VPR1 希望小売価格 6,900円＋税

縦位置撮影時に最適なホールド性と操作性を実現す
る縦位置グリップ

安定した連続発光を実現した電波式ワイヤレス通信対
応＊のガイドナンバー60の大光量高性能フラッシュ
＊α77 IIは電波式ワイヤレス機能は使用できません ＊α77 IIは電波式ワイヤレス機能は使用できません

＊通常の充電モード時のみ使用可能

※α77ⅡではTC RESETボタンは使用できません

モニター画面をキズや汚れから守る、保護性に優れた
セミハードタイプ

電波式ワイヤレス通信対応＊。小型ながらガイドナン
バー45を実現した高性能フラッシュ

Mシリーズバッテリーを充電可能。旅先でも手軽に充
電できる直差し型

リモートコマンダーとIRレシーバーの組み合わせによ
り、離れた場所からのリモート操作が可能

高速メカ駆動に最適化した高エネルギー・高出力電
流設計

M/W/V/H/Pシリーズバッテリーに対応。急速充電や
USBへの給電＊も可能

マルチ端子搭載のリモートコマンダー

カテ
ゴリー 名称（型名）

レンズ
構成
（群－枚）

35mm判換算
焦点距離
イメージ
（mm）※ 1

画角35mm判
（APS-C）※ 1

絞り
羽根
（枚）

最小
絞り
（F）

最大
撮影
倍率
（倍）

最短
撮影
距離
（m）

ADI
調光
対応
※2

フィル
ター径
（mm）

対応フード
外形寸法
（最大径×長さ）
（mm）

質量（ℊ） 付属品 希望小売価格

35mmフルサイズ
Gレンズ  70-200mm F2.8 G SSM II

（SAL70200G2） 16-19 105-
300

34°-12°30′
（23°-8°）

  9
（円形絞り） 32 0.21 1.2 ○ 77 花形バヨネット式 

ALC-SH120 87×196.5 約1,340
（三脚座別） フード、ケース 345,000円+税 

 70-300mm F4.5-5.6 G SSM Ⅱ
（SAL70300G2） 11-16 105-

450
34°-8°10′
（23°-5°20′）

  9
（円形絞り） 22-29 0.25 1.2 ○ 62 花形バヨネット式

ALC-SH140 82.5×135.5 約750 フード、ケース 142,000円+税 

 70-400mm F4-5.6 G SSM Ⅱ
（SAL70400G2） 12-18 105-

600
34°-6°10′
（23°-4°10′）

  9
（円形絞り） 22-32 0.27 1.5 ○ 77 花形バヨネット式

ALC-SH121 94.5×196 約1,500
（三脚座別） フード、ケース 265,000円+税

 35mm F1.4 G
（SAL35F14G） 8-10 52.5 63°（44°）   9

（円形絞り） 22 0.2 0.3 ○ 55 花形バヨネット式
ALC-SH0001 69×76 約510 フード、ケース 188,000円+税

 300mm F2.8 G SSM Ⅱ 
（SAL300F28G2）

12-13
（フィルター
1枚含む）

450 8°10′
（5°20′）

  9
（円形絞り） 32 0.18 2.0 ○ 42

（専用）
丸型かぶせ式
ALC-SH0012 122×242.5 約2,340（三脚座別）

フード、差込式
円偏光フィルター 他 775,000円+税

 500mm F4 G SSM　 受注生産
（SAL500F40G）

10-11
（フィルター
1枚含む）

750 5°（3°10′）   9
（円形絞り） 32 0.135 4.0 ○ 42

（専用）
丸型かぶせ式
ALC-SH118 140×367.5 約3,460 フード、差込式

円偏光フィルター 他 1,250,000円+税

テレコン
バーター

 1.4×Teleconverter※3

（SAL14TC） 4-5 － －   － － － － ○ － － 64×20 約170 ケース 64,000円+税

 2×Teleconverter※3

（SAL20TC） 5-6 － －   － － － － ○ － － 64×43.5 約200 ケース 64,000円+税

ツァイス
レンズ

Vario-Sonnar T＊ 16-35mm F2.8 ZA SSM Ⅱ
（SAL1635Z2） 13-17 24-52.5 107°-63°

（83°-44°）
  9
（円形絞り） 22 0.24 0.28 ○ 77 花形バヨネット式

ALC-SH106 83×114 約872 フード、ケース 295,000円+税

Vario-Sonnar T＊ 24-70mm F2.8 ZA SSM Ⅱ
（SAL2470Z2） 13-17 36-105 84°-34°

（61°-23°）
  9
（円形絞り） 22 0.25 0.34 ○ 77 花形バヨネット式

ALC-SH101 83×111 約974 フード、ケース 275,000円+税

Distagon T＊ 24mm F2 ZA SSM
（SAL24F20Z） 7-9 36 84°（61°）   9

（円形絞り） 22 0.29 0.19 ○ 72 花形バヨネット式
ALC-SH110 78×76 約555 フード、ケース 157,000円+税

Planar T＊ 50mm F1.4 ZA SSM
（SAL50F14Z） 5-8 75 47°（32°）   9

（円形絞り） 22 0.14 0.45 ○ 72 丸型バヨネット式
ALC-SH126 81×71.5 約518 フード 157,000円+税

Planar T＊ 85mm F1.4 ZA
（SAL85F14Z） 7-8 127.5 29°（19°）   9

（円形絞り） 22 0.13 0.85 ○ 72 バヨネット式
ALC-SH0002 81×75 約640 フード、ケース 180,000円+税

Sonnar T＊ 135mm F1.8 ZA
（SAL135F18Z） 8-11 202.5 18°（12°）   9

（円形絞り） 22 0.25 0.72 ○ 77 バヨネット式
ALC-SH0003 88×114.5 約995 フード、ケース 200,000円+税

ズーム
レンズ

28-75mm F2.8  SAM
（SAL2875） 14-16 42-

112.5
75°-32° 
（54°-21°） 

  7
（円形絞り） 32 0.22 0.38 ○ 67 花形バヨネット式

ALC-SH109 77.5×94 約565 フード 95,000円+税

75-300mm F4.5-5.6
（ SAL75300） 10-13 112.5-

450
32°-8°10′
（21°-5°20′）

  7
（円形絞り） 32-38 0.25 1.5 ○ 55 バヨネット式

ALC-SH0007 71×122 約460 フード 45,000円+税

単焦点
レンズ

16mm F2.8 Fisheye
（SAL16F28）

8-11
（フィルター
1枚含む）

24 180°（110°）   7 22 0.15 0.2 － 4種 
（内蔵） 固定 75×66.5 約400 なし 98,000円+税

20mm F2.8
（SAL20F28） 9-10 30 94°（70°）   7

（円形絞り） 22 0.13 0.25 － 72 花形バヨネット式
ALC-SH0013 78×53.5 約285 フード 70,000円+税

50mm F1.4
（SAL50F14） 6-7 75 47°（32°）   7

（円形絞り） 22 0.15 0.45 ○ 55 バヨネット式
ALC-SH0011 65.5×43 約220 フード 50,000円+税

85mm F2.8 SAM
（SAL85F28） 4-5 127.5 29°（19°）   7

（円形絞り） 22 0.2 0.6 ○ 55 バヨネット式
ALC-SH111 70×52 約175 フード 30,000円+税

マクロ
レンズ

50mm F2.8 Macro　
（SAL50M28） 6-7 75 47°（32°）   7

（円形絞り） 32 1.0 0.2 ○ 55 なし 71.5×60 約295 なし 60,000円+税

100mm F2.8 Macro
（SAL100M28） 8-8 150 24°（16°）   9

（円形絞り） 32 1.0 0.35 ○ 55 バヨネット式
ALC-SH0007 75×98.5 約505 フード 88,000円+税

STF
レンズ

135mm F2.8［T4.5］STF　
（SAL135F28）　マニュアルフォーカス専用

6-8
 （APDエレメント
1群2枚含む）

202.5 18°（12°） 自動絞り-9 
手動絞り-10

  31
［T32］ 0.25 0.87 － 72 バヨネット式

ALC-SH0014 80×99 約730 フード、ケース 175,000円+税

APS-C

ツァイス
レンズ

Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mm 
F3.5-4.5 ZA※4（SAL1680Z） 10-14 24-120 －

（83°-20°）
  7
（円形絞り） 22-29 0.24 0.35 ○ 62 花形バヨネット式

ALC-SH0005 72×83 約445 フード、ケース 99,000円+税

ズーム
レンズ

DT 11-18mm F4.5-5.6※4　

（SAL1118） 12-15 16.5-27 －（104°-76°）
  7
（円形絞り） 22-29 0.125 0.25 ○ 77 花形バヨネット式

ALC-SH0009 83×80.5 約360 フード 85,000円+税

DT 16-50mm F2.8 SSM※4

（SAL1650） 13-16 24-75 －
（83°-32°）

  7
（円形絞り） 22 0.2 0.3 ○ 72 花形バヨネット式

ALC-SH117 81×88 約577 フード 83,000円+税

DT 16-105mm F3.5-5.6※4

（ SAL16105） 11-15 24-
157.5

－
（83°-15°）

  7
（円形絞り） 22-36 0.23 0.4 ○ 62 花形バヨネット式

ALC-SH105 72×83 約470 フード 70,000円+税

DT 18-55mm  F3.5-5.6 SAM Ⅱ※4　

（SAL18552） 7-8 27-
82.5

－
（76°-29°）

  7
（円形絞り） 22-36 0.34 0.25 ○ 55 丸型バヨネット式

ALC-SH108 71.6×69 約222 なし 30,000円+税 

DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM※4　

（SAL18135） 11-14 27-
202.5

－
（76°-12°）

  7
（円形絞り） 22-36 0.25 0.45 ○ 62 花形バヨネット式

ALC-SH119 76×86 約398 フード 65,000円+税

DT 18-250mm F3.5-6.3※4　

（SAL18250） 13-16 27-375 －
（76°-6°30′）

  7
（円形絞り） 22-40 0.29 0.45 ○ 62 花形バヨネット式

ALC-SH104 75×86 約440 フード 77,000円+税

DT 55-200mm F4-5.6 SAM※4

（SAL55200-2） 9-13 82.5-
300

－
（29°-8°）

  9
（円形絞り） 32-45 0.29 0.95 ○ 55 バヨネット式

ALC-SH102 71.5×85 約305 フード 40,000円+税

DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM※4

（SAL55300） 9-12 82.5-
450

－
（29°-5°20′）

  7
（円形絞り） 22-29 0.27 1.4 ○ 62 丸型バヨネット式

ALC-SH122 77×116.5 約460 フード 48,000円+税

単焦点
レンズ

DT 35mm F1.8 SAM※4
（SAL35F18） 5-6 52.5 －

（44°）
  7
（円形絞り） 22 0.25 0.23 ○ 55 バヨネット式 

ALC-SH111 70×52 約170 フード 24,000円+税

DT 50mm F1.8 SAM※4
（SAL50F18） 5-6 75 －

（32°）
  7
（円形絞り） 22 0.2 0.34 ○ 49 なし 70×45 約170 なし 22,000円+税

マクロ
レンズ

DT 30mm F2.8 Macro SAM※4
（SAL30M28） 5-6 45 －

（50°）
  7
（円形絞り） 22 1.0 0.129 ○ 49 なし 70×45 約150 なし 24,000円+税

※1 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラでの値　※2 カメラ本体の仕様に依存します　※3 使用可能レンズ：70-200mm F2.8 G SSM II/300mm F2.8 G SSM II/500mm F4 G SSM（1.4×Teleconverter 〈SAL14TC〉）に装着の場合はAF・MF可
能。135mm F2.8［T4.5］STF/70-400mm F4-5.6 G SSM II/500mm F4 G SSM（2×Teleconverter〈SAL20TC〉）に装着の場合はMFのみ可能。Eマウントカメラボディには非対応です　※4 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ用レンズ。また、
35mmフルサイズセンサー搭載のカメラボディにAPS-Cフォーマット対応レンズを装着した場合、自動的にAPS-C相当のサイズで撮影します。ファインダーおよび液晶モニターは、画角を自動的にAPS-C相当に変更して、ファインダー/モニター全面に表示します　※Eマウントカ
メラボディに「Aマウントレンズ」を装着する場合には、別売のマウントアダプターが必要です。また、「Aマウントレンズ」のオートフォーカスに対応するためには、ボディおよびマウントアダプターのファームウェアアップグレードが必要な場合があります　※APS-Cセンサー搭載のカメラ
ボディでの実撮影画角は35mmフルサイズセンサー搭載のカメラボディと異なり、レンズ表記の約1.5倍の焦点距離の画角に相当します　※レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴い焦点距離が変化する場合があります（カタログ記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での
定義です） ※レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下します。周辺光量の低下が気になる場合は数段絞りこんで使用してください　※  マークの商品は、生産完了品のため、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

Aマウントレンズ主な仕様



安全に使用するための注意 ●裏ブタをはずしたり、内部の改造をしたりしないでください ●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 ●濡れた手で充電器
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 ●あなたがカメラで撮影したものは、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 ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償については
ご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります　カタログ上の注意 ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準になります ●カタログ掲載の一部画像はシミュレーション画像です ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため
予告なく変更されることがありますので、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 ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください
●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ●画面はハメコミ合成です ●カタログ掲載数値は当社測定結果です　商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、
大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。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　商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です ●  はソニー株式会社の商標です
●G Master、Gマスター、 、Gレンズおよび  は、ソニー株式会社の商標です  ●Exmor R、Exmor、エクスモアおよび 、 はソニー株式会社の商標です ●BIONZ X、ビオンズ エックスおよび  はソニー株式会社の商標です ●   はソニー株式
会社の商標です ●  はソニー株式会社の商標です ● XAVCと  はソニー株式会社の商標です ● PlayMemories Homeはソニー株式会社の商標です ● マルチインターフェースシューおよび   はソニー株式会社の商標です ●AVCHD/Progressive、AVCHDおよび  、 

 はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です ●WhiteMagicおよび は株式会社ジャパンディスプレイの商標です ●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 ●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、メモリースティック XC-HG デュオおよび  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）および  、 はソニー株式会社の商標です ●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商
標です ●N-Markおよび  は、NFC Forum,Incの商標あるいは登録商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です ●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel 
Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です ●  、  、  および    は、SD-3C,LLCの商標です ●HDMI、  、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商
標または登録商標です ●AdobeはAdobe SystemsIncorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください安全に関する注意

安全点検のお願い このような症状はありませんか 使用を中止
● 電源コードが傷んでいる ● 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 バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

カタログ記載内容2019年6月現在
2019.6

Universe 商品情報
sony. jp/ichigan/a-universe/ msc.sony. jp/ichigan/a-academy/ sony. jp/ichigan/lineup/

第一線で活躍するプロフェッショナ
ルによる で撮られた珠玉の作品
を公開。さらに撮影秘話やテクニッ
ク、新しい表現やユニークな活動の
模様など、カメラファン必見の情報
を随時配信しています。

の使い方講座から、プロカメラ
マン同行の撮影実習まで、レベル
に応じた講座を多数用意。全国5
カ所（札幌・銀座・名古屋・大阪・
福岡天神）で開講中。

撮影サンプルや詳細な商品情報は
こちらでもご覧いただけます。

CXTP-1  Printed in Japan.   （84940334）
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