デジタル 一 眼カメラ

1／

9 Ⅱ／

7シリーズ／

6600

C i n e m a L i ne

FX6 ／ FX3 ／ FX30

N EW

Image
Processor

Lens

index

画像処理エンジン

専用設計レンズ

AI Processing
Unit

P04 〜 05

AI プロセッシングユニット＊2

国内外において数々の栄誉ある賞を受賞し、
カメラで表現する人々から支持をいただいているミラーレス一眼

。

P06 〜 07

過去の常識にとらわれずまだ見ぬ映像表現を生み出すために。

Software
Algorithm

私たちは誇りをもってミラーレス技術を磨き上げてきた。
高度な物体認識を可能にするAI技術 と高速データ処理性能によって実現した、
※

ソフトウェアアルゴリズム

動物にも対応する「リアルタイム瞳ＡＦ」＊1。表現者の集中を妨げない「ブラックアウトフリー高速連写」。
専用設計レンズ、イメージセンサー、画像処理エンジン、ソフトウェアアルゴリズムを

P08 〜 09

ソニーはイメージセンサーの自社開発をはじめ、ミラーレス

自ら開発してきたソニーこそが実現できたこと。

一眼に重要なキーデバイスを独自開発。それらの技術やデ

一筋に究めてきたミラーレスカメラシステムで先進的な技術を誰もが手にできる

は

これからも写真に向き合うすべての人の想いに応え続ける。

Image Sensor

バイスを「足し算」
ではなく、高度に融合させ統合する開発力

イメージセンサー

こそが、ソニーのイノベーションの源泉。ここから、新たな映

※ 機械学習を含むAI（人工知能）の技術を活用しています
＊1 リアルタイム瞳AFの動物対応はソフトウェアアップデートが必要な場合があります。対応機種やアップデートの時期について詳しくはソニーの製品情報をご確認ください
＊2 α7R Vのみ搭載。2022年11月時点

P10 〜 11

像表現を可能にする革新的なカメラが生み出されています。
P12 〜 13

P14 〜 15

P 16 〜 17

P 18 〜 19

P 20

P21

静止画も動 画も、選べるフルサイズミラーレス

THE ONE
新次元へ

02

Speed

高速性能がもたらす革新

Resolution
さらなる高解像の
表現領域へ

Sensitivity
さらなる高感度の
表現領域へ

Basic

次代の、新基準へ

Compact

もっと自由なフルサイズへ

Imaging
Edge

P22 〜 23

Eマウントレンズ
ラインアップ

P24 〜 25

アクセサリー

P26 〜 27

ミラーレス一眼
主な仕様

P28 〜 29

ミラーレス一眼
ラインアップ

P30 〜 31

Cinema Line

03

さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

120 回/秒演算 × AI



確実に被写体を捉えるAFシステム

最大120回/秒＊12 の演算によるAF/AE 追随の仕組みと、本 機に合わせたAFアルゴリズムのチューニングで、
速度変化に緩急のある被写体や、フレーミングが難しい被写体に対する追随安定性と精度が向上。従来
モデル以上に高い精 度でAF追随し続けます。また、AI ※を活用した「リアルタイムトラッキング＊13」
を搭載。
ソニー独自の物体認識アルゴリズムにより、色、模様（輝度）、被写体距離（奥行き）
からなる空間情報のリアル
タイム高速処理を実現。
さらに、
高度な物体認識技術を用いて瞳を捉え続けるリアルタイム瞳AFが、
人物および
犬・猫を中心とした動物の瞳＊2＊3はもちろん、新たに鳥の瞳＊2＊3の認識にも対応しました。
※ 機械学習を含むAI
（人工知能）
の技術を活用しています

8K 30p



リアリティー溢れる映像表現

4:2:2 10bitでの4K 120p ＊14 動画記録に加え、αシリーズ初 ＊15、4:2:0 10bitでの8K 30p ＊16 動画記録に対応。8.6Kオーバーサンプリングによる、
リアリティー溢れる圧倒的な解像性能を実現。α1の優れたAF性能、階調・色再現性との組み合わせで、高解像8Kならではの映像表現を提供します。
また、肌の色をシネマチックに表現するルック
「S-Cinetone」
を搭載。人の肌を描写する際に使われる中間色の表現力をアップさせ、色あいはよりソフトに、
ハイライトの描写は被写体を美しく際立たせる自然なトーンです。さらに、長時間の連続録画をサポートするため、設計を徹底的に見直し効率的な放熱
構造を実現。これにより、約30分の8K 30p 4:2:2 10bit動画記録＊17＊18 を可能にしています。

0

0

ブラックアウト

FE 24-70mm F2.8 GM

1/6400秒

F6.3

ISO1600

AWB

サウンド

撮れなかった瞬間を確実に止める

約944万

肉眼で被写体を捉えているような「ブラックアウト」のない連続撮影を

クラス最高解像度＊15の約944万

可能にしました。被写体の動きが速く不規則なスポーツ撮影や、表情の

ドットの高精細OLEDを採用し

変化を一瞬でも逃したくないポートレート撮影など、さまざまなプロの

た最新の電子ビューファインダー

撮 影現場において、その効果を発 揮します。また、ミラーレス構 造と

を搭載。世界初＊15240fps ＊20 の

電子シャッター

リフレッシュレート を 実 現 し、

＊19

の組み合わせで、ミラーやメカシャッターの駆 動 音

が発 生しないため、サイレント 撮 影が可 能。シャッター音を出せない

THE ONE 新次元へ

りました。
また、
上下左右にパンする際にも残像が大幅に低減されました。

シャッター振動もないので、解像感への影響を最小限にとどめた高画質

防塵・防 曇性能、表示レスポンスや被写体に応じたモード設定など、

ボディ ILCE-1 オープン価格

全方位でユーザビリティーに優れたファインダーがプロの撮影を強力に
サポートします。

BEST
FULL FRAME
PROFESSIONAL
CAMERA 受賞

カメラグランプリ
2021 大賞受賞

速く動く被写体を追いやすくな

スポーツの決定的なシーンなど、撮影領域の幅が広がります。同時に、
撮影を実現します。

フルサイズミラーレス

洗練されたEVF

ドット

＊1 常用感度:静止画時 ISO100~32000
（拡張感度:ISO50~102400）
、
動画撮影時 ISO100~32000 ＊2 人物、
動物、
鳥ではモードの切り換えが必要です。
すべての動物が対象ではありません ＊3 動画にも対応したリアルタイム瞳AF(人物)
が使用できます。動画撮影時のリアルタイム瞳AFは、動物、鳥には対応していません ＊4 連続撮影モード
「Hi+」時。
シャッタースピードが1/125以上の場合に有効です。AF-Cモード時はシャッタースピードが1/250以上の場合に有効ですが、

※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

装着レンズ､撮影モードによって最高連写速度が異なります。非圧縮RAW、
ロスレス圧縮RAWでの撮影時は、最高20コマ/秒になります。
また、装着レンズによってはソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。互換情報の詳細
は、
サポートサイトをご覧ください ＊5 連続撮影可能枚数はJPEG Lサイズ ファイン設定時。
ソニー製のCFexpress Type Aメモリーカード1枚使用時 ＊6 バッテリーとメモリーカード含む ＊7 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA
規格準拠 ＊8 2022年11月現在。
APS-Cフォーマット対応レンズ23本を含む ＊9 画像処理エンジンBIONZ Xとの比較において。
ソニー内部測定 ＊10 電子シャッター使用時に有効です。
シャッター速度が遅くなると、
画面表示の更新が緩やか
になります ＊11 連続撮影モード
「Hi+」、画質「RAW（圧縮RAW）」時。CFexpress Type Aメモリーカード使用時。
ソニー測定条件によります ＊12 シャッタースピードが1/125以上の場合に有効です。装着レンズや撮影設定によって異なる

35mm

フルサイズ

積層型

CMOS
センサー

有効

約 5010万
画素

ISO＊1

10032000

拡張50-102400

AF

759 /
425

＊4
点
追いかける 約
コマ/秒
点
瞳AF
高速連写
位相差/コントラスト （動物対応＊2＊3） （AF/AE追随）

30

50.1 megapixels × 30 fps

連続撮影
可能枚数

165枚
以上



サイレント撮影

質量

＊5

約

737g

光学式

5軸ボディ内

＊6

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル

スロット
CFexpress Type A
SDXC UHS-II

最大撮影
可能枚数
約

530枚

＊7

場合があります ＊13 メニュー上の名称は、
「トラッキング」
です ＊14 約10％画角がクロップされます。4K 120p、8Kで動画撮影時は、
［ APS-C撮影］は［切］に固定されます。35mmフルサイズ対応レンズのご使用をおすすめします
＊15 2021年1月広報発表時点、
ソニー調べ。
フルサイズレンズ交換式デジタルスチルカメラにおいて ＊16 4K 120p、8Kで動画撮影時は、
［ APS-C撮影］は［切］に固定されます。35mmフルサイズ対応レンズの使用を推奨します。
PCア

USB充電/
給電対応

全

70本

＊8

誰も見たことのない 新次元の映像表現へ

プリケーション
「Catalyst Browse（カタリストブラウズ）
」
もしくは
「Catalyst Prepare
（カタリストプリペア）
」
で、
8K撮影素材の閲覧が行えます ＊17 ソニー内部測定条件。
自動電源OFF温度
［高］
時 ＊18 ソフトウェアアップデートVer.1.30以
降にて、
8K 4:2:2 10bit 記録も選択可能になります ＊19 連写時は、
0.5秒より遅いシャッター速度は設定できません。
装着レンズや撮影設定によって異なる場合があります ＊20 240fpsの場合、対角視野角が約33度に固定されます。
また、解像度はUXGA相当となります。
［ファインダーフレームレート］
で
［高速
（120fps）
］
もしくは
［より高速
（240fps）
］
が選択されているとき、
［表示画質］
は選択不可です

1におすすめのレンズ

高解像と圧倒的なスピードを高次元で両立する新開発有効約5010万画素メモリー
内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサーと、従来比最大約8倍＊9 の高速処理
が可能な新画像処理エンジン
「BIONZ XR（ビオンズ エックスアール）」
を採用。有効約
5010万画素の高解像でありながら、
ブラックアウトフリー＊10で最高約30コマ/秒＊4
のAF/AE追随高速連写が可能となり、これまで撮り逃していたコマ間の一瞬の動き
も、より確実に捉えることができます。メモリーの大容量化やシステムの高速化で、
30コマ/ 秒連写＊4では JPEGで約165枚＊5、もしくは圧縮RAWで約155枚＊11、20コ

FE 24-70mm F2.8 GM II

FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

FE 50mm F1.2 GM

SEL2470GM2
オープン価格

SEL70200GM2
オープン価格

SEL50F12GM
オープン価格

マ/秒連写ではJPEG Lサイズ ファインで約400枚の連写持続性能も実現しました。

04

05

さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

最先端のAF技術による新しい撮影スタイル
撮影領域のほぼ全面となる約93%をカバーする、693点の像面位相差検出AFセンサーを搭
載。位相差AFセンサーの広いカバー範囲と高密度配置で、ピントが抜けやすい小さな被写
体も、画面の端から端まで広範囲に精度高く捉えます。また、高速性と追随性に優れた位相
差AFと高精度なコントラストAFを併用するファストハイブリッドAFの進化に加えて、常時測
距と動体アルゴリズムによる粘り強い動体追随性能も実現。動きの速い被写体を瞬時に捉
えることができます。さらに、AI ※を用いたソニー独自の物体認識アルゴリズムで、色や模様、
被写体距離といった空間情報をリアルタイムに高速処理し、さまざまな環境下で高速・高精度
に被写体を追随する
「リアルタイムトラッキング＊15」
や、
人物にも動物＊3にも動画＊4にも対応する、
進化した
「リアルタイム瞳AF」を搭載。
最先端のAF技術による新たな撮影スタイルを実現します。
※ 機械学習を含むAI
（人工知能）
の技術を活用しています

スムーズで安定した撮影を支える操作性
高解像度・高輝度な約369万画素「Quad-VGA OLED Tru-Finder（トゥルーファインダー）
」
を
搭載。また、高精度な手ブレ補正ユニットとジャイロセンサーを搭載し、手ブレ補正アルゴリズム
を最適化することで、5.5段＊16の手ブレ補正効果を実現。さらに、ボタン・キーの操作感の改善
をはじめ、被写体をダイレクトに選択できるタッチフォーカスなど、素早い撮影をサポートする操
作性を実現しています。好みに合わせて設定できる豊富なカスタマイズ機能も充実し、
プロフェッ
ショナルのニーズに応えます。

プロフェッショナルの要望に応える信頼性・接続性
FE 12-24mm F4 G

1/2500秒

F5.6

カメラとしての機能・性能だけではなく、プロの道具には高い信頼性が要求されます。ゴミ

ISO 200

や水滴の浸入経路となりえる箇所を徹底的に見直し、フィールドでの過酷な使用に耐えられ
る防塵・防滴性能＊17 を高めました。また、トップカバー、フロントカバー、内部フレーム、リヤ
カバーに至るまで軽量かつ剛性に優れたマグネシウム合金を採用したことで、小型でありな

プロの要望に応えた、圧倒的なスピード性能

がら堅牢なボディ構造を実現。さらに、有線・無線を問わず接続機能・性能が向上。最高約
1Gbpsの高速通信を実現する1000BASE-T対応の有線LAN端子の搭載や、電波干渉の少
ないデータ転送が選択可能な5GHz帯域＊18無線LAN（Wi-Fi）
対応で、
データ転送はもちろん
PCリモート撮影時も高速かつ安定した通信を実現。撮影から納品までのスピードが求めら

フルサイズミラーレス

れるスポーツ系、報道系プロフォトグラファーのワークフローを効率化します。

ボディ ILCE-9M2 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

＊1 静止画撮影時

＊2 メカシャッター時

＊3 人物と動物ではモードの切り換えが必要です。
すべての動物が対象ではありません ＊4 動画にも対応したリアルタイム瞳AF（人物）
が使用できます。動画撮影時のリアルタイム瞳AFは、動物

には対応していません ＊5 電子シャッター使用時 ＊6 連続撮影可能枚数はJPEGスタンダード枚数表示。
撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります ＊7 バッテリーとメモリーカード含む ＊8 撮影可能枚数は液晶モニター使用
時/CIPA規格準拠 ＊9 2022年11月現在。APS-Cフォーマット対応レンズ23本を含む ＊10 連続撮影モード
「Hi」時。
シャッタースピードが1/125以上の場合に有効です。AF-Cモード時は、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異な

35mm

フルサイズ

積層型

CMOS
センサー

有効

ISO＊1

約 2420 万
画素

10051200＊2

拡張50-204800

AF

693 /
425

連続撮影
可能枚数

＊5
点
追いかける 約 コマ/秒
点
瞳AF
高速連写
最大
位相差/コントラスト （動物対応＊3＊4） （AF/AE追随）

20

361枚

＊6

サイレント撮影

質量
約

678g

光学式

5軸ボディ内

＊7

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル
スロット

最大撮影
可能枚数
約

690枚

＊8

ります。
また、装着レンズによってソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。互換情報詳細については、
サポートサイトをご覧ください ＊11 低速シャッター時はライブビュー表示の更新頻度が遅くなります ＊12 シャッター
スピードが1/125以上の場合に有効です。装着レンズ、
カメラ設定によって演算回数は異なります ＊13 MとSモード設定時のみ1/32000秒まで選択可能です
（1/16000-1/32000秒の間は選択ができません）。
それ以外の撮影モードでは

USB充電/
給電対応

全

70本

＊9

革新的なイメージセンサーによる新次元の高速性能

最高1/16000秒になります ＊14 静止画撮影時。
撮影環境・条件によって、
微小な歪みが残ることがあります ＊15 メニュー上の名称は
「トラッキング」
です ＊16 CIPA規格準拠、
ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 50mm F1.4 ZA装着時、
長秒時ノイズリダクションオフ時 ＊17 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 ＊18 お使いいただく国や地域により、屋外における5GHz帯でのPCリモート撮影時の「Wi-Fi
Direct」接続は、制約がある場合があります。
その場合は、MENUから「ネットワーク」を選択し、
「 Wi-Fi 設定」で使用する帯域を2.4GHz帯に設定してください

9 Ⅱにおすすめのレンズ

圧倒的なスピードを実現する、有効約2420万画素のメモリー内蔵35mmフルサイズ積層型
「Exmor（エクスモア）RS」CMOSイメージセンサーを搭載。回路部を画素領域とは別の層に
積層配置することで、高速信号処理回路を大幅に拡張しました。また、画像処理エンジン
BIONZ X（ビオンズ エックス）
との組み合わせで、最高約20コマ/秒＊10 連写、ブラックアウト
画像処理エンジン
内蔵メモリー
高速信号処理回路
画素領域

06

フリー連続撮影＊11 や、最大60回/秒＊12 の演算によるAF/AE追随、最高1/32000秒＊13での
歪みを極限まで抑える＊14アンチディストーションシャッターを実現。さらに、ファインダー像
消失がなく表示ラグを限りなく低減させた結果、リアルタイムで撮像イメージを確認できま
す。一眼レフのメカ構造の性能と限界を超える、
「光を捉え続ける」新次元の高速性能を備え

FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

SEL70200GM2
オープン価格

SEL100400GM
希望小売価格 383,900円（税込）

FE 600mm F4 GM OSS
受注生産

SEL600F40GM
希望小売価格 1,998,700円（税込）

ています。
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

AI処理に特化した新開発のAIプロセッシングユニットを搭載したことよる次世代のAFシステム
α7R VではAIプロセッシングユニットにより向上し
た認識性能をはじめ、静止画・動画を問わず、AFシ
ステム全体が大きく進化。ディープラーニング技術を
活用し強化された「リアルタイム認識AF」
と被写体を
追尾する「リアルタイムトラッキング」
を、よりワイドで
高密度になったファストハイブリッドAFがサポート。
より深く、広く狙った被写体を高精度に捉えます。

リアルタイム認 識 A F
［ 人物 ］・被写体の骨格情報を使ってその動きを高精度に認識することが可能に
・人物の瞳の認識精度がα7R IV比で約60％＊10 向上

［ 動物 ］

・犬や猫のような動物の、頭や顔の認識が加わっただけでなく、一部の草食動物
・小動物の瞳を認識しやすくなりました。

・カメラが姿勢推定技術を用いて処理を行うことで、瞳だけではなく
人間の胴体、頭部の位置をより高精度に認識

・従来と比べ、動物に対する認識性能は約40％＊11 向上
［ 車/列車 ］・車、鉄道車両の全体または先頭部を認識

［ 鳥 ］ ・瞳を認識できる種類や姿勢の拡大に加え、頭や体の認識にも新たに対応

［ 飛行機 ］ ・機体全体または先頭部を認識

［ 昆虫 ］・体全体または頭部を認識

自然風景での撮影にも対応する新ピクセルシフトマルチ撮影 ＊12
極めて高い解像感を持つ画像を生成する「ピクセルシフトマルチ撮影」がさらに進化しました。α7R Ⅴでは、ボディ内手ブレ補正機構を高精度に制御して計16枚の画
像を撮影。合計約9億6320万画素分の膨大な情報を、約2億4080万画素（19,008×12,672）
＊13の画像生成が可能です。これまで、撮影中に人物や木の葉などの被写
体の動きが生じた場合、正しく合成されないケースもありましたが、新しい「Imaging Edge Desktop™」PCアプリケーションでは、合成時に画像に含まれる人物や木
の葉などの数ピクセル単位のわずかな動きを自動検出し補正します＊14。これにより美術品や建築物などの静止物に加え、屋外での風景など活用シーンが広がります。

α史上最高 ＊15の8段 ＊16の手ブレ補正効果と4軸マルチアングル液晶モニター
FE 85mm F1.4 GM

85mm

1/320秒

F1.4

ISO500

知性を手にした、新次元 AF
高解像× AI プロセッシングユニット

高解像性能を引き出す
進化した高性能光学式 5 軸ボディ内手ブレ補正

撮影の自由度を高める
ソニー独自の4 軸マルチアングル液晶モニター

高精度な手ブレ補正ユニットおよびジャイロセンサーと、最適化されたアルゴ

チルト液晶モニターと横開きバリアングル液晶モニターの利便性を兼ね備

リズムで、
手ブレ補正システムがトータルで進化。
検出したブレを高精度にコン

え、横位置でも縦位置でも見やすい位置に自在に角度を調整できる、ソニー

トロールし補正します。手ブレ補正効果はα史上最高＊15の8段＊16をボディ単

独自の4軸マルチアングル液晶モニターを新開発しました。


体で実現し、撮影感度を上げたくない室内や夜景などのスローシャッターで
の手持ち撮影に効果を発揮します。また、新アルゴリズムにより1画素レベル
の微細なブレ量をも高い精度で検出し補正することで、イメージセンサーの
持つ高解像性能で被写体をより鮮鋭に捉えます。さらに、対応する手ブレ補正

フルサイズミラーレス

ボディ ILCE-7RM5 オープン価格

機構内蔵レンズ＊17との組み合わせで、望遠域で発生しがちな大きなブレを効

新発売

果的に抑制。従来よりも安定したフレーミングで撮影をサポートします。


※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

35mm

フルサイズ

裏面照射型

CMOS
センサー

有効

約 6100 万
画素

ISO＊1

10032000

拡張50-102400

AF

693点
位相差

リアルタイム
認識AF
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約
コマ/秒
高速連写
（AF/AE追随）

連続撮影
可能枚数

1000枚

＊2

以上

サイレント撮影

質量
約

723g

光学式

5軸ボディ内

＊3

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル

スロット
CFexpress Type A
SDXC UHS-II

最大撮影
可能枚数
約

530枚

＊4

＊1 静止画撮影時

USB充電/
給電対応

全

70本

＊5

＊2 JPEG Lサイズ スタンダード設定時。撮影条件によって枚数は変わります ＊3 バッテリーとメモリーカードを含む

＊4 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠

＊5 2022年11月現在。APS- Cフォー

マット対応レンズ23本を含む ＊6 2022年10月広報発表時点、
ソニー調べ。35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして ＊7 認識対象の設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。
また、設定と異なる
被写体を認識する場合があります ＊8 CIPA規格準拠、
ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時 ＊9 2022年10月広報発表時点、
ソニー調べ ＊10 ソニー内部測定。α7R IVとの比較において
＊11 ソニー内部測定。α7 IVとの比較において ＊12 合成・現像には最新の対応する
「Imaging Edge Desktop™」
の
「Viewer」
「Edit」
が必要です。
カメラや被写体のブレが発生すると正しく画像が合成されないことがあります。撮影時は
三脚などを使用し、
さらにPCリモート撮影やリモートコマンダーを用いて撮影してください。
ピクセルシフトマルチ撮影時は、非圧縮RAW記録かつサイレント撮影が［入］
に固定になります。
フラッシュ撮影など一部機能に制限があります
＊13 現像後に出力される画像サイズは、
4枚撮影時で6020万画素
（9504×6336）
、
16枚撮影時で約2億4080万画素
（19,008×12,672）
です ＊14 2022年10月広報発表時点。
対応機種：α1、α7R V ＊15 2022年10月広報発表時点。
ソ
ニー調べ ＊16 CIPA規格準拠、
ピッチ/ヨー方向、
FE 50mm F1.2 GM装着時、
長秒時ノイズリダクションオフ時 ＊17 対応するレンズはサポート情報
（https://www.sony.net/dics/7rm5-s/）
を参照ください。
レンズによってはレンズの

クラス最高 ＊6有効約6100万画素×次世代のAFシステム
α7R Ⅴは、画像処理エンジンとは別にAI処理に特化した新開発のAIプロセッシングユニッ
トを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、新たに人物の骨格や姿勢などの詳細な情報

ソフトウェアアップデートが必要になります。補正効果はレンズによって異なります

7R Vにおすすめのレンズ

に基づいたより高精度な被写体認識が可能になっただけでなく、乗り物や昆虫などより幅広
い被写体を認識し＊7、カメラの持つ解像性能を引き出します。α7Rシリーズの第五世代とし
て、高解像静止画や8K動画撮影において一層研ぎ澄まされた解像性能で被写体の細部を
高精細に描きます。さらに補正効果8段＊8とα史上最高＊9のボディ内手ブレ補正機能、新開
発の4軸マルチアングル液晶モニターから、高速通信性能まで、高い操作性と快適なワーク
フローで、高解像性能を志向するプロフェッショナルのニーズに応えます。
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FE 16-35mm F2.8 GM

FE 24-70mm F2.8 GM II

FE 24mm F1.4 GM

SEL1635GM
希望小売価格 352,000円（税込）

SEL2470GM2
オープン価格

SEL24F14GM
希望小売価格 227,700円（税込）
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーで
圧倒的な解像性能と階調性を実現

優れた解像感と忠実な質感描写を実現する
ピクセルシフトマルチ撮影 ＊7 

α7R IVは有効約6100万画素の裏面照射型

ボディ内手ブレ補正機構を高精度に制御し、イメージセンサーを正確に

CMOSセンサーを搭載し、圧倒的な解像度を

1画素分ずつずらして計16枚（α7R IIIは計4枚）
の画像を撮影。PC上の

フルサイズミラーレスで実現。高解像度、高感

専用のソフトウェアで合成することで、撮影した複数の画像が持つ約9

度・低ノイズ性能と、広いダイナミックレンジを

＊8 の膨大な情報
億6320万画素分（α7R IIIは約1億6960万画素分）

併せ持ち、撮影領域を拡大します。α7R IIIは、

から、解像感に極めて優れた1枚の画像を生成することができます。

有効約4240万画素の35mmフルサイズ裏面

100％の拡大表示をしても、被写体の持つ細部の色や質感、空気感ま

照射型CMOSセンサーを搭載し、広い感度域

で忠実に再現できるため、建築物や美術品などの記録・保管用の画像

での高解像と低ノイズ性能を両立しました。

撮影において、目で見る以上のディテールと臨場感あふれる画像を提
供します。

狙った被写体を捉えて逃さない
カメラまかせで被写体を自動追尾する
「リアルタイムトラッキング ＊9 」



圧倒的な解像度で、
最高約10コマ/秒＊11 のAF/AE追随高速連写

高解像での連写がトリミングの自由度を高める

FE 85mm F1.4 GM

1/125秒 F8 ISO 100

※ 画像はILCE-7RM4で撮影したものです

AI ※を活用した「リアルタイムトラッキング＊9」を搭載。静止画・動画を
問わず、狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押しするだけ

有効約 6100 万画素、第 4 世代の革新性能
フルサイズミラーレス

ボディ ILCE-7RM4A 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

35mm

フルサイズ

裏面照射型

CMOS
センサー

有効

約 6100 万
画素

ISO＊1

10032000

拡張50-102400

AF

567点/
425点

位相差/コントラスト

追いかける
瞳AF

10

約
コマ/秒
高速連写
（動物対応＊2） （AF/AE追随）

連続撮影
可能枚数
最大

68枚

＊3

サイレント撮影

質量
約

665g

光学式

5軸ボディ内

＊4

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル
スロット

最大撮影
可能枚数
約

660枚

＊5

で、カメラまかせの自動追尾が可能です。物体認識アルゴリズムで、色、

α7R IV、α7R IIIともに高解像でありながら、最高約10コマ/秒＊11 の

模様（輝度）
、被写体距離（奥行き）
からなる空間情報をリアルタイムに高速

AF/AE追随高速連写を実現。被写体の一瞬の動きや表情の変化まで

処理。AF時の顔/瞳優先を
「入」
にしておけば、被写体が人物＊10の場合、

逃さずに高精細に捉えます。また、ライブビュー方式では最高約8コマ/

リアルタイムに顔/瞳情報を検出し続け、被写体の状況に応じてフォー

秒＊11 の高速連写も可能。連写中のファインダーやモニターへの表示タ

カス枠を変化させます。また、カスタムキーに「押す間トラッキング」
を割

イムラグを限りなく低減することによる安定したフレーミングで、飛んで

り当てれば、狙ったタイミングで追尾を開始することも可能です。

いる鳥の撮影など、動きの激しい被写体の撮影に威力を発揮します。

※ 機械学習を含むAI
（人工知能）
の技術を活用しています ※ 画像はILCE-7RM4で撮影したものです

※ 画像はILCE-7RM4で撮影したものです

＊1 静止画撮影時 ＊2 動画にも対応したリアルタイム瞳AF
（人物）
が使用できます。
動画撮影時のリアルタイム瞳AFは、動物には対応していません ＊3 連続撮影可能枚数はJPEGスタンダード
（α7R IVはJPEG）枚数表示。撮影条件や使用
するメモリーカードにより異 なります ＊ 4 バッテリーとメモリーカード含 む ＊ 5 撮 影 可 能 枚 数 は 液 晶 モ ニター 使 用 時 / C I PA 規 格 準 拠 ＊ 6 2 0 2 2 年 1 1 月 現 在 。A P S - Cフォーマット対 応レン ズ 2 3 本 を 含 む

USB充電/
給電対応

全

70本

＊6

ILCE-7RM4Aは、液晶モニターの総ドット数が2,359,296ドットになりました

＊7 合成・現像には「Imaging Edge」
の
「Viewer」
「Edit」
が必要です。
カメラや被写体のブレが発生すると正しく画像が合成されません。撮影時は三脚などを使用し、
さらにPCリモート撮影やリモートコマンダーを用いて撮影してください。
ピクセルシフトマルチ撮影時は、非圧縮RAW記録かつサイレント撮影が[入]に固定になります。
フラッシュ撮影など一部機能に制限があります ＊8 現像後に出力される画像サイズは、4枚撮影時で6020万画素（9504×6336）、16枚撮影時
で約2億4080万画素（19008×12672）
です
（α7R IIIは4枚撮影時で約4240万画素＜7952×5304＞） ＊9 メニュー上の名称は「トラッキング」
です ＊10 検出対象として動物を選択しているときは、
リアルタイムトラッキングを選択する
ことができません ＊11 連続撮影モード
「Hi+」
時に最高約10コマ/秒、
連続撮影モード
「Hi」
時に最高約8コマ/秒の高速連写が可能です。
撮影設定によって最高連写速度が異なります

7Rシリーズにおすすめのレンズ

有効約 4240万画素でありながら、高速・高精度 AFを実現
フルサイズミラーレス

ボディ ILCE-7RM3A 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

35mm

フルサイズ

裏面照射型

CMOS
センサー

有効

約 4240 万
画素

ISO＊1

10032000

拡張50-102400

AF

399点/
425点

位相差/コントラスト

追いかける
瞳AF
（動物対応）
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約
コマ/秒
高速連写
（AF/AE追随）

連続撮影
可能枚数
最大

76枚

＊3

サイレント撮影

質量
約

657g

光学式

5軸ボディ内

＊4

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル
スロット

最大撮影
可能枚数
約

640枚

＊5

USB充電/
給電対応

全

70本

＊6

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 24-70mm F2.8 GM II

FE 135mm F1.8 GM

SEL1635GM
希望小売価格 352,000円（税込）

SEL2470GM2
オープン価格

SEL135F18GM
希望小売価格 270,600円（税込）

ILCE-7RM3Aは、液晶モニターの総ドット数が2,359,296ドットになりました

10

このマークは、
それぞれα7R Ⅳ、
α7R Ⅲに搭載されている機能を表します
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

フルサイズ領域での4K全画素読み出しや、
印象的な表現を可能とする多彩な動画性能
新開発フルサイズイメージセンサーと新画像処理エンジン「BIONZ XR」
の搭
載で、画素加算のないフルサイズ領域での4K全画素読み出しのほか、10bit
のビット深度、4:2:2カラーサンプリング、高効率なMPEG-H HEVC/H.265
コーデック対応、All-Intra記録 ＊12 など高 い 映 像 品 質を実 現。また、最 大
120pのハイフレームレート動画を4K解像度によるカメラ内記録に対応。4K
解像度で最大5倍のなめらかなスローモーションで印象的な映像表現が可
能になりました。拡大するRAW収録への要望に応え、αシリーズ初＊10、カメ
ラからHDMIケーブル経由で対応する外部レコーダー＊13 への16bit RAW動
画の出力が可能に。ポストプロダクションを前提としたワークフローを高い
基本性能でパワフルにサポートします。

FE 85mm F1.4 GM

1/125秒

F9

BEST
PHOTO/VIDEO
CAMERA
EXPERT 受賞

フルサイズミラーレス

ボディ ILCE-7SM3 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

35mm

フルサイズ

CMOS
センサー

有効

約 1210 万
画素

長時間連続録画を可能にする
新開発の放熱構造

業務用ラージフォーマットカメラ「FX9」譲りのAF性能を搭載。動画撮影

動画撮影中の温度上昇を抑制し、長時間の4K連続録画をサポートする

時も像面位相差AFが有効。リアルタイムトラッキングやリアルタイム瞳

ため、設計を徹底的に見直し効率的な放熱構造を実現しました。新開

AFに加えて、プロのフィードバックを反映した細やかなAFトランジ

発の放熱構造が、イメージセンサーや画像処理エンジンの駆動に伴う

ISO 6400

映像クリエイターの創造力を突き動かす高感度性能

裏面照射型

動画撮影におけるフォーカスワークの
常識を変えるAFシステム

ISO＊1

80102400

拡張40-409600

AF

759 /
425

点
追いかける 約 コマ/秒
点
瞳AF
高速連写
位相差/コントラスト （動物対応＊2＊3） （AF/AE追随）
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連続撮影
可能枚数

1000枚

＊4

以上

サイレント撮影

質量
約

699g

光学式

5軸ボディ内

＊5

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル

スロット
CFexpress Type A
SDXC UHS-II

最大撮影
可能枚数
約

600枚

＊6

ション速度、AF乗り移り感度や、直感的な操作、マニュアルフォーカス

熱を効果的に分散し放熱させることで、小型・軽量ボディを維持しつ

中のAFサポートにも対応しています。さまざまな撮影条件下で安定し

つカメラ本体内の温度上昇を抑制。1時間を超える高精細4K 60p動画

たAF性能と多彩なフォーカスワークを提供します。

の記録＊14を可能にしています。

＊1 静止画撮影時 ＊2 人物と動物ではモードの切り換えが必要です。
すべての動物が対象ではありません ＊3 動画にも対応したリアルタイム瞳AF
（人物）
が使用できます。
動画撮影時のリアルタイム瞳AFは、
動物には対応していません ＊4 非圧
縮RAW/非圧縮RAW+JPEGの撮影時は、
CFexpress Type Aメモリーカードが必要です ＊5 バッテリーとメモリーカード含む ＊6 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠 ＊7 2022年11月現在。
APS-Cフォーマット対応レンズ23本を

USB充電/
給電対応

全

70本

＊7

映像クリエイターの感性に応える、α7Sシリーズ新世代モデル

含む ＊8 S-Log3動画撮影時。
ソニー内部測定 ＊9 QFHD
（3840×2160）
。
約10％画角がクロップされます ＊10 2020年7月時点、
ソニー調べ ＊11 CFexpress Type Bメモリーカードは使用できません ＊12 ファイルフォーマットメニューで
XAVC S-I 4KまたはHDを選択 ＊13 ATOMOS社 NINJA Vモニター/レコーダー。
2020年7月時点 ＊14 ソニー内部測定条件。
XAVC S-I 4K 4:2:2 10bit記録、
25℃
（室温および録画開始時のカメラ温度）
、
自動電源OFF温度[高]設定、
条件によっ
て撮影可能時間は変わります

7S Ⅲにおすすめのレンズ

わずかな光までも描写する圧倒的な高感度性能と、すべての感度域で広いダイナミックレンジを実
現するα7Sシリーズの基本コンセプトはそのままに、さらなる表現力を追求するため、有効約1210万
画素の裏面照射型CMOSイメージセンサーを新開発。拡張最高ISO感度409600や15+ストップ＊8
のダイナミックレンジに加え、最大4:2:2 10bitの4K 120p＊9 動画記録や、α7Sシリーズとして初＊10
の像面位相差AFに対応。撮影領域のさらなる拡大を可能にします。さらに、
AF、
画像認識、
画質調整、
現像といったリアルタイム処理を、新画像処理エンジン「 BIONZ XR（ビオンズ エックスアール）
」
に集
約することで、画像処理の遅延時間を短縮するとともに、動画・静止画処理能力を大幅に向上して
います。また、デュアルスロットは従来のSDカードに加え、高速性能を備えた小型メモリーメディア
「 CFexpress Type Aメモリーカード」
に対応＊11。4K 120p＊9などの高ビットレートの書き込みやデー

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 24mm F1.4 GM

FE 35mm F1.4 GM

SEL1635GM
希望小売価格 352,000円（税込）

SEL24F14GM
希望小売価格 227,700円（税込）

SEL35F14GM
希望小売価格 228,800円（税込）

タ転送速度が大幅に向上し、これまで以上の快適な操作性を実現します。
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

質感表現にもこだわったフラッグシップ譲りの高画質
新開発CMOSイメージセンサーとフラッグシップモデル α1やα7S IIIに搭載した最新の画像
処理エンジンの採用に合わせて、ソニー独自の画作りがさらに進化。人物の柔らかな肌の質感
は自然な解像とディテールで再現され、有効約3300万画素を生かして精細な風景もすみずみ
まで描写。スペックや数値測定では表現しきれない、質感表現にこだわった静止画・動画画質
を提供します。また、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類の新画像スタイル「クリエイティブ
ルック」など多彩な新機能にも対応。さらに、簡単にシネマティックな表現を実現するルック
「S-Cinetone」
も搭載しています。

写真も動画も高精度・高速・高追随の進化したAFシステム
α1と同等の759点＊2の選択可能な位相差測距点と425点のコントラスト測距点を高密度に配置。
新画像処理エンジンBIONZ XRがパワフルに処理することで、高精度・高速・高追随のAFを
実現しました。また、リアルタイムトラッキングも搭載し、顔検出精度も向上しています。さらに、
BIONZ XRにより向上した高い被写体検出能力で、
動画撮影時のオートフォーカスも大きく進化。
リアルタイム瞳AFの動物、鳥対応＊3に加え、AF/MFのシームレスな切り換えで被写体のフォーカス
移動を容易にするAFアシスト、ピントの合う範囲（被写界深度）
をライブビュー画面に映し出す
フォーカスマップなど、妥協のない動画撮影機能の充実で、クリエイティブな映像表現を強力に
サポートします。

ハイブリッド機として快適な撮影をサポートする操作性
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

1/160秒

F5.6

αシリーズの特長である、フルサイズながら小型・軽量のボディを実現しつつ、静止画・動画

ISO100

撮影を問わず直感的な操作性を追求しました。バリアングル液晶モニターの採用や、約368万
ドット高精細電子ファインダー、タッチ対応かつ刷新されたメニュー画面、静止画・動画の
即時切り換えなど、静止画・動画を問わず快適な操作性をサポートします。また、動画時

Beyond basic 次代の、新基準へ

の手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」＊10にも対応。さらに、最新のBIONZ XR
の高速処理能力で、VLOGCAM ZV-1とZV-E10で対応したUVCストリーミング機能がパワー
アップ。α7 IVでは、高画質4K映像の出力に加え、出力映像の解像度選択や、本体内同時
記録など、用途に応じて最適な設定を選択でき、利便性が向上しています。リモートが好ま

フルサイズミラーレス

れるこれからの時代に合わせて、カメラも進化し続けます。

ボディ ILCE-7M4
ズームレンズキット ILCE-7M4K（ボディ+キットレンズ：FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS）
各オープン価格
※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

35mm

フルサイズ

裏面照射型

CMOS
センサー

有効

約 3300万
画素

ISO＊1

10051200

拡張50-204800

AF

759点 / 追いかける
425点
瞳AF
＊2

約

10コマ/秒

高速連写
位相差/コントラスト （動物/鳥対応＊3＊4）（AF/AE追随）

連続撮影
可能枚数

1000枚
以上

サイレント撮影

質量

＊5

約

658g

光学式

5軸ボディ内

＊6

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル

スロット＊7
CFexpress Type A
SDXC UHS-II

最大撮影
可能枚数
約

580枚

＊8

USB充電/
給電対応

全

70本

＊9

有効約3300万画素の新開発イメージセンサーと最新世代の画像処理エンジンでフラッグシップ譲りの高画質へ

＊1 静止画撮影時 ＊2 759点は静止画撮影時のAF測距点数。撮影モードにより点数は異なります ＊3 すべての動物・鳥が対象ではありません。人、動物、鳥ではモードの切り換えが必要です。
シーンや被写体の状態によってはうまく
フォーカスが合わない場合があります ＊4 動画にも対応したリアルタイム瞳AF（人物・動物・鳥）
が使用できます ＊5 非圧縮RAW/非圧縮RAW+JPEGの撮影時は、
CFexpress Type Aメモリーカードが必要です。
非圧縮RAW＋JPEG撮影
時は最大約828枚になります ＊6 バッテリーとメモリーカード含む ＊7 CFexpress Type Aはスロット1のみ対応 ＊8 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠 ＊9 2022年11月現在。APS-Cフォーマット対応レンズ23本を
含む ＊10 アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。
焦点距離が200mm以上の場合はスタンダードに設定することをお勧めします。
撮像フレームレートが120fps以上になる記録方式ではアクティブモードは無効になります

7 Ⅳにおすすめのレンズ

静止画・動画の撮影領域のさらなる拡大を目指し、ソニーが誇るイメージセンサー技術を
結集し、裏面照射型 有効約3300万画素の35mmフルサイズCMOSセンサーを新開発。
また、ベーシックモデルでありながら、フラッグシップモデルのα1やα7S IIIで採用された
最新の画像処理エンジン BIONZ XR（ビオンズ エックスアール）
を搭載することで、撮像や
各種信号処理の実行まで随所で処理能力が大幅に向上しています。これにより、高い階調
表現や忠実な色再現性能などの画質進化、AF/AFおよび顔/瞳検出の速度・精度向上、
4K 60pの動画記録などの膨大な映像データ処理、EVF表示やメニュー操作におけるレス
ポンス向上、CFexpress Type Aメモリーカードへの高速書き出し性能など、α1やα7S III

FE 24-105mm F4 G OSS

FE 20mm F1.8 G

FE 35mm F1.4 GM

SEL24105G
希望小売価格 181,500円（税込）

SEL20F18G
希望小売価格 147,400円（税込）

SEL35F14GM
希望小売価格 228,800円（税込）

で実現した多くの機能や性能を本機でも引き継いでいます。
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

創造力を解き放つ高い描写性能
35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーと画像処理エンジンによる研ぎ澄まされた描写性能
有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーと、
新世代の画像処理エンジンBIONZ X（ビオンズ エックス）を搭載し、
常用ISO感度最高51200の広い感度域やα7 II比で最大1.5段分の
画質向上、約15ストップ＊10 の広ダイナミックレンジを実現。さらに、色
再現性をより高め、人物撮影における肌の色や、鮮やかな花などを自
然な印象で描写します。

一瞬を逃さないリアルタイム瞳AFとAF/AE追随高速連写
AI ※ を活用した技術で、被写体の瞳を自動検出してオートフォーカスする
「リアルタイム瞳AF」を搭載。動きのある被写体でも、シャッターボタンを半
押しするだけでリアルタイムに被写体の瞳を検出し続け、高精度に追随し
ます。また、人物はもちろん、一部の動物 ＊2 の瞳にも対応。大好きなペット
の愛らしい瞳が格段に撮影しやすくなります。さらに、シャッターチャージ
ユニットの採用に加え、画像処理システムの進化で、フル解像度で最高約
10コマ/秒 ＊11 のAF/AE追随高速連写を実現。連写中のファインダーや液
晶モニターへの表示タイムラグを限りなく低減し、動きの激しい被写体でも
安定してフレーミングできます。バッファーメモリーの大容量化やシステム
の高速化、UHS-II対応のカードスロットの採用で、JPEG（スタンダード）は
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

1/320秒

F11

ISO 100

約177枚、圧縮RAWは約89枚、非圧縮RAWは約40枚の連続記録可能枚

ホワイトバランス：日
 陰

数＊12 を実現しました。

フルサイズミラーレスの新基準を目指した描写性能
BEST MIRRORLESS
CSC 
EXPERT 
FULL FRAME 受賞

フルサイズミラーレス

※ 機械学習を含むAI
（人工知能）
の技術を活用しています

高精度な手ブレ補正を実現する光学式5軸ボディ内手ブレ補正
α7 IIIは、高精度な手ブレ補正ユニットとジャイロセンサーを搭載し、手ブレ補正アルゴリズムを最適化することで、5.0段＊13 の補正効果を実現。焦点距

CP+2018
ワールドプレミア
アワード
レンズ交換式
カメラ部門 受賞

DPREVIEW
GOLD AWARD
受賞

ボディ ILCE-7M3
ズームレンズキット ILCE-7M3K （ボディ＋キットレンズ：FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS）
各オープン価格

離が長くなるほど起こりやすい角度ブレ（ピッチ/ヨー）
に加え、マクロ撮影時などに顕著に現れるシフトブレ（X/Y）
、夜景撮影時や動画撮影時などに目立
つ回転ブレ（ロール）
の5軸でブレを検出し、高い補正効果を発揮します。静止画撮影中の手ブレ補正効果はライブビュー映像で確認できるため、望遠撮
影時やマクロ撮影時でも快適にフレーミングやピントを合わせられます。

※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

＊1 静止画撮影時

35mm

フルサイズ

裏面照射型

CMOS
センサー

＊1

有効

約 2420 万
画素

ISO

10051200

拡張50-204800

AF

693点/
425点

追いかける
瞳AF

10

連続撮影
可能枚数

約
コマ/秒
高速連写
最大
位相差/コントラスト （動物対応＊2 ） （AF/AE追随）

サイレント撮影

質量

177枚

＊3

約

650g

光学式

5軸ボディ内

＊4

（連写時も対応）

手ブレ補正

デュアル
スロット

最大撮影
可能枚数
約

＊2 ソフトウェアアップデートVer.3.0以降で対応。人物と動物ではモードの切り換えが必要です。
すべての動物が対象ではありません ＊3 連続撮影可能枚数はJPEGスタンダード枚数表示。撮影条件や使用するメモリー

カードにより異なります ＊4 バッテリーとメモリーカード含む ＊5 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠 ＊6 2022年11月現在。APS-Cフォーマット対応レンズ23本を含む ＊7 24p記録時。30p記録時は、約1.6倍です
＊8 HDR（HLG）映像をテレビで表示する場合は、HDR（HLG）対応ソニー製テレビと本機をUSB接続しご覧ください ＊9 音声記録はできません。Class 10以上のSDHC/SDXCカードが必要です  ＊10 ソニー測定条件 ＊11 連続撮影モー

7 10枚

＊5

USB充電/
給電対応

全

70本

＊6

高解像4K動画と多彩な動画機能

ド
「Hi+」時に最高約10コマ/秒、連続撮影モード
「Hi」時に最高約8コマ/秒の高速連写が可能です。撮影設定によって最高連写速度が異なります ＊12 連続撮影モード
「Hi+」時。UHS-II対応のSDXCメモリーカード使用時。
ソニー測定条件
＊13 CIPA規格準拠、
ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時

7 Ⅲにおすすめのレンズ

フルサイズ領域で画素加算のない全画素読み出しにより、4K（QFHD：

約2倍の豊富な情報量

3840×2160）映像に必要な画素数の約2.4倍＊7 の豊富な情報量を凝

ローを実現するHLG（Hybrid Log-Gamma）＊8 への対応や、14ストッ
プの広いダイナミックレンジを実現するS-Log3、最大5倍までのスロー

2140画素

誇る4K動画画質を実現しています。また、インスタントHDRワークフ

3376画素

縮して4K映像を出力するため、モアレやジャギーの少ない高解像力を

モーションと最大60倍までのクイックモーションを最大50Mbpsの高
画質フルHDで本体内記録可能なスロー&クイックモーション＊9 など、
表現の幅を広げる多彩な動画機能を備えています。

16

6000画素

3840画素

FE 24-105mm F4 G OSS

FE PZ 16-35mm F4 G

Sonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZA

SEL24105G
希望小売価格 181,500円（税込）

SELP1635G
オープン価格

SEL55F18Z
希望小売価格 113,300円（税込）

17

さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

コンパクトボディに最先端AFを搭載
これまでαが培ってきた高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差AFシステムを搭載。
AI※を活用してリアルタイムに瞳を追いかけ続ける「リアルタイム瞳AF」
は、AF時に「顔/瞳優
先」を設定することで、カスタムキーだけでなく、シャッターボタンの半押しやAF-ONボタン
を押した際にも瞳AFが作動します。動きのある写真を撮影する際も、シャッターボタン半押
しの状態でも高精度に瞳を追い続け、そのままシャッターを切ることができます。また、狙い
たい被写体を指定しシャッターボタンを半押しするだけで、
カメラまかせで自動で追い続ける
「リアルタイムトラッキング＊10」
にも対応。色、模様（輝度）
、被写体距離（奥行き）
からなる空
間情報をリアルタイムに高速処理し、静止画、動画撮影時を問わず、一度捉えた被写体を見
失うことなくピントを合わせ続けることが可能です。

※ 機械学習を含むAI
（人工知能）
の技術を活用しています

5.0段 ＊11の補正効果を実現する光学式5軸ボディ内手ブレ補正
α7Cのコンパクトボディに最適化された高精度な手ブレ補正ユニットとジャイロセンサーを
搭載し、手ブレ補正アルゴリズムを最適化することで、5.0段＊11 の補正効果を実現。焦点距
離が長くなるほど起こりやすい角度ブレ（ピッチ/ヨー）
に加え、マクロ撮影時などに顕著に現
れるシフトブレ（X/Y）、夜景撮影時や動画撮影時などに目立つ回転ブレ（ロール）
の5軸でブ
レを検出し、高い補正効果を発揮します。静止画撮影中の手ブレ補正効果はライブビュー映
像で確認できるため、望遠撮影時やマクロ撮影時でも快適にフレーミングやピントを合わせ
られます。また、動画撮影時も5軸の手ブレ補正をします。

FE 135mm F1.8 GM 1/200秒 F2.8

動画を快適に撮影できるデザインを採用

ISO 1600

横開きタイプの「バリアングル液晶モニター」
を背面に搭載。横方向に176度、上方向180度、
下方向90度と自在に可動するバリアングル機構で、動画撮影時の手持ち撮影や自撮り、地

世界最小・最軽量＊1 と高性能を両立

シルバー
（S）

面すれすれのローポジションでの迫力ある撮影など、状況に応じた自由なポジションやアン

ブラック
（B）

グルでの撮影ができます。さらに、画面上でフォーカスしたい被写体をタッチすれば、精度よ
くスムーズに被写体へのピント合わせが可能です。また、さまざまな撮影アングルからの操作
性を考慮し、MOVIEボタンをボディ上面に配置。動画撮影で多いウエストポジションでの撮
影時もボタンへアクセスしやすく、好みに応じて他の機能を割り当てることもできます。

フルサイズミラーレス

ボディ ILCE-7C
ズームレンズキット ILCE-7CL （ボディ＋キットレンズ：FE 28-60mm F4-5.6）
各オープン価格
※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

裏面照射型

35mm

CMOS

フルサイズ

センサー

有効

約 2420 万
画素

ISO＊2

10051200

拡張50-204800

AF

693点/
425点

追いかける
瞳AF

10

連続撮影
可能枚数

約
コマ/秒
高速連写
最大
位相差/コントラスト （動物対応＊3＊4） （AF/AE追随）

223枚
＊5

サイレント撮影

質量
約

509g

光学式

5軸ボディ内

＊6

（連写時も対応）

手ブレ補正

シングル
スロット

最大撮影
可能枚数
約

740枚

＊7

＊1 光学式ボディ内手ブレ補正機構搭載のフルサイズセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。2020年9月時点。
ソニー調べ ＊2 静止画撮影時 ＊3 人物と動物ではモードの切り換えが必要です。
すべての動物が対象ではありません
＊4 動画にも対応したリアルタイム瞳AF
（人物）
が使用できます。
ソフトウェアアップデートVer.2.00以降で動画にも対応したリアルタイム瞳AF
（動物）
が使用できます ＊5 連続撮影可能枚数はJPEGスタンダード枚数表示。
撮影条件や使用する

USB充電/
給電対応

全

70本

＊8

世界で最も軽い フルサイズ一眼カメラシステム

メモリーカードにより異なります ＊6 バッテリーとメモリーカード含む ＊7 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠 ＊8 2022年11月現在。
APS-Cフォーマット対応レンズ23本を含む ＊9 35mmフルサイズセンサー搭
載デジタル一眼カメラ用の交換式ズームレンズとして。
2020年9月時点。
ソニー調べ ＊10 メニュー上の名称は
「トラッキング」
です ＊11 CIPA規格準拠、
ピッチ/ヨー方向、
Planar T＊ FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクション
オフ時

7Cにおすすめのレンズ

＊1

α7Cは、世界最小・最軽量＊1 の約509g ＊6 を実現。さらに、α7Cのコンパクトさを最大限に

キットレンズ装着時の質量

約

676 g

約509g＊6
SEL2860
約167g
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約

945 g
約650g＊6
SEL2870
約295g

生 か す た め、世 界 最 小・ 最 軽 量 ＊9 約167gの キットレ ン ズ「 FE 28-60mm F4-5.6
（SEL2860）」
も新開発。どこへでも手軽にフルサイズの描写力を持ち運ぶことができるかつ
てない小型・軽量システムでありながら、高画質、オートフォーカス性能、動画性能など、性
能に一切妥協することなく、
ソニーが培ってきた最先端技術を惜しみなく搭載。新しいコンセ
プト“Compact”と高性能を両立し、静止画・動画を問わず、これまでにない自由な撮影ス
タイルを実現します。

FE 24-105mm F4 G OSS

FE 20mm F1.8 G

FE 24mm F1.4 GM

SEL24105G
希望小売価格 181,500円（税込）

SEL20F18G
希望小売価格 147,400円（税込）

SEL24F14GM
希望小売価格 227,700円（税込）
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

Imaging
Edge
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」
「 Imaging Edge（イメージング エッジ）」
は、ソニー製カメラの拡張性を引き出し、作品づくりの品質と効率を高める
アプリケーションです。PCやスマートフォンに専用アプリケーションをインストールすることで、静止画や動画の転送
やリモート撮影、動画編集など、多彩な機能で作品制作をサポートします。
さらに詳しくは Webサイトをご覧ください
imagingedge.sony.net/ja-jp/

モバイルアプリケーション
Imaging Edge Mobile

Movie Edit add-on

（Ver. 7.2以降）

E 16-55mm F2.8 G

1/2000秒

F2.8

ISO 125

Transfer & Tagging add-on

（Ver. 1.2（Android）以降）

（Ver. 1.1以降）

モバイル端末を用いたリモート撮影のほか、
デー

ジンバルを使ったような滑らかな映像を実現す

タ転送機能もさらに便利になりました。あらかじ

る手ブレ補正＊2 や、動画の縦横比を変更しても

ディーな納品ワークフローを実現します＊4＊5。ス

め設定しておくことで＊1、カメラの電源がOFFに

カメラのレンズ情報を用いて被写体がフレーム

マートフォンを操作せず、カメラからスマート

なっていても、カメラ内のメモリーカードに保存

アウトしないインテリジェントなフレーミングを

フォンに転送した音声メモ付き画像に、自動で

されている撮影画像をWi-Fi転送できます。

可能にするスマートフォン向け動画編集アプリ

テキスト情報を埋め込み、スマートフォンから

ケーションです＊3。

FTPサーバーに自動アップロードも可能です。

「Transfer & Tagging add-on」
は、
よりスピー

＊1 カメラのスマートフォン転送機能で「電源OFF時の接続」が入の場合で、
カメラとモバイル端末が「Imaging Edge Mobile」
アプリを経由してBluetoothでペアリング済であることが必要です

高い静止画・動画性能を誇るAPS-Cセンサー搭載モデル

＊2 撮影時より画角が狭くなります
用できる機能が異なります

＊3 Imaging Edge Mobile のアドオンモバイルアプリケーション

＊4 Imaging Edge Mobile のアドオンモバイルアプリケーションです。
カメラによって使

＊5 Google サービスがご利用いただけない場合は、本機能をお使いいただけません。50秒を超える音声メモはテキスト化できません

A P S - C ミラーレス

ボディ ILCE-6600
高倍率ズームレンズキット ILCE-6600M （ボディ＋キットレンズ：E 18-135mm F3.5-5.6 OSS）
各オープン価格

PC アプリケーション

BEST
APS-C CAMERA
EXPERT 受賞

Imaging Edge Desktop
(Remote/Viewer/Edit)

※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

Imaging Edge Webcam
（Ver. 1.0以降）

（Ver. 2.0以降）

APS-C

CMOS
センサー

有効

約 2420 万
画素

ISO＊1

10032000

拡張50-102400

AF

425点/
425点

追いかける
瞳AF
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約
コマ/秒
高速連写
位相差/コントラスト （動物対応＊2＊3） （AF/AE追随）

「リアルタイムトラッキング」×「高速連写」

連続撮影
可能枚数

116枚

最大

＊4

サイレント撮影

質量
約

503g

光学式

5軸ボディ内

＊5

（連写時も対応）

手ブレ補正

シングル
スロット

最大撮影
可能枚数
約

810枚

＊6

USB充電/
給電対応

全

70本

＊7

光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載

APS-C初＊11のZバッテリー採用

AI※を活用した「リアルタイムトラッキング」
と、

光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構を、APS-C

α6500のボディサイズを保ちながら、高容量

最高約11コマ/秒＊8のアフタービュー方式での

センサー用手ブレ補正ユニットとして搭載。角

Zバッテリーを採用。α6500比で2.3倍以上

高速連写に加え、最高約8コマ/秒＊9のライブ

度ブレやシフトブレ、回転ブレなど、さまざまな

の約810枚＊6の静止画を撮影できます。グリッ

ビュー方式での高速連写が可能。画面内の動

ブレを高精度に検出し補正。高精度ジャイロ

プ部が厚くなったためホールド性が大幅に向

く被写体を自動追尾し、最高の一瞬を描写し

センサーも搭載し、5.0段分＊10の手ブレ補正効

上。機動力を生かした長時間のスナップ撮影

ます。

果を実現しています。

や、望遠レンズ装着時の負担を軽減します。

＊1 静止画撮影時 ＊2 人物と動物ではモードの切り換えが必要です。
すべての動物が対象ではありません ＊3 動画にも対応したリアルタイム瞳AF
（人物）
が使用できます。
動画撮影時のリアルタイム瞳AFは、
動物には対応していません ＊4 連続撮
影可能枚数はJPEGスタンダード枚数表示。撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります ＊5 バッテリーとメモリーカード含む ＊6 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠 ＊7 2022年11月現在。APS-Cフォーマット対応
レンズ23本を含む ＊8 連続撮影モード
「Hi+」
時 ＊9 連続撮影モード
「Hi」
時 ＊10 CIPAガイドライン準拠、
ピッチ/ヨー方向、
Sonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZA装着時、
長秒時ノイズリダクションオフ時 ＊11 APS-Cセンサー搭載デジタル一眼カメ
ラとして。
2019年8月広報発表時点、
ソニー調べ
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RAW現像やPCテザリング、効率的な表示/管理を可能にする「Imaging

「Imaging Edge Webcam」
をインストールしたパソコン＊とUSBケーブルで

Edge Desktop」
。PCによるリモート撮影に対応し、PC画面上でライブビュー

接続することで、対応のソニー製カメラをウェブカメラとして使用できます。ソ

を確認しながら、緻密なフォーカス調整や、オーバーレイ表示による構図調

ニー製カメラの高画質・高性能AFとユニークで多彩な機能を活用しながら
「大

整ができます。
※詳細はダウンロードページをご覧ください

切な人とのビデオ通話」
や
「オンライン会議」
「
、ライブ配信」
などを楽しめます。
https://www.sony.net/disoft/d/

＊ PC アプリケーション『 Imaging Edge Webcam』を使 用する場 合の対応 OSと、そ
のバージョンの最新情報については PC アプリケーション『 Imaging Edge Webcam』
ホームページでご確認ください
※ ARMプロセッサベースのPC では動作しません
※Imaging Edge Webcam の対象カメラはこちら
suppor t.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/ja/download/
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35mmフルサイズとAPS-Cの両フォーマットに対応

１つのマウントでAPS-Cと35ｍｍフルサイズの両方に対応する
「ソニー Eマウント」
は、APS-Cからフルサイズへのステップアップも容易。

Eマウントレンズ ラインアップ

広角から望遠まで豊富なレンズ群が創作意欲を刺激します。

FE Lens

さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

sony. jp/ichigan/lineup/e-lens

APS-C Lens

35mm フルサイズ対応レンズ

※（

ズームレンズ

APS-C フォーマット対応レンズ

）内の数値は撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値

ズームレンズ

E PZ 10-20mm
F4 G (15-30mm)
SELP1635G

オープン価格

FE 12-24mm F2.8 GM

FE 12-24mm F4 G

FE 16-35mm F2.8 GM

FE PZ 16-35mm F4 G

Vario-Tessar T＊
FE 16-35mm F4 ZA OSS

FE 24-70mm F2.8 GM II

FE 24-70mm F2.8 GM

E 10-18mm
F4 OSS (15-27mm)

E PZ 16-50mm
F3.5-5.6 OSS (24-75mm)

E 16-55mm
F2.8 G (24-82.5mm)

SEL1224GM
希望小売価格 438,900円（税込）

SEL1224G
希望小売価格 253,000円（税込）

SEL1635GM
希望小売価格 352,000円（税込）

SELP1635G
オープン価格

SEL1635Z
希望小売価格 165,000円（税込）

SEL2470GM2
オープン価格

SEL2470GM
希望小売価格 280,500円（税込）

SEL1018
希望小売価格 104,500円（税込）

SELP1650
希望小売価格 44,000円（税込）

SEL1655G
希望小売価格 176,000円（税込）

Vario-Tessar T＊
FE 24-70mm F4 ZA OSS

FE 24-105mm
F4 G OSS

FE 24-240mm
F3.5-6.3 OSS

FE 28-60mm
F4-5.6

FE 28-70mm
F3.5-5.6 OSS

FE PZ 28-135mm
F4 G OSS

FE 70-200mm
F2.8 GM OSS II

FE 70-200mm
F2.8 GM OSS

SEL2470Z
希望小売価格 132,000円（税込）

SEL24105G
希望小売価格 181,500円（税込）

SEL24240
希望小売価格 170,500円（税込）

SEL2860
希望小売価格 66,000円（税込）

SEL2870
希望小売価格 53,625円（税込）

SELP28135G
希望小売価格 345,400円（税込）

SEL70200GM2
オープン価格

Vario-Tessar T＊
E 16-70mm F4 ZA OSS
(24-105mm)

E PZ 18-105mm
F4 G OSS (27-157.5mm)

E PZ 18-110mm
F4 G OSS (27-165mm)

SEL70200GM
希望小売価格 330,000円（税込）

SEL1670Z
希望小売価格 113,300円（税込）

SELP18105G
希望小売価格 71,500円（税込）

SELP18110G
希望小売価格 512,600円（税込）

単焦点レンズ

FE 70-200mm
F4 G OSS

FE 70-300mm
F4.5-5.6 G OSS

FE 100-400mm
F4.5-5.6 GM OSS

FE 200-600mm
F5.6-6.3 G OSS

FE 14mm F1.8 GM

FE 20mm F1.8 G

FE 24mm F1.4 GM

E 18-135mm
F3.5-5.6 OSS (27-202.5mm)

E 18-200mm
F3.5-6.3 OSS (27-300mm)

E 18-200mm
F3.5-6.3 OSS LE (27-300mm)

SEL70200G
希望小売価格 181,500円（税込）

SEL70300G
希望小売価格 195,800円（税込）

SEL100400GM
希望小売価格 383,900円（税込）

SEL200600G
希望小売価格 321,200円（税込）

SEL14F18GM
オープン価格

SEL20F18G
希望小売価格 147,400円（税込）

SEL24F14GM
希望小売価格 227,700円（税込）

SEL18135
希望小売価格 88,000円（税込）

SEL18200
希望小売価格 108,900円（税込）

SEL18200LE
希望小売価格 101,200円（税込）

シルバー (S)

FE 24mm F2.8 G

FE 28mm F2

FE 35mm F1.4 GM

Distagon T＊
FE 35mm F1.4 ZA

SEL24F28G
オープン価格

SEL28F20
希望小売価格 74,800円（税込）

SEL35F14GM
希望小売価格 228,800円（税込）

SEL35F14Z
希望小売価格 161,700円（税込）

FE 35mm F1.8

Sonnar T＊
FE 35mm F2.8 ZA

FE 40mm F2.5 G

SEL35F18F
希望小売価格 100,100円（税込）

SEL35F28Z
希望小売価格 95,700円（税込）

SEL40F25G
オープン価格

ブラック(B)

FE 50mm F1.2 GM

E PZ 18-200mm
F3.5-6.3 OSS (27-300mm)

E 55-210mm
F4.5-6.3 OSS (82.5-315mm)

E 70-350mm
F4.5-6.3 G OSS (105-525mm)

SEL50F12GM
オープン価格

SELP18200
希望小売価格 162,800円（税込）

SEL55210
希望小売価格 46,200円（税込）

SEL70350G
希望小売価格 124,300円（税込）

単焦点レンズ

E 11mm F1.8

E 16mm F2.8 (24mm)

(16.5mm)

SEL11F18
オープン価格

SEL16F28
希望小売価格 34,100円（税込）

Planar T＊
FE 50mm F1.4 ZA

FE 50mm F1.8

FE 50mm F2.5 G

Sonnar T＊
FE 55mm F1.8 ZA

FE 85mm F1.4 GM

FE 85mm F1.8

FE 100mm F2.8
STF GM OSS

E 15mm F1.4 G
(22.5mm)

E 20mm F2.8 (30mm)

Sonnar T＊
E 24mm F1.8 ZA (36mm)

SEL50F14Z
希望小売価格 218,900円（税込）

SEL50F18F
希望小売価格 44,000円（税込）

SEL50F25G
オープン価格

SEL55F18Z
希望小売価格 113,300円（税込）

SEL85F14GM
希望小売価格 258,500円（税込）

SEL85F18
希望小売価格 84,700円（税込）

SEL100F28GM
希望小売価格 216,700円（税込）

SEL15F14G
オープン価格

SEL20F28
希望小売価格 47,300円（税込）

SEL24F18Z
希望小売価格 113,300円（税込）

マクロレンズ

コンバーター

マクロレンズ

E 30mm F3.5 Macro (45mm)
SEL30M35
希望小売価格 34,100円（税込）

テレコンバーター
フィッシュアイコンバーター

FE 135mm F1.8 GM

FE 400mm
F2.8 GM OSS

FE 600mm
F4 GM OSS

FE 50mm
F2.8 Macro

FE 90mm
F2.8 Macro G OSS

SEL135F18GM
希望小売価格 270,600円（税込）

SEL400F28GM 受注生産
希望小売価格 1,784,200円（税込）

SEL600F40GM 受注生産
希望小売価格 1,998,700円（税込）

SEL50M28
希望小売価格 78,100円（税込）

SEL90M28G
希望小売価格 170,500円（税込）

SEL057FEC
希望小売価格 52,800円（税込）
ウルトラワイドコンバーター

SEL075UWC
希望小売価格 42,900円（税込）
FE 28mm F2
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1.4x Teleconverter

コンバーター

シルバー (S)

SEL14TC 希望小売価格 81,400円（税込）

ブラック(B)

テレコンバーター

2x Teleconverter
SEL20TC 希望小売価格 81,400円（税込）
FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
FE 400mm F2.8 GM OSS

FE 70-200mm F2.8 GM OSS
FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

FE 600mm F4 GM OSS

フィッシュアイコンバーター

VCL-ECF2

E 35mm F1.8 OSS

E 50mm F1.8 OSS

(52.5mm)

(75mm)

ウルトラワイドコンバーター

SEL35F18
希望小売価格 60,500円（税込）

SEL50F18
希望小売価格 39,600円（税込）

VCL-ECU2

希望小売価格 19,800円（税込）

希望小売価格 17,600円（税込）
E 16mm F2.8

E 20mm F2.8

※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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撮影領 域をさらに広げる

アクセサリーの対応商品や仕様は
Webサイトをご覧ください

アクセサリー

sony. jp/ichigan/acc/

XLRアダプターキット

ショットガンマイクロホン

ショットガンマイクロホン

ショットガンマイクロホン

希望小売価格 66,000円（税込）

希望小売価格 38,500円（税込）

希望小売価格 29,590円（税込）

希望小売価格 18,920円（税込）

XLR-K3M

デジタルオーディオインターフェースに
対応し、多様な周辺機器の組み合わせが
可能なXLRアダプターキット

ECM-B1M

可変指向性とコンパクトな形状を実現。
デジタルオーディオインターフェースに対
応したカメラ用ショットガンマイクロホン

ECM-B10

3つの指向性を約72gのコンパクトなマイク
で実現。デジタルオーディオインターフェー
スに対応したショットガンマイクロホン

ECM-G1

コンパクトサイズに大口径マイクカプセ
ルを搭載。低ノイズでクリアに収音でき
るショットガンマイクロホン

縦位置グリップ

縦位置グリップ

グリップエクステンション

希望小売価格 41,800円（税込）

希望小売価格 38,500円（税込）

希望小売価格 14,080円（税込）

VG-C4EM

VG-C3EM

横位置撮影時と同様の操作性とホールド
性を実現した縦位置グリップ

横位置撮影時と同様の操作感とホールド
性を実現

マウントアダプター

LA-EA5

ワイヤレスマイクロホン

ステレオマイクロホン

ラべリアマイクロホン

フラッシュ

希望小売価格 24,750円（税込）

希望小売価格 17,380円（税込）

希望小売価格 3,300円（税込）

希望小売価格 66,000円
（税込）

ECM-W2BT

デジタルオーディオインターフェースに
対応したワイヤレスマイクロホン

ECM-XYST 1M

使用状況に応じて使い分けできる2ウェイ
ステレオマイク

ECM-LV1

手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な
小型・軽量設計のラベリアマイクロホン

HVL-F60RM2

プロが求める高い発光性能・堅牢性・
操作性が向上した電波式ワイヤレス通信
対応の大光量フラッシュ

フラッシュ

フラッシュ

希望小売価格 47,300円（税込）

希望小売価格 29,887円（税込）

希望小売価格 32,780円（税込）

希望小売価格 17,380円（税込）

HVL-F46RM

コンパクトな筐体にプロが求める発光性
能・堅牢性能が向上した大光量フラッシュ

HVL-F28RM

電波式ワイヤレス通信対応。小型ながら
もパワフルで優れた信頼性を誇る高性
能フラッシュ

HVL-F32M

ガイドナンバー32 ＊1 。α7シリーズに最
適なコンパクトでパワフルなフラッシュ

リチャージャブルバッテリーパック

希望小売価格 9,900円（税込）

希望小売価格 10,780円（税込）

希望小売価格 9,240円（税込）

希望小売価格 25,300円（税込）

ソニー製フラッシュで電波式ワイヤレス
制御を実現するワイヤレスコマンダー
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FA-WRR1

ソニー製フラッシュで電波式ワイヤレス
制御を実現するワイヤレスレシーバー

BC-QZ1

NP-FW50

高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー

HVL-F20M

軽量・コンパクトサイズのリチャージャブルバッテリー
パック

簡単操作で高度なライティングを実現
するスタイリッシュな小型フラッシュ

希望小売価格 11,550円（税込）

希望小売価格 41,800円（税込）

希望小売価格 7,700円（税込）

RMT-P1BT

バッテリーチャージャー

チャージャーとバッテリーをセットにしたお得なキット

電波式ワイヤレスレシーバー

希望小売価格 40,480円（税込）

リチャージャブルバッテリーパック

ACC-TRW

FA-WRC1M

ワイヤレスリモートコマンダー

高い信頼性と操作性によるワイヤレスリモート撮影を
実現

アクセサリーキット

電波式ワイヤレスコマンダー

マウントアダプター

トランスルーセントミラー・テクノロジーを搭載した、
35mmフルサイズセンサー対応のマウントアダプター

＊3

当社従来比約2倍＊5 の高容量バッテリー
フラッシュ

希望小売価格 13,816円（税込）

ケーブル不要で自由度の高い 撮影を
実現した、Bluetooth対応・三脚機能付
シューティンググリップ

最 新のEマウントボディ のAF機 能 をAマウント
レンズ＊4 ユーザーに提供する、35mmフルサイズセン
サー対応のマウントアダプター
＊2

NP-FZ100

フラッシュ

GP-VPT2BT■（B）ブラック □（W）ホワイト

カメラのグリップを縦方向に拡張し、指の
収まりとホールド性をアップ

LA-EA4

希望小売価格 28,600円（税込）

ワイヤレスリモートコマンダー機能付
シューティンググリップ

GP-X1EM

CFexpress Type A メモリーカード

SDXC/SDHC UHS-II メモリーカード

【TOUGH
（タフ）
】

CEA-Gシリーズ タフ仕様
(80/160/320

新発売

/640GB

【TOUGH
（タフ）】
新発売

) オープン価格

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画
など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メ
モリーカード
「CFexpress Type A メモリーカード」

SF-Gシリーズ タフ仕様 (32/64/128GB)

オープン価格

世界最速 ＊6 のSDがTOUGH（タフ）なボディを手に入
れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSス
ピードクラス3対応メモリーカード（Class10）

＊1 105mm、ISO100・m ＊2 SSM/SAMレンズで像面位相差AFに対応するモデルはα7 II、α7R II、α6300、α6500、α7 III、α7R III、α7 IV、α7R IV、α 7R V、α6100、α6400、α6600、α1、α9、α9 II、
α7S III、α7Cです。モーター（SSM/SAM）非搭載のレンズで像面位相差 AF に対応するモデルはα 1、α 7R IV、α 7 IV、α 7R V、α 6600 です（2022 年 11 月現在） ＊ 3 動画撮影中は、オートフォーカス
は動作しません ＊ 4 STFレンズはマニュアルフォーカス専用、またテレコンバーターには非対応です ＊ 5 Wシリーズバッテリー NP-FW50との比較 ＊ 6 民生用 SDXC/SDHC UHS-IIメモリーカードとして。
2017 年発売の自社モデル SDカード「SF-G シリーズ」
と同等。ソニー調べ（2018 年 10 月 3 日広報発表時点） ※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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ミラーレス一眼
主な仕様

P04
ILCE-1

型式/使用レンズ
撮像部

P06
ILCE-9M2

P08
ILCE-7RM5

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ
撮像素子
カメラ有効画素数（総画素数）

P10

P10

ILCE-7RM4A

ILCE-7RM3A

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ

35mmフルサイズ（35.6×23.8mm）、Exmor RS
CMOSセンサー

35mmフルサイズ（35.7×23.8mm）、Exmor R
CMOSセンサー

35mmフルサイズ（35.7×23.8mm）
、Exmor R
CMOSセンサー

35mmフルサイズ
（35.9×24.0mm）Exmor R
CMOSセンサー

35mmフルサイズ（35.6×23.8mm）、Exmor R CMOSセンサー

約5010万画素（約5050万画素）

約2420万画素（約2830万画素）

約6100万画素（約6250万画素）

約6100万画素（約6250万画素）

約4240万画素（約4360万画素）

約1210万画素（約1290万画素）

JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF
Baseline準拠）、HEIF（MPEG-A MIAF準拠）、
RAW（ソニーARW 4.0フォーマット準拠）

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ

P16

P18
ILCE-7C

ILCE-6600

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ

35mmフルサイズ（35.9×23.9mm）、Exmor R CMOSセンサー 35mmフルサイズ（35.6×23.8mm）、Exmor R CMOSセンサー 35mmフルサイズ（35.6×23.8mm）Exmor R CMOSセンサー
約3300万画素（約3410万画素）

P20

ILCE-7M3

約2420万画素（約2530万画素）

約2420万画素（約2530万画素）

APS-Cサイズ（23.5×15.6mm）Exmor CMOSセンサー
約2420万画素（約2500万画素）

JPEG
（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、
JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、MPF Baseline
MPF Baseline準拠）
、
HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、
準拠）、RAW（ソニーARW 2.3フォーマット）
RAW
（ソニーARW 4.0フォーマット準拠）

記録画素数
［ 3：2 ］

［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ: 8640×5760（49.7M）、［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：6000×4000（24M）、Mサ ［ 35mmフルサイズ時］Lサイズ：9504×6336（60M）、Mサイ ［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ: 9504×6336（60M）、［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：7952×5304（42M）、
Mサイズ：5616×3744（21M）、Sサイズ：4320×2880（12.4M） イズ：3936×2624（10M）、Sサイズ: 3008×2000（6.0M） ズ：6240×4160（26M)、Sサイズ：4752×3168（15M） Mサイズ: 6240×4160（26M）、Sサイズ: 4752×3168（15M） Mサイズ：5168×3448（18M）、Sサイズ：3984×2656（11M）
［ APS-C時 ］Mサイズ：5616×3744（21M）、
［ APS-C時 ］Lサイズ：3936×2624（10M）、Mサイズ：3008 ［APS-C時］Mサイズ：6240×4160（26M）、Sサイズ：4752 ［ APS-C時 ］Lサイズ: 6240×4160（26M）、Mサイズ: ［ APS-C時 ］Lサイズ：5168×3448（18M）、Mサイズ：
Sサイズ：4320×2880（12.4M）
×2000（6.0M）、Sサイズ：1968×1312（2.6M）
×3168（15M）
4752×3168（15M）、Sサイズ: 3120×2080（6.5M） 3984×2656（11M）、Sサイズ：2592×1728（4.5M）

［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ: 4240×2832（12M）、Mサイズ: 2768× ［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：7008×4672
（33M)、Mサ
1848（5.1M）、Sサイズ:2128×1416（3.0M）
イズ：4608×3072
（14M）
、Sサイズ：3504×2336
（8.2M）［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：6000×4000（24M）
、Mサイズ：3936×2624（10M）
、Sサイズ：3008×2000（6.0M）
［ APS-C時 ］Lサイズ: 2768×1848（5.1M）、Mサイズ: 2128×1416 ［ APS-C時 ］Mサイズ：4608×3072
（14M）
、Sサイズ：3504
［ APS-C時 ］Lサイズ：3936×2624（10M）
、Mサイズ：3008×2000（6.0M）
、Sサイズ：1968×1312（2.6M）
（3.0M）、Sサイズ: 1376×920（1.3M）
×2336
（8.2M）

Lサイズ: 6000×4000（24M）、
Mサイズ: 4240×2832（12M）、
Sサイズ: 3008×2000
（6.0M）

［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：8640×4864（42M）、Mサイズ： ［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：6000×3376（20M）、Mサ ［ 35mmフルサイズ時］Lサイズ：9504×5344（51M）、Mサイ ［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ: 9504×5344（51M）、［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：7952×4472（36M）、
5616×3160（17.7M）、Sサイズ：4320×2432（10.5M）
イズ：3936×2216（8.7M）、Sサイズ：3008×1688（5.1M）
ズ：6240×3512（22M)、Sサイズ：4752×2672（13M） Mサイズ: 6240×3512（22M）、Sサイズ: 4752×2672（13M） Mサイズ: 5168×2912（15M）、Sサイズ：3984×2240（8.9M）
［ APS-C時 ］Mサイズ： 5616×3160（17.7M）、
［ APS-C時 ］Lサイズ：3936×2216（8.7M）、Mサイズ：3008×1688 ［APS-C時］Mサイズ：6240×3512（22M）、Sサイズ：4752× ［ APS-C時 ］Lサイズ: 6240×3512（22M）、Mサイズ: ［ APS-C時 ］Lサイズ：5168×2912（15M）、Mサイズ：
Sサイズ：4320×2432（10.5M）
（5.1M）、Sサイズ：1968×1112（2.2M）
2672（13M）
4752×2672（13M）、Sサイズ: 3120×1752（5.5M） 3984×2240（8.9M）、Sサイズ：2592×1456（3.8M）

［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ: 4240×2384（10M）、Mサイズ: 2768× ［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：7008×3944（28M）、Mサ
1560（4.3M）、Sサイズ: 2128×1200（2.6M）
イズ：4608×2592（12M）、Sサイズ：3504×1968（6.9M）［ 35mmフルサイズ時 ］Lサイズ：6000×3376（20M）、Mサイズ：3936×2216（8.7M）、Sサイズ：3008×1688（5.1M）
［ APS-C時 ］Lサイズ: 2768×1560（4.3M）、Mサイズ: 2128×1200 ［ APS-C時 ］Mサイズ：4608×2592（12M）、Sサイズ：3504
［ APS-C時 ］Lサイズ：3936×2216（8.7M）、Mサイズ：3008×1688（5.1M）、Sサイズ：1968×1112（2.2M）
（2.6M）、Sサイズ: 1376×776（1.1M）
×1968（6.9M）

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

JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、MPF Baseline準拠）、RAW（ソニーARW 2.3フォーマット）

記録画素数
［ 16：9 ］

画質モード

動画記録方式

＊2
RAW（圧縮/ロスレス圧縮（L/M/S）
/非圧縮）、JPEG（エク
RAW（圧縮 / 非圧縮）
、JPEG（エクストラファイン、
ファイン、
スタン
ストラファイン、ファイン、スタンダード、ライト）、HEIF RAW、RAW+JPEG（エクストラファイン、ファイン、スタンダー RAW（圧縮 / 非圧縮）
、RAW+JPEG、JPEG（エクストラファ RAW、RAW+JPEG（エクストラファイン、ファイン、スタン
ダード）、HEIF（4:2:0 / 4:2:2）
（エクストラファイン、
ファイン、
（4:2:0/4:2:2）(エクストラファイン、ファイン、スタンダード、 ド）、JPEG（エクストラファイン、ファイン、スタンダード）
イン、ファイン、スタンダード）
ダード）、JPEG（エクストラファイン、
ファイン、スタンダード）
スタンダード）、RAW+JPEG、RAW+HEIF
ライト)、RAW+JPEG、RAW+HEIF

［ ファイル記録方式 ］XAVC S、XAVC HS
［ ファイル記録方式 ］XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 ［ ファイル記録方式 ］XAVC S、XAVC HS［ 圧縮形式 ］
［ ファイル記録方式 ］XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠
［ 圧縮形式 ］XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC ［ 圧縮形式 ］XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD: XAVC S：MPEG-4 AVC/H.264、
XAVC HS：MPEG-H
［ 圧縮形式 ］XAVC S：MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD：MPEG-4 AVC/H.264
HS: MPEG-H HEVC/H.265 ［音声記録方式］LPCM MPEG-4 AVC/H.264 ［ 音 声 記 録 方 式 ］XAVC S: HEVC/H.265［ 音声記録方式 ］LPCM 2ch（ 48kHz
［ 音声記録方式 ］XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital（AC-3）2ch、ドルビーデジタル
＊3 、 LPCM 2ch、
2ch（48kHz 16bit）、LPCM 2ch（48kHz 24bit）
AVCHD: Dolby Digital（ AC-3）2ch、 16bit）、LPCM 2ch（48kHz 24bit）＊3、LPCM 4ch
ステレオクリエーター搭載
LPCM 4ch（48kHz 24bit）＊3、MPEG-4 AAC-LC 2ch＊4 ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載
（48kHz 24bit）＊3、MPEG-4 AAC-LC 2ch＊4

［ ファイル記録方式 ］XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠
［ ファイル記録方式 ］XAVC S、XAVC HS ［ 圧縮形式 ］XAVC S: ［ ファイル記録方式 ］XAVC S、XAVC HS［ 圧縮形式 ］XAVC S：
［ ファイル記録方式 ］
XAVC S、
AVCHD規格 Ver.2.0準拠 ［ 圧縮形式 ］
［ 圧縮形式 ］XAVC S：MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD：［ ファイル記録方式 ］XAVC S ［ 圧縮形式 ］XAVC S：
MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265
MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS：MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD:MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264 ［ 音声記録方式 ］XAVC S: LPCM MPEG-4 AVC/H.264 ［ 音声記録方式 ］
XAVC S：LPCM
［ 音声記録方式 ］LPCM 2ch（48kHz 16bit）、LPCM 2ch（48kHz ［ 音声記録方式 ］LPCM 2ch（48kHz 16bit）
、LPCM 2ch（48kHz
［ 音声記録方式 ］
XAVC S: LPCM 2ch、
AVCHD: Dolby Digital
2ch、AVCHD: Dolby Digital（AC-3）2ch、
ドルビーデジタ 2ch
＊3
＊3
24bit）＊3、LPCM 4ch（48kHz 24bit）＊3、MPEG-4 AAC-LC 2ch＊4
24 bit）
、LPCM 4ch
（48kHz 24bit）
、MPEG-4 AAC-LC 2ch＊4
（AC-3）2ch、
ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載
ルステレオクリエーター搭載

［ XAVC S 4K ］3840×2160：30p、24p
［ XAVC S ］1920×1080：120p、60p、30p、24p
［ AVCHD ］1920×1080：60i/FX、60i/FH

メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROSDメモリーカード、SDHCメモリーカード
（UHS-I /
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード
（UHS-I /
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード（ UHS-I/
HG デュオ、メモリースティックマイクロ（M2）、SDメモリー
II対応）、SDXCメモリーカード（ UHS-I /II対応）、
II対応）、SDXCメモリーカード（ UHS-I /II対応）、
II対 応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対 応)、
II対 応）、SDXCメモリーカード（ UHS-I/II対 応）、
カード、SDHCメモリーカード（UHS-I /II対応）、SDXCメモ
microSD メモリーカード、microSDHC メモリー
microSD メモリーカード、microSDHC メモリー
CFexpress Type Aメモリーカード
CFexpress Type Aメモリーカード
リーカード（UHS-I /II対応）、microSD メモリーカード、
カード、microSDXC メモリーカード
カード、microSDXC メモリーカード
microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
検出方式

測距点数

検出輝度範囲

JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠）、 JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠）、
JPEG
（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、MPF Baseline準拠）、 JPEG
（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠）、 JPEG（DCF Ver.2.0、
Exif Ver.2.31、MPF Baseline準拠）
、
HEIF（MPEG-A MIAF準拠）、RAW（ソニーARW 4.0フォー HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW（ソニーARW 4.0フォー
RAW（ソニーARW 2.3フォーマット）
RAW（ソニーARW 2.3フォーマット）
RAW（ソニーARW 2.3フォーマット）
マット準拠）
マット準拠）

＊1
RAW
（圧縮/ロスレス圧縮（L/M/S）
/非圧縮）
、
RAW（圧縮/ロスレス圧縮（L/M/S）/非圧縮）、JPEG
JPEG
（エクストラファイン/ファイン/スタンダード/ RAW、RAW+JPEG
（エクストラファイン、ファイン、
（エクストラファイン/ファイン/スタンダード/ライト）、 RAW、RAW+JPEG（エクストラファイン、ファイン、スタンダード）、JPEG（エクストラファイン、
ライト）
、
HEIF
（4:2:0/4:2:2）
（エクストラファイン/
スタンダード）
、
HEIF（4:2:0/4:2:2）(エクストラファイン/ファイン/ス
ファイン、スタンダード）
ファイン /スタンダード/ライト）
、RAW+JPEG、 JPEG（エクストラファイン、ファイン、スタンダード）
タンダード/ライト)、RAW+JPEG、RAW+HEIF
RAW+HEIF

［ XAVC HS 8K ］7680 × 4320（ 4：2：2、
10bit）：30p ＊1、24p ＊1
［ XAVC HS 8K ］7680×4320（ 4:2:0、10bit）
［ XAVC HS 8K ］7680 × 4320（ 4：2：0、
24p ＊5
10bit）：30p、24p
［ XAVC HS 4K ］3840×2160（ 4:2:0、10bit）
［ XAVC HS 4K ］3840 × 2160（ 4：2：0、
60p ＊ 6、24p 3840 × 2160（ 4:2:2、10bit ）
10bit）
：120p、60p、24p 3840 × 2160（4：
60p ＊6、24p
2：2、10bit）：120p、60p、24p
［ XAVC S 4K ］3840 × 2160（ 4:2:0、8bit ）
［ X AVC S 4 K ］3 8 40 × 2 1 6 0（ 4 ： 2 ： 0 、 ［ XAVC S 4K ］3840×2160：30p、24p
60p ＊ 6 、30p、24p 3840 × 2160（ 4:2:2、 ［ XAVC S 4K ］3840×2160：30p、24p
動画記録 撮影モード 8bit）
：120p、60p、30p、24p 3840×2160 ［ XAVC S ］1920 × 1080：120p、60p、30p、24p 10bit）60p ＊6、30p、24p
［ XAVC S ］1920×1080：120p、60p、30p、24p
（4：2：2、10bit ）
：120p、60p、30p、24p
［ AVCHD ］1920×1080： 60i/FX、60i/FH ［ XAVC S HD ］1920 × 1080（ 4:2:0、8bit ） ［ AVCHD ］1920×1080：60i/FX、60i/FH
［ X AVC S H D ］1 9 2 0 × 1 0 8 0（ 4 ： 2 ： 0 、
1 2 0 p ＊ 7 、6 0 p 、3 0 p 、2 4 p 1 9 2 0 × 1 0 8 0
8bit）
：120p、60p、30p、24p 1920×1080
（4:2:2、10bit）60p、30p、24p
（4：2：2、10bit）：60p、30p、24p
［ XAVC S-I 4K ］3840×2160（ 4:2:2、10bit）
［ XAVC S-I 4K ］3840 × 2160（ 4：2：2、
60p ＊6、30p、24p
10bit）：60p、30p、24p
［ XAVC S-I HD ］1920×1080（ 4:2:2、10bit）
［ XAVC S-I HD ］1920 × 1080（ 4：2：2、
60p、30p、24p
10bit）：60p、30p、24p

記録媒体

フォーカス

レンズ交換式デジタルカメラ/ソニー Eマウントレンズ

35mmフルサイズ（35.9×24.0mm）
、
Exmor RS CMOSセンサー

P14
ILCE-7M4

画像ファイル形式

記録部（静止画）

記録部（動画）

P12
ILCE-7SM3

ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式) ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式） ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式）

ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式）

［35mmフルサイズ時］759点 (位相差検出方式) ［ 35mmフルサイズ時 ］
693点
（位相差検出方式）［ ［35mmフルサイズ時］693点（位相差検出方式）
［フ ［ 35mmフルサイズ時 ］567点（位相差検出方式） ［ 35mmフルサイズ時 ］399点（位相差検出方式）［
［フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時］759 フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］
299点 ルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時］693点 ［ フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］325 フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］323点
点 (位相差検出方式) ［APS-Cレンズ装着］575点 （位相差検出方式） ［ APS-Cレンズ装着 ］221点 （位相差検出方式）
［APS-Cレンズ装着］567点（位相 点
（位相差検出方式）［ APS-Cレンズ装着 ］247点 （位相差検出方式）［ APS-Cレンズ装着 ］255点
(位相差検出方式)/425点 (コントラスト検出方式) （位相差検出方式）/425点（コントラスト検出方式） 差検出方式）/25点
（コントラスト検出方式）
（位相差検出方式）/425点（コントラスト検出方式） （位相差検出方式）/425点
（コントラスト検出方式）
EV-4～20
（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-3～20
（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-4～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-3～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

［ XAVC HS 4K ］3840×2160（4：2：0、10bit）
：120p、
［ XAVC HS 4K ］3840×2160（4:2:0、10bit ）
：60p ＊6、
60p、24p 3840×2160（4：2：2、10bit）
：120p、60p、
24p 3840×2160（4:2:2、10bit）：60p ＊6、24p
24p
［ XAVC S 4K ］3840 × 2160（ 4:2:0、8bit ）：60p ＊6、
［ XAVC S 4K ］3840 × 2160（ 4：2：0、8bit ）：120p、
30p、24p 3840×2160（4:2:2、10bit）
：60p ＊6、30p、
60p、30p、24p 3840×2160（4：2：2、10bit）
：120p、
24p
60p、30p、24p
［ XAVC S 4K ］3840×2160：30p、24p
［ XAVC S HD ］1920 × 1080（ 4:2:0、8bit ）
：120p ＊8、
［ XAVC S HD ］1920 × 1080（ 4：2：0、8bit ）：120p、
［ XAVC S ］1920×1080：120p、60p、30p、24p
60p、30p、24p 1920 × 1080（ 4:2:2、10bit ）：60p、
60p、30p、24p 1920×1080（4：2：2、10bit）：60p、
［ AVCHD ］1920×1080： 60i/FX、60i/FH
30p、24p
30p、24p
［ XAVC S-I 4K ］3840×2160（4:2:2、10bit ）
：60p ＊6、
［ XAVC S-I 4K ］3840×2160（ 4：2：2、10bit）：60p、
30p、24p
30p、24p
［ XAVC S-I HD ］1920 × 1080（ 4:2:2、10bit ）：60p、
［ XAVC S-I HD ］1920×1080（4：2：2、10bit）：60p、
30p、24p
30p、24p

［ XAVC S 4K ］3840×2160（4：2：0、8bit）
：30p、24p
［ XAVC S HD ］1920×1080（4：2：0、8bit）：120p、
60p、30p、24p

［ XAVC S 4K ］3840×2160：30p、24p
［ XAVC S ］1920×1080：120p、60p、30p、24p
［ AVCHD ］1920×1080：60i/FX、60i/FH

メモリースティック PRO 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 PROSDメモリーカード、SDHCメモリーカード（ UHS-I/II対応）
、 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード（ UHS-I /II対応）
、 HG デュオ、
メモリースティック マイクロ
（M2）
、
SDメモリー
HG デュオ、
メモリースティック マイクロ
（M2）
、
SDメモリー
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード（ UHS-I /II対
SDXCメモリーカード（ UHS-I/II対応）
、CFexpress Type Aメ SDXCメモリーカード
（UHS-I /II対応）、Cfexpress Type カード、SDHCメモリーカード
（UHS-I /II対応）
、SDXCメモ
カード、SDHCメモリーカード（ UHS-I 対応）
、SDXCメモ
応）、SDXCメモリーカード
（UHS-I /II対応）
モリーカード
Aメモリーカード
リーカード（ UHS-I /II対応）
、microSD メモリーカード、
リーカード（ UHS-I 対 応）
、microSD メモリーカード、
microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
ファストハイブリッドAF
（位相差検出方式/コントラスト検出方式）

ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式） ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式） ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式） ファストハイブリッドAF（位相差検出方式/コントラスト検出方式）

［ 35mmフルサイズ時 ］759点（位相差検出方式） ［ フルサイ ［ 35mmフルサイズ時 ］759点（位相差検出方式） ［ フル ［ 35mmフルサイズ時 ］693点（位相差検出方式） ［ フ ［ 35mmフルサイズ時 ］693点（位相差検出方式） ［ フ
ズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］345点（位相差検出方式） サイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］713点（位相差検 ルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］299点（位相 ルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 ］299点（位
425点（位相差検出方式）/425点（コントラスト検出方式）
［ APS-Cレンズ装着 ］285点（位相差検出方式）/425点（コントラスト 出方式） ［ APS-Cレンズ装着時 ］575点（位相差検出方 差検出方式） ［ APS-Cレンズ装着 ］221点（位相差検出 相差検出方式）［ APS-Cレンズ装着 ］221点（位相差検
検出方式）
式）/425点（コントラスト検出方式）
方式）/425点（コントラスト検出方式）
出方式）/ 425点（コントラスト検出方式）
EV-6～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-4～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-3～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-4～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

EV-2～20（ISO100相当、F2.0レンズ使用）

［ 静止画撮影時 ］メカシャッター時：ISO100～51200（拡張：
［ 静止画撮影時 ］ISO100～32000 (拡張:下限
下限ISO50、上限ISO204800）、AUTO（ ISO100～12800、［ 静止画撮影時 ］ISO100～32000（拡張：下限ISO50、上限
ISO50、上限 ISO102400)、AUTO (ISO100～
［ 静止画撮影時 ］ISO100～32000（拡張：下限ISO50、上限ISO102400）、AUTO（ ISO100～
上限/下限設定可能）、電子シャッター時: ISO100～25600 ISO102400）、AUTO（ISO100～12800、上限/下限設定可能）
12800、上限/下限設定可能)
12800、上限/下限設定可能）
（拡張：下限ISO50）、AUTO（ISO100～12800、上限/下限設定 ［ 動 画 撮 影 時 ］ISO100～32000相 当、AUTO（ ISO100～
［ 動画撮影時 ］ISO100～32000 相当、AUTO
［ 動画撮影時 ］ISO100～32000相当、AUTO（ISO100～12800相当、上限/下限設定可能）
可能）［ 動画撮影時 ］ISO100～51200相当（拡張：上限 12800相当、上限/下限設定可能）
(ISO100～12800相当、上限/下限設定可能)
ISO102400）、AUTO（ISO100～12800相当、上限/下限設定可能）

［ 静止画撮影時 ］ISO100～51200（拡張：下限ISO50、［ 静止画撮影時 ］ISO100～51200（拡張:下限ISO50、上
［ 静止画撮影時 ］ISO100～32000（拡張：下限ISO50、
［ 静止画撮影時 ］ISO80～102400（拡張: 下限ISO40、上限 ［ 静止画撮影時 ］ISO100～51200(拡張：下限ISO50、上限 上限ISO204800）、AUTO（ ISO100～12800、上限/下 限ISO204800）、AUTO（ISO100～12800、上限/下限設
上限ISO102400）、AUTO（ ISO100～6400、上限/下限
ISO409600）
、AUTO（ISO80～12800、上限/下限設定可能） ISO204800)、AUTO (ISO100～12800、上限/下限設定可能） 限設定可能）
定可能）
設定可能）
［ 動画撮影時 ］
ISO80～102400相当
（拡張:上限ISO409600相 ［ 動画撮影時 ］ISO100～51200相当(拡張：上限ISO102400)、［ 動画撮影時 ］ISO100～51200相当（拡張：上限ISO ［ 動 画 撮 影 時 ］ISO100～51200相 当（拡 張:上 限ISO
［ 動画撮影時 ］ISO100～32000相当、AUTO（ISO100～
当）
、AUTO（ISO80～12800相当、上限/下限設定可能）
AUTO（ISO100～12800相当、上限/下限設定可能）
102400）、AUTO
（ISO100～12800相当、上限/下限設定 102400）、AUTO
（ISO100～12800相当、上限/下限設定
6400相当、上限/下限設定可能）
可能）
可能）

ファインダー

［ 形式 ］1.3cm
（0.5型）
電子式ビューファインダー ［ 総
［ 形式 ］1.6cm (0.64型)電子式ビューファインダー ［ 形式 ］1.3cm（0.5型）電子式ビューファインダー ［ 総ドット数 ］［ 形式 ］1.6cm（0.64型）
電子式ビューファインダー ［ 形式 ］1.3cm（0.5型）電子式ビューファインダー ［ 総ドット数 ］
ドット数 ］3,686,400ドット ［ 明るさ調節機能 ］
（Quad-XGA OLED）［ 総ドット数 ］9,437,184ドット 3,686,400ドット ［ 明るさ調節機能 ］オート、マニュアル （Quad-XGA OLED）［ 総ドット数 ］
9,437,184ドット 5,760,000ドット ［ 明るさ調節機能 ］オート、マニュアル
オート、マニュアル（ 5段階） ［ 色温度調整機能
［ 視野率 ］100% ［ 倍率 ］約0.90倍（ 50mmレン （ 5段階） ［ 色温度調整機能 ］5段階 ［ 視野率 ］100% ［ 視野率 ］
100% ［ 倍率 ］
約0.90倍
（50mmレンズ、（ 5段階） ［ 色温度調整機能 ］5段階 ［ 視野率 ］100%
］5段 階 ［ 視 野 率 ］100% ［ 倍率 ］約0.78倍
ズ、無限遠、視度-1m-1）［ ファインダーフレームレート ［ 倍率 ］約0.78倍（ 50mmレンズ、無限遠、視度-1m -1） 無限遠、視度-1m -1）［ファインダーフレームレート ［ 倍率 ］約0.78倍（ 50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1）
（50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1）［ ファインダーフ
選択 ］STD 60fps/HI 120fps/HI+ 240fps＊9
［ ファインダーフレームレート選択 ］STD 60fps / HI 120fps 選択］STD 60fps / HI 120fps
［ ファインダーフレームレート選択 ］STD 60fps / HI 120fps
レームレート選択 ］STD 60fps / HI 120fps

［ 形式 ］1.3cm（ 0.5型）電子式ビューファインダー（ Quad- ［ 形式 ］1.3cm（ 0.5型）電子式ビューファインダー ［ 総 ［ 形式 ］1.0cm（0.39型）電子式ビューファインダー
（XGA ［ 形式 ］1.0cm（0.39型）電子式ビューファインダー ［ 総ドット数 ］
［ 形式 ］1.6cm（ 0.64型）電子式ビューファインダー（ Quad-XGA
VGA OLED）［ 総ドット数 ］3,686,400ドット ［ 視野率 ］ ドット数 ］2,359,296ドット ［ 明るさ調節機能 ］
オート、 OLED） ［ 総ドット数 ］2,359,296ドット ［ 視野率 ］ 2,359,296 ドット ［ 明るさ調節機能 ］
オート、
マニュアル（5段階）
OLED）［ 総ドット数 ］9,437,184ドット ［ 視野率 ］100% ［ 倍率 ］
100% ［ 倍率 ］約0.78倍（ 50mmレンズ、無限遠、視度 マニュアル（5段階）［ 色温度調整機能 ］5段階 ［ 視野 100% ［ 倍率 ］
約0.59倍
（50mmレンズ、
無限遠、
視度-1m-1）［ 色温度調整機能 ］5段階 ［ 視野率 ］100% ［ 倍率 ］約1.07倍
約0.90倍（50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1）［ ファインダーフレー
-1
-1m ） ［ ファインダーフレームレート選択 ］STD 60fps / 率 ］100% ［ 倍率 ］約0.78倍（ 50mmレンズ、無限遠、［ ファインダーフレームレート選 択 ］STD 60fps / HI （35mm判換算：約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1）
ムレート選択 ］STD 60fps / HI 120fps
HI 120fps
視度-1m-1）
120fps
［ ファインダーフレームレート選択 ］STD 60fps / HI 120fps

液晶モニター

［ 形式 ］7.5cm（3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］対応
［ 形式 ］7.5cm（3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］対応 ［ 形式 ］7.5cm（3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］
［ 形式 ］8.0cm
（3.2型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］
［ 形式 ］7.5cm（3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］
対応 ［ ドット数 ］1,440,000ドット ［ 明るさ調 節 機 能 ］
［ ドット数 ］2,359,296ドット ［ 明るさ調節機能 ］ 対応 ［ ドット数 ］
2,359,296ドット ［ 明るさ調節機能 ］
対応 ［ ドット数 ］2,095,104ドット ［ 明るさ調
［ ドット数 ］1,440,000ドット ［ 明るさ調節機能 ］
マニュ マニュアル（5段階）、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
マニュアル（5段階）、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］ マニュアル
（5段階）
、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
節機能 ］
マニュアル（5段階）
、
屋外晴天モード［ 角
アル（5段階）、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
カメラ カメラ背面に対して上に約107度、
下に約41度 ［ピーキング］
カメラ背面に対して上に約107度、下に約41度 ［ピーキング］ カメラ背 面に対して上に約 107 度、下に約 41 度
度調整機能 ］開き角度/上約98度、下約40度、横
背面に対して上に約107度、下に約41度
レベル：高/中/低/切、色：レッド/イエロー/ブルー/ホワイト
レベル：高/中/低/切、色：レッド/イエロー/ブルー/ホワイト ［ピーキング］
レベル：高/中/低/切、色：レッド/イエロー/
約180度、横開き位置での回転約270度
［ グリッドライン ］3分割/方眼/対角＋方眼/切
［ グリッドライン ］3分割/方眼/対角＋方眼/切
ホワイト ［ グリッドライン ］
3分割/方眼/対角＋方眼/切

［ 形式 ］7.5cm（ 3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］対応
［ 形式 ］7.5cm（ 3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］対応
［ 形式 ］7.5cm
（3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］
対応 ［ ドット ［ 形式 ］7.5cm
（3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］
対応 ［ドット ［ ドット数 ］
921,600 ドット ［ 明るさ調節機能 ］
マニュアル ［ 形式 ］7.5cm（ 3.0型）TFT駆動 ［ タッチパネル ］対応 ［ ドット数 ］
921,600ドット ［ 明るさ調節機能 ］
マニュアル
数 ］1,440,000ドット ［ 明るさ調節機能 ］
マニュアル（ 5段 数 ］1,036,800ドット ［ 明るさ調節機能 ］マニュアル（ 5段 （ 5段階）、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
カメラ背面 ［ ドット数 ］
921,600ドット ［ 明るさ調節機能 ］
マニュアル （ 5段階）、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
カメラ背面
階）
、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
オープン角：約176 階）
、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
オープン角：約176 に対して上に約107度、
下に約41度 ［ ピーキング ］
レベル：（5段階）、屋外晴天モード ［ 角度調整機能 ］
オープン角： に対して上に約180度、下に約74度 ［ ピーキング ］
レベ
度、チルト角：約270度
度、チルト角：約270度
高/中/低/切、色：レッド/イエロー/ホワイト ［ グリッド 約176度、チルト角：約270度
ル：高/中/低/切、色：レッド/イエロー/ブルー/ホワイト
ライン ］3分割/方眼/対角＋方眼/切
［ グリッドライン ］3分割/方眼/対角＋方眼/切

シャッター

シャッター速度範囲

［ 静 止 画・ 単 写 撮 影 時 ］メカシャッター 時：［ 静止画・単写撮影時 ］＊10 メカシャッター時：
1/8000～30秒、バルブ AUTO時：1/32000～ 1/8000～30秒、バルブ AUTO時：1/32000～30
30秒、バルブ 電子シャッター時：1/32000～30秒 秒、バルブ 電子シャッター時：1/32000～30秒 ［ ［静止画撮影時］1/8000～30秒、バルブ
［ 静止画撮影時 ］1/8000～30秒、バルブ
［ 静止画・連写撮影時 ］
メカシャッター時：1/8000 静止画・連写撮影時 ］＊10 メカシャッター時：1/8000 ［動画撮影時］1/8000～1/4
（1/3ステップ）
、AUTO
［ 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
～30秒 AUTO時：1/32000～1/2秒 電子シャッ ～30秒 AUTO時：1/32000～1/8秒 電子シャッ 時は1/60秒まで、オートスローシャッター時は1/30
は1/30秒まで
タ ー 時：1/32000～1/2秒 ［ 動 画 撮 影 時 ］ タ ー 時：1/32000～1/8秒 ［ 動 画 撮 影 時 ］ 秒まで
1/8000～1/4秒(1/3ステップ）、AUTO時は1/60 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
秒まで、オートスローシャッター時は1/30秒まで

［ 静止画撮影時 ］
メカシャッター時：1/4000～30秒、バ
［ 静止画撮影時 ］1/8000～30秒、バルブ
［ 静止画撮影時 ］1/8000～30秒、
バルブ ［ 動画撮影時 ］［ 静止画撮影時 ］1/8000～30秒、
バルブ
［ 動画撮影時 ］
［ 静止画撮影時 ］1/4000～30秒、バルブ
ルブ 電子シャッター時：1/8000～30秒
［ 動画撮影時 ］1/8000～1/4秒（ 1/3ステップ）、AUTO時は 1/8000～1/4秒（ 1/3ステップ）、AUTO時は1/60秒まで、 1/8000～1/4秒（1/3ステップ）、AUTO時は1/60秒まで、
［ 動画撮影時 ］1/4000～1/4秒（1/3ステップ）、AUTO時
［ 動画撮影時 ］1/4000～1/4秒（1/3ステップ）、AUTO時
1/60秒まで、オートスローシャッター時は1/30秒まで
オートスローシャッター時は1/30秒まで
オートスローシャッター時は1/30秒まで
は1/60秒まで、オートスローシャッター時は1/30秒まで
は1/60秒まで、オートスローシャッター時1/30秒まで

手ブレ補正機能

補正効果

露出制御

ISO感度
（推奨露光指数）

連続撮影速度＊11

ドライブ

JPEG Lサイズ エクストラファイン：1000枚以上、
JPEG Lサイズ エクストラファイン：182枚、JPEG Lサイズ
JPEG Lサイズ エクストラファイン：361枚、JPEG Lサイズ JPEG Lサイズ ファイン：1000枚以上、JPEG Lサイ JPEG Lサイズ エクストラファイン：約68枚、JPEG JPEG Lサイズ エクストラファイン：約76枚、JPEG Lサイズ
ファイン: 400枚、JPEG Lサイズ スタンダード：400枚、
ファイン：361枚、JPEG Lサイズ スタンダード：361枚、 ズ スタンダード：1000枚 以 上、RAW：583枚、 Lサ イズ ファイン： 約68枚、RAW： 約68枚、 ファイン：約76枚、JPEG Lサイズ スタンダード：約
連続撮影可能枚数＊11 RAW：238枚、RAW+JPEG：192枚、RAW（ロスレス圧縮）
：
RAW：239枚、RAW+JPEG：226枚、RAW（非圧縮）： RAW+JPEG：184枚、RAW（ロスレス圧縮）
：547 RAW+JPEG：約68枚、RAW（非圧縮）
：約30枚、 76枚、RAW：約76枚、RAW+JPEG：約76枚、RAW
96枚、RAW
（ロスレス圧縮）+JPEG：83枚、RAW(非圧縮)：
131枚、RAW（非圧縮）+JPEG：120枚
枚、RAW（ロスレス圧縮）+JPEG：159枚、RAW（非 RAW（非圧縮）+JPEG：約30枚
（非圧縮）：約28枚、RAW（非圧縮）+JPEG：約28枚
82枚、RAW(非圧縮)+JPEG：78枚
圧縮）：135枚、RAW（非圧縮）+JPEG：88枚
［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/ ［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/
［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/ ［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE
［ Wi-Fi ］スマートフォン 転 送（準 拠 規 格：IEEE
b/g/n/ac ＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）［ NFC ］NFC b/g/n/ac ＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）［ NFC ］NFC
b/g/n/ac＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）［ NFC ］NFC対応 802.11b/g/n ＜2.4GHz帯＞）［ NFC ］NFC対応
802.11a/b/g/n/ac＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）
対応（ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング対応） 対応（ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング対応）
（ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング対応）
（ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング対応）

Wi-Fi＊17/NFC
音声

電源

5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 5.5段（CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 8.0段（CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 5.5段（CIPA規格準拠、
ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダ
50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時） GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時）
クションオフ時）
［ AUTO/電子シャッター時 ］Hi+：最高約30コマ/秒、
［ AUTO/電子シャッター時 ］Hi：最高約20コマ/秒、
Hi：最高約20コマ/秒、Mid：最高約15コマ/秒、Lo：
Mid： 最 高 約10コ マ/秒 、Lo： 最 高 約5コ マ/ Hi+時：最高約10コマ/秒、Hi時：最高約8コマ/秒、
最高約5コマ/秒＊12＊13＊14＊15［ メカシャッター時 ］ ＊12＊13＊14
Hi+：最高約10コマ/秒、Hi：最高約8コマ/秒、Mid：最高約6コマ/秒 、Lo：最高約3コマ/秒
秒
［ メカシャッター時 ］Hi：最高約10コマ Mid時：最高約6コマ/秒、Lo時：最高約3コマ/秒
Hi+：最高約10コマ/秒、Hi：最高約8コマ/秒、
/秒、Mid：最高約8コマ/秒 、Lo：最高約3コマ/秒
Mid：最高約6コマ/秒 、Lo：最高約3コマ/秒

マイク/スピーカー

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

使用電池

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

静止画撮影可能枚数＊18

ファインダー使用時：約430枚、
液晶モニター使用時：約530枚
（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約500枚、
液晶モニター使用時：約690枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約440枚、
液晶モニター使用時：約530枚
（CIPA規格準拠）

実動画撮影時＊19

ファインダー使用時：約90分、
液晶モニター使用時：約95分（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90分、
液晶モニター使用時：約100分（CIPA規格準拠）

連続動画撮影時

ファインダー使用時：約145分、
液晶モニター使用時：約150分

ファインダー使用時：約195分、
液晶モニター使用時：約200分

ファインダー使用時：約145分、
液晶モニター使用時：約150分

本体内充電/USB給電 ●/●
（USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応） ●/●（マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可能） ●/●（USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応）
外部電源
質量（バッテリーとメモリーカードを含む）
外形寸法
使用温度範囲

付属品

―

―

―

約737ｇ（本体のみ約652ｇ）

約678ｇ（本体のみ約593ｇ）

約723g（本体のみ約638g）

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

約 0～40℃

約 0～40℃
電源コード、
リチャージャブルバッテリーパック NPFZ100、ケーブルプロテクター、バッテリーチャー
ジャーBC-QZ1＊22、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、USB Type-Cケーブル

約 0～40℃

Hi+： 最高約10コマ/秒、Hi： 最高約8コマ/秒、Mid： 最高 Hi+：最高約10コマ/秒、Hi：最高約8コマ/秒、Mid：最 Hi+：最高約10コマ/秒、Hi：最高約8コマ/秒、Mid：最 Hi+：最高約10コマ/秒、Hi：最高約8コマ/秒、Mid：最 Hi+：最高約11コマ/秒、Hi：最高約8コマ/秒、Mid：最
約6コマ/秒 、Lo： 最高約3コマ/秒
高約6コマ/秒、Lo：最高約3コマ/秒
高約6コマ/秒、Lo：最高約3コマ/秒
高約6コマ/秒、Lo：最高約3コマ/秒
高約6コマ/秒 、Lo：最高約3コマ/秒
JPEG Lサイズ エクストラファイン：1000枚以上、JPEG Lサイズ
JPEG Lサイズ エクストラファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ ファ ファイン：1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード：1000枚 JPEG Lサイズ エクストラファイン：約163枚、JPEG Lサイ
イン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 以上、RAW：1000枚以上、RAW+JPEG：1000枚以上、RAW ズ ファイン：約172枚、JPEG Lサイズ スタンダード：約177
1000枚以上、RAW+JPEG: 1000枚以上、RAW（非圧縮）: 1000枚 （ロスレス圧縮）
：1000枚以上、RAW
（ロスレス圧縮）+JPEG： 枚、RAW：約89枚、RAW+JPEG：約79枚、RAW（非圧
以上＊16、RAW（非圧縮）+JPEG: 1000枚以上＊16
1000枚以上、RAW（非圧縮）
：1000枚以上、RAW（非圧縮） 縮）：約40枚、RAW（非圧縮）+JPEG：約36枚
+JPEG：約828枚

JPEG Lサイズ エクストラファイン：215枚、JPEG Lサイズ
JPEG Lサイズ エクストラファイン：99枚、JPEG Lサイズ
ファイン：223枚、JPEG Lサイズ スタンダード：223枚、
ファイン：115枚、JPEG Lサイズ スタンダード：116枚、
RAW：115枚、RAW＋JPEG：86枚、RAW（非圧縮）
：45
RAW：46枚、RAW+JPEG：44枚
枚、RAW（非圧縮）＋JPEG：39枚

［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/b/g/n/ac ＜
［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/ ［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/ ［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11b/
［ Wi-Fi ］スマートフォン転送（準拠規格：IEEE 802.11a/b/g/
2.4GHz帯/5GHz帯＞）［ NFC ］NFC対応（ワンタッチリモート、ワン
b/g/n/ac＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）［ NFC ］NFC対応 b/g/n/ac＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）［ NFC ］NFC対応 g/n＜2.4GHz帯＞）［ NFC ］NFC対応（ワンタッチリ
n/ac ＜2.4GHz帯/5GHz帯＞）
タッチシェアリング対応）
（ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング対応）
（ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング対応）
モート、ワンタッチシェアリング対応）
内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

内蔵マイク：ステレオ スピーカー：モノラル

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

ファインダー使用時：約530枚、
ファインダー使用時：約530枚、
液晶モニター使用時：約660枚（CIPA規格準拠） 液晶モニター使用時：約640枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約510枚、
液晶モニター使用時：約600枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約520枚、
液晶モニター使用時：約580枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約610枚、
液晶モニター使用時：約710枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約680枚、
液晶モニター使用時：約740枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約720枚、
液晶モニター使用時：約810枚（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約90分、
ファインダー使用時：約100分、
＊20
液晶モニター使用時：約105分（CIPA規格準拠） 液晶モニター使用時：約115分
（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約80分、
液晶モニター使用時：約95分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約100分、
液晶モニター使用時：約110分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約115分、
＊20
液晶モニター使用時：約125分
（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約140分、
液晶モニター使用時：約140分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約140分、
液晶モニター使用時：約150分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約130分、
液晶モニター使用時：約135分

ファインダー使用時：約170分、
液晶モニター使用時：約175分

ファインダー使用時：約200分、
液晶モニター使用時：約210分＊21

ファインダー使用時：約220分、
液晶モニター使用時：約215分（CIPA規格準拠）

ファインダー使用時：約250分、
液晶モニター使用時：約250分（CIPA規格準拠）

●/●（USB Type-C端子で可能）

●/●

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

ファインダー使用時：約160分、
液晶モニター使用時：約170分

ファインダー使用時：約180分、
液晶モニター使用時：約190分＊21

●/●（マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可能）
―
約665ｇ（本体のみ約580ｇ）

約657ｇ（本体のみ約572ｇ）

約128.9
（幅）
×96.9
（高さ）
×80.8
（奥行）mm、
約128.9
（幅） 約128.9（幅）
×96.4（高さ）
×77.5（奥行）mm、約128.9（幅） 約131.3（幅）× 96.9（高さ）× 82.4（奥行）mm、約131.3（幅） 約128.9（幅）
×96.4（高さ）
×77.5（奥行）mm、約128.9（幅） 約126.9
（幅）
×95.6
（高さ）
×73.7
（奥行）mm、約126.9
（幅）
×96.9
（高さ）
×69.7
（奥行）mm
（グリップからモニターまで） ×96.4
（高さ）
×67.3
（奥行）mm
（グリップからモニターまで） × 96.9（高さ）× 72.3（奥行）mm（グリップからモニターまで） ×96.4
（高さ）
×67.3
（奥行）mm
（グリップからモニターまで） ×95.6
（高さ）
×62.7
（奥行）
mm
（グリップからモニターまで）
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、バッテ
リーチャージャー BC-QZ1＊22、
電源コード、
ケーブルプ
ロテクター、
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、USBA-USB-Cケーブル（USB 3.2）

5.5段（CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 50mm F1.4 ZA装 5.5段（ CIPA規 格 準 拠。ピッチ/ヨー 方 向、Planar T* FE 5.0段（ CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 5.0段（ CIPA 規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T＊ FE 5.0段（CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T＊ FE
着時、長秒時ノイズリダクションオフ時）
50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時） 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時） 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時） 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時）

約 0～40℃

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、バッテ
リーチャージャー BC-QZ1＊22、電源コード、ケーブルプ 電源コード、
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ケーブルプロテクター、バッテリーチャー
ロテクター、
ショルダーストラップ、ボディキャップ、
アク ジャーBC-QZ1 ＊22、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
セサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB-A - カップ、USB Type-Cケーブル
USB-Cケーブル
（USB 3.2）

●/●（USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応）

●/●（USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応） ●/●（マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可能）

―

―

―

―

―

約699ｇ（本体のみ約614ｇ）

約658ｇ（本体のみ約573ｇ）

約650ｇ（本体のみ約565ｇ）

約509ｇ（本体のみ約424ｇ）

約503ｇ（本体のみ約418ｇ）

約128.9（幅）×96.9（高さ）×80.8（奥行）mm、約128.9（幅）×96.9（高さ）×69.7 約131.3（幅）×96.4（高さ）×79.8（奥行）mm、約131.3（幅） 約126.9（幅）×95.6（高さ）×73.7（奥行）mm、約126.9（幅）× 約124.0（幅）× 71.1（高さ）× 59.7（奥行）mm、約124.0（幅）× 約120.0（幅）×66.9（高さ）×69.3（奥行）mm、約120.0（幅）×
（奥行）mm（グリップからモニターまで）
×96.4（高さ）×69.7（奥行）mm（グリップからモニターまで） 95.6（高さ）×62.7（奥行）mm（グリップからモニターまで）
71.1（高さ）× 53.5（奥行）mm（グリップからモニターまで）
66.9（高さ）×59.0（奥行）mm（グリップからモニターまで）
約 0～40℃

約 0～40℃

リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、バッテリー リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、
ACアダプター
チャージャーBC-QZ1＊22、電源コード、ケーブルプロテクター、 AC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサ
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 リーシューキャップ、アイピースカップ、USB-A-USB-Cケー
プ、アイピースカップ、USB-A - USB-Cケーブル（USB 3.2）
ブル（USB 3.2）

約 0～40℃

約 0～40℃

リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプ リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ACアダプ
ター AC-UUD11、
ショルダーストラップ、ボディキャップ、
ア ターAC-UUD12、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 クセサリーシューキャップ、USB-A - USB-Cケ ーブル
ケーブル他
（USB 3.2）

約 0～40℃
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ACアダプ
ター AC-UUD12、
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

＊1 ソフトウェアアップデートVer.1.30以降にて対応 ＊2 ソフトウェアアップデートVer.1.10以降にて対応 ＊3 マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリーを使用時 ＊4 プロキシー動画 ＊5 8K 24pで動画撮影時は［APS-C S35 撮影］
は［切］
に固定されます ＊6 4K 60pで動画撮影時は［APS-C S35 撮影］
は［切］
に固定されます ＊7［APS-C S35 撮影］
が［入］
のときは、120fps時のセンサー読み出し有効画素数2,088×704 ＊8［ APS-C S35 撮影］
が
［入］
のときは、
120fps時のセンサー読み出し有効画素数1,570×886 ＊9［ ファインダーフレームレート ］
が［ HI+ ］
のときは、
［ ファインダー倍率 ］
を
［
標準 ］
に設定できません ＊10 MとSモード設定時のみ1/32000秒まで選択可能です（1/16000-1/32000秒の間は選択ができません）。それ以外の撮影モードでは最高1/16000秒になります ＊11 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります ＊12 Aマウントレンズ、マウントアダプター使用時は挙動が異なります ＊13 フォーカスモードがAF-C（コンティニュアスAF）のときは、装着するレンズによって連続撮影の速度が異なります。詳しくは、レンズ互換情報サポートページをご確認ください ＊14 非圧縮RAWでの撮影時は、最高20コマ/秒（α9 IIは最高12コマ/秒）
になります ＊15 Hi/Mid/Loの連続撮影速度は設
定により変更できます ＊16 CFexpress Type Aメモリーカードが必要です ＊17 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/WPA3-SAE（α7 Ⅳのみ）） ＊18 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 ＊19 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 ＊20 連続で撮影できる時間は約29
分です（商品仕様による制限） ＊21 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 ＊22 ACコード長50cm。単売のBC-QZ1のACコード長とは長さが異なります（200cm）
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

バックアップのおすすめ
26

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

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。
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ミラーレス一眼
ラインアップ

センサー
サイズ
本誌掲載モデル

● ボディ ILCE-1

積層型
CMOS

本誌掲載モデル

積層型
CMOS

本誌掲載モデル

裏面照射型
CMOS

5010 万
画素

有効

2420万

約

画素

有効

約

6100万
画素

センサー

P08

本誌掲載モデル

● ボディ ILCE-7RM4A

有効

約

センサー

P06

● ボディ ILCE-7RM5

有効画素数

センサー

P04

● ボディ ILCE-9M2

センサー
タイプ

裏面照射型
CMOS

有効

約

6100万
画素

センサー

P10

測距点数

瞳/被写体
認識AF＊2

759点/
425点

人物・動物・
鳥＊7

人物・動物＊7

拡張50-204800

693点/
425点

位相差/コントラスト

10032000

693点/
25点

ISO感度

＊1

10032000

拡張50-102400

10051200 ＊10

位相差/コントラスト

（AF/AE追随）

＊8

約

30コマ/秒

約

20コマ/秒

高速連写
（AF/AE追随）
※電子シャッター時

高速連写
（AF/AE追随）
※電子シャッター時

拡張50-102400

位相差/コントラスト

人物・動物・鳥・
昆虫・車/列車・
飛行機

10032000

567点/
425点

人物・動物＊7

拡張50-102400

高速連写枚数

位相差/コントラスト

連続撮影
＊3
可能枚数

165枚

＊4

質量

＊9

約

10コマ/秒

約

10コマ/秒

光学式 5軸ボディ内

手ブレ補正

メモリーカード
スロット

最大撮影＊5
可能枚数

約

約

678g

約

1000枚

約

723g

約

68枚

約

665g

約

最大

361 枚

以上

最大

USB充電/
給電

Eマウントレンズ

全

● ボディ ILCE-7RM3A

P10

35mm
フルサイズ

本誌掲載モデル

● ボディ ILCE-7SM3

裏面照射型
CMOS

● ボディ ILCE-7M4

本誌掲載モデル

裏面照射型
CMOS

● ボディ ILCE-7M3

本誌掲載モデル

裏面照射型
CMOS

シルバー
（S）

● ボディ ILCE-7C

ブラック
（B）

● ズームレンズキット ILCE-7CL

画素

3300 万
画素

有効

約

2420万
画素

有効

約

センサー

P18

1210万

有効

約

センサー

P16

画素

有効

センサー

P14

4240万

約

センサー

本誌掲載モデル

● ズームレンズキット ILCE-7M3K

有効

約

センサー

裏面照射型
CMOS

P12

● ズームレンズキット ILCE-7M4K

裏面照射型
CMOS

2420万
画素

本誌掲載モデル
● ボディ ILCE-6600

● 高倍率ズームレンズキット

CMOS
センサー

ILCE-6600M

2420万
画素

P20

シルバー
（S）

● ボディ ILCE-6400

有効

約

ブラック
（B）

● パワーズームレンズキット ILCE-6400L

● ダブルズームレンズキット ILCE-6400Y

APS-C

CMOS
センサー

有効

約

2420万
画素

● 高倍率ズームレンズキット ILCE-6400M＊16

VLOGCAM

ZV-E10

● ボディ ZV-E10

● パワーズームレンズキット ZV-E10L

ブラック
（B）
ホワイト
（W）

CMOS
センサー

有効

約

2420万
画素

10032000

399点/
425点

拡張50-102400

位相差/コントラスト

80102400

759点/
425点

拡張40-409600

位相差/コントラスト

10051200

759点/
425点

拡張50-204800

位相差/コントラスト

10051200

693点/
425点

拡張50-204800

位相差/コントラスト

10051200

693点/
425点

拡張50-204800

位相差/コントラスト

10032000

425点/
425点

拡張50-102400

10032000

530枚

660枚

高速連写
（AF/AE追随）

拡張102400

位相差/コントラスト

10032000

425点/
425点

拡張50-51200

位相差/コントラスト

人物・動物＊13

約

10コマ/秒

76枚

約

1000枚

約

最大

スロット

657g

約

＊6

フルサイズ用

640枚

高速連写
（AF/AE追随）

人物・動物＊7

＊12

約

10コマ/秒

高速連写
（AF/AE追随）

人物・動物・
鳥

1000枚

699g

＊12

約

10コマ/秒

高速連写
（AF/AE追随）

＊13＊14

人物・動物

以上

USB充電/
給電対応

（連写時も対応）

約

658g

177枚

約

650g

約

223枚

約

509g

約

116 枚

約

503g

約

以上

10コマ/秒

最大

10 コマ/秒

最大

11 コマ/秒

最大

約

600枚

約
サイレント撮影

580枚

約

710枚

高速連写
（AF/AE追随）

＊7＊15

人物・動物

約

740枚

高速連写
（AF/AE追随）

人物・動物＊7

約

高速連写
（AF/AE追随）

810枚

シングル
スロット

＊13＊17

人物・動物

約

116 枚

約

403g

約

137枚

約

343g

約

11 コマ/秒

最大

11 コマ/秒

最大

23本

410枚

＊6

APS-C用

高速連写
（AF/AE追随）

＊7＊15

人物・動物

約

440枚

高速連写
（AF/AE追随）

＊1 静止画撮影時 ＊2 被写体毎にモードの切り換えが必要です。α7R Vは動物・鳥の自動切り換えに対応しています。
すべての被写体が対象ではありません ＊3 連続撮影可能枚数はJPEGスタンダード
（α1はJPEGファイン、α7R IVはJPEG）枚数表示。撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります ＊4 バッテリーとメモリーカード含む ＊5 撮影可能枚数は液晶モニター使用時/CIPA規格準拠 ＊6 2022年11月時点 ＊7 動画時はリアルタイム瞳
AF（人物）のみ対応 ＊8 連続撮影モード
「Hi+」時。
シャッタースピードが1/125以上の場合に有効です。AF-Cモード時はシャッタースピードが1/250以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。非圧縮RAW、
ロスレス圧縮RAWでの撮影時は、最高20コマ/秒になります。
また、装着レンズによってはソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。互換情報の詳細は、サポートサイトをご覧ください＊9 ソニー製
のCFexpress Type Aメモリーカード1枚使用時 ＊10 メカシャッター時 ＊11 α 1、α 7R V、α 7S III、α 7 IVは、CFexpress Type AメモリーカードとSDXCメモリーカードに対応。α7 IVはスロット1のみCFexpress Type Aメモリーカードに対応。CFexpress Type Bメモリーカードは使用できません ＊12 α7 IVは、非圧縮RAW+JPEG撮影時は最大約828枚になります。非圧縮RAW/非圧縮RAW+JPEGの撮影時は CFexpress Type Aメモリーカードが必要で
す ＊13 動画時はリアルタイム瞳AF非対応です ＊14 ソフトウェアアップデートVer.3.0以降で対応 ＊15 ソフトウェアアップデートVer.2.00以降で動画にも対応したリアルタイム瞳AF（動物）
が使用できます ＊16 ブラック
（B）のみ ＊17 ソフトウェアアップデートVer.2.0以降で対応
カメラ本体はすべてオープン価格です ※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
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47本

デュアル

位相差/コントラスト

425点/
425点

＊6

690枚

＊11

本誌掲載モデル

70本

530枚

737g

約

以上

＊12

高速連写
（AF/AE追随）

サイレント
撮影

さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

sony. jp/ichigan/lineup/
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さらに詳しくは Web サイトをご覧ください

C i n e m a L i n e とは 、デジタルシネマ映 像 制 作で培 わ れたルック＊1 と
多 様 なクリエイターの異 なる要 望に応える 高 い 操 作 性と信 頼 性 を兼 ね 備えた
映 像 制 作 用カメラのシリーズです。

シネマ×AF性能
αで培ってきた像面位相差検出AFとコントラストAFを併用したAFシステム（ファストハイブリッドAF）
を搭載。イメージセンサーの撮像画面のほぼ全域（FX6、FX3は約
89%、FX30は約90%）
をカバーし、広範囲からの膨大な被写体情報を高精度・高密度に分析。浅い被写界深度でも、動きの速い被写体に高精度かつなめらかに、ワイ
ドなエリアでフォーカスを合わせ続けます。三機種ともにリアルタイム瞳AFやタッチトラッキング、きめ細かい設定が可能な「AFトランジション速度」
と
「AF乗り移り感度」
を搭載。さまざまな撮影条件下で、安定したAF性能と多彩なフォーカスワークを提供します。

シネマ×機動性、信頼性、操作性
シネマのような描写力を備えながら、小型・軽量で機動力を追求したボディデザインを採用。ハンドヘルド撮影だけでなく、ジンバルやドローンとの親和性が高く、
フレキシブルな撮影スタイルを実現します。効率的な放熱を実現する冷却ファンと放熱構造を採用し、動画撮影中の温度上昇を抑制。その他タリーランプやズーム
レバーも搭載。FX6は電子式可変NDフィルターを、FX3とFX30は光学式5軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載しており、プロの映像制作を強力にサポートします。

FX6

FX3

※写真のレンズとマイクは別売の
FE 24mm F1.4 GM
（レンズ）
・ECM-XM1
（マイク）
です

（本体のみ）

ボディ ILME-FX30B
希望小売価格273,900円
（税込）
XLRハンドルユニット同梱モデル ILME-FX30
希望小売価格328,900円
（税込）
※写真のレンズは別売のE PZ 10-20mm F4 Gです

※写真はレンズ付属モデル ILME-FX6VKです

630g

＊9

質量

約

奥行 153mm

幅 129.7mm

奥行 84.5mm
（突起部除く）

シネマの映像表現

奥行 84.5mm
（突起部除く）

ズームレバー

FX6とFX3はソニーが誇るイメージセンサー技術を結集した裏面照射型の35mmフルサイズセンサーと、画像
処理エンジンBIONZ X を搭載。15+ストップ＊2のワイドラチチュード・高い感度性能に加えて、シネマのような
印象的なぼけ表現ができます。

FX6 / FX3

FX30は新たに開発した裏面照射型のAPS-Cサイズ(Super 35mm)センサーと画像処理エンジンBIONZ XRを搭載。
6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K
（QFHD：3840×2160）
映像を出力可能。14+ストップ＊3の
ワイドラチチュードで階調豊かな映像が記録できます。また、三機種ともにLong GOPおよびIntra方式の両方で
4:2:2 10bit記録が可能なため、グレーディング時に豊かな階調を生かした編集・調整が可能です。

FX30

主な仕様
レンズマウント

Eマウント

撮像素子

35mmフルサイズExmor R CMOSセンサー

有効画素数

有効画素数：約1026万画素

NDフィルター
カメラ部

を描写する際に使われる中間色の表現力をアップさせ、色あいはよりソフトに、ハイライトの描写は
＊1

ルック を手軽に再現でき、制作者のさらなるクリエイティブな表現要求に応えます。

XAVC S-I 4K / XAVC S 4K / XAVC HS 4K、1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 フレームレート
XAVC S-I HD / XAVC S HD、1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 フレームレート＊1

ホワイトバランス

オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / フラッシュ / 水中オート / オート/太 陽 光/日 陰/曇 天/電 球/蛍 光 灯/水 中 オート/色 温 度 設 定
色温度設定（2500K-9900K）
・カラーフィルター/カスタム
（2500K-9900K）
・カラーフィルター/カスタム

プリセット 、メモリA、メモリB (2000K-15000K)/ATW
-3 ～ 30dB (1dBごと)、AGC切り替え可能

ISO感度

基準ISO感度：800/12800（拡張409600）

SDI出力

BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI
BNC端子×１, 入力/出力 切替式

音声入力

色域はS-Gamut3、S-Gamut3.Cineに対応。Cinema Line カメラの上位機種と合わせた撮影、編集

＊3

カメラ内で最高 120fps（ 4K QFHD 解像度） のハイフレームレート動画記録に対応。4K 解像度
で最大 5 倍のなめらかなスローモーション ＊ 4 で、印象的な映像表現ができます。4:2:2 10bitの
サンプリングに対応しているほか、Long GOPおよびIntra（All-I）方式も選択できます。
また、記録
した映像をそのままスローモーションやクイックモーションでの再生が可能なS&Qモード＊5であれば、
6
最大ビットレート600Mbps ＊（4:2:2
10bit、H.264、All-I）＊7 の高画質記録もできます。

3.5mm ステレオミニジャック、XLR/TRSタイプ 3ピン

ステレオマイク

USB端子

USB Type-C×1、マルチ/マイクロB×1
ステレオミニミニジャック(Φ2.5mm)×1

非搭載

DC入力

DCジャック×1

非搭載

3.5型カラー液晶、約276万画素相当
約890g（本体のみ） 約2590g（レンズ
［SEL24105G（レンズ付属モデル
のみ）］、
レンズフード
（レンズ付属モデルのみ）、バッテリーパック BP-U35
（別売）、液晶パネル、ハンドル、グリップを含む）

外形寸法（幅×高さ×奥行）
その他

マルチ/マイクロUSB端子、TC IN＊5
［ILME-FX30B］3.5mmステレオミニジャック
［ILME-FX30］本体：3.5mmステレオミニジャック、XLRハンドルユニット：
XLR/TRSタイプ 3ピン(凹×2)、3.5mmステレオミニジャック

リモート

質量

Exposure Index（EI）
に連動してカメラが自動的に基準ISO感度を切り換える
「Cine EI Quick」
とISO

HDMI端子(タイプ A)×1、 YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit
マルチ/マイクロ USB端子、TC IN＊4＊5

モノラル

液晶パネル

機種と共通したワークフローを実現する「 Cine EI」、FX3とFX30ではCine EIに加えて、選択した

動画：ISO100-32000相当、
静止画：ISO100-32000（拡張：下限ISO50、上限ISO102400）
非搭載

ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1

スピーカー出力

が容易になります。また、Log撮影モード時にはLUTをカメラモニター映像に表示可能で、ポストプロダ

ゲインコントロール非搭載

ボディ：無指向性モノラルエレクトレットコンデンサーマイク
ハンドル：無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイク

内蔵マイク

クション後の仕上がりイメージを確認しながら撮影することができます。FX6では、Cinema Line上位

最高 120fps（ 4K）＊ 3 のハイフレームレート動画記録

XLRタイプ3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48 V切り替え式

ヘッドホン出力

XAVC S-I 4K / XAVC S 4K / XAVC HS 4K、
1,2,4,8,15,30,60,120フレームレート＊2
XAVC S-I HD / XAVC S HD、1,2,4,8,15,30,60,120,240フレームレート＊3

動画：ISO80-102400相当（拡張:上限ISO409600相当）
静止画：ISO80-102400（拡張: 下限ISO40、上限ISO409600）

HDMI端子(タイプ A)×1

TC 入力/TC 出力

入出力端子

有効画素数：動画 約2010万画素、静止画 約2600万画素
非搭載

XAVC-I、4096×2160、1～60 フレームレート (59.94/50/29.97/25/24/23.98)
スロー&クイックモーション
XAVC-I/L 、3840×2160、1～60, 100, 120 フレームレート (59.94/50/29.97/25/23.98)、
撮影（S&Q）
1920×1080、1～60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 フレームレート (59.94/50/29.97/25/23.98)

HDMI出力

LUT を活用した Log 撮影

APS-Cサイズ（Super35mm）Exmor R CMOSセンサー

有効画素数：動画 約1030万画素、静止画 約1210万画素

電子式可変NDフィルター
（1/4ND～1/128ND）

ゲイン

被写体を美しく際立たせる自然なトーンとしています。グレーディングすることなくシネマのような

感度を調整して露出を設定する「Flexible ISO」
も選択できます。

REC ボタン

＊1 ルックとは、
映像の色やトーン、
シャープネスなど含む映像表現のことです ＊2 S-Log3時。
ソニー内部測定 ＊3 QFHD
（3840×2160）
。
FX6/FX3は約10%、
FX30は約38%画角がクロップされます ＊4 ポストプロダクションによる編集、
S&Qモードによる撮影が必要です ＊5 S&Qモード時、音声は記録できません ＊6 FX6はXAVC Intra 60p記録設定時。FX3/FX30はXAVC S-I 60p記録設定時 ＊7 XAVC S-I記録でフレームレート120fps以上の設定時はCFexpress
Type Aメモリーカードが必要です ＊8 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 ＊9 バッテリー、
メモリーカードを含む質量は、
FX3は約715g、
FX30は約646g

三機種ともにCineAltaカメラ VENICEの開発を通じて得られた知見をもとに作られ、肌の色を美しく

三機種ともにシャドウからミッドトーン
（18%グレー）
にかけての階調特性を重視したS-Log3を搭載し、

カスタムボタン
（IRIS/WB/ISO）

REC ボタン

ハンドル・グリップ・モニターでパーツを構成

手軽にシネマのようなルック＊ 1 を再現できる S-Cinetone
見せるスキントーンを中心とした
「S-Cinetone」
をデフォルトのルック＊1として搭載しています。人の肌

ズームレバー

カスタムボタン
（IRIS/WB/ISO）

裏面照射型 CMOS センサー Exmor R™ ×新画像処理エンジン
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約

（本体のみ）

幅 129.7mm

幅 114mm
（周辺部除く
ボディのみ）

562g

＊9

質量

（本体のみ）

高さ 77.8 mm

ボディ ILME-FX3
希望小売価格548,900円
（税込）

890g

高さ 116mm

ボディ ILME-FX6V
希望小売価格831,600円
（税込）
レンズ付属モデル ILME-FX6VK
（付属レンズ：FE 24-105mm F4 G OSS）
希望小売価格988,900円
（税込）

約

高さ 77.8 mm

質量

FX30

消費電力

約114×116×153mm（周辺部除くボディのみ）
約18.0W（XAVC-I QFHD 59.94p収録時、液晶パネルON、映像出力使用せず）

使用温度
保存温度
付属品

USB Type-C
（SuperSpeed USB 5Gbps）
×1、マルチ/マイクロUSB端子×1

USB Type-C
（SuperSpeed USB 10Gbps）
×1、マルチ/マイクロUSB端子×1

3.0型カラー液晶、約144万画素相当

3.0型カラー液晶、約236万画素相当

約630g（本体のみ）、約715g（バッテリーとメモリーカードを含む）
約1015g（XLRハンドル、バッテリー、メモリーカードを含む）

［ILME-FX30B］
約646g
（バッテリーとメモリーカードを含む）
、約562g
（本体のみ）
［ILME-FX30］
約646g
（バッテリーとメモリーカードを含む）
、約562g
（本体のみ）
、
約951g
（XLRハンドルユニット、バッテリー、メモリーカードを含む）

約129.7×77.8×84.5mm（突起部除く）

約129.7×77.8×84.5mm（突起部除く）

［動画］約7.3W（FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS装着時）［静止画］約3.4W ［動画］約5.6W（E PZ 18-105mm F4 G OSS装着時）［静止画］約3.5W
（FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS装着時）
（E PZ 18-105mm F4 G OSS装着時）
0 ～ 40℃

-20℃ ～ +60℃

-20℃ ～ +55℃

レンズ［SEL24105G（レンズ付属モデルのみ）］
（１）、ACアダプター（１）、電源コード（１）、ハンドル
（１）、液晶パネル（１）、液晶フード（１）、グリップ（１）、USB Type-Cケーブル（１）、コールドシュー
キット（１）、レンズマウントキャップ（１）、ハンドルコネクタキャップ（１）

リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100（１）、バッテリーチャージャーBC-QZ1（１）、電源 リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100（1）、ACアダプター（1）、ボディキャップ（1）、アクセサ
コード（１）、XLRハンドルユニット（１）、アクセサリーシューキット（１）、ボディキャップ（１）、 リーシューキャップ（1）、USB-A-USB-Cケーブル（USB 3.2）
（1）、XLRハンドルユニット（1）※、ハン
シューキャップ（１）、ハンドルシューキャップ（１）、USB Type-Cケーブル（１）
ドルシューキャップ（1）※ ※ILME-FX30のみ

＊1 240fps時のセンサー読み出し有効画素数1,420×804 ＊2 120fps時のセンサー読み出し有効画素数3,864×2,176
と市販のBNCケーブルのBNC出力端子を接続するための専用アダプターケーブル（別売）
が必要です

＊3 240fps時のセンサー読み出し有効画素数1,396×788

＊4 Ver.2.00以降のソフトウェアアップデートで対応

＊5 本機のマルチ/マイクロUSB端子

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（FX3/FX30の場合）
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

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。
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α の商品情報をはじめ、別売のレンズやアクセサリーの紹介、セミナーやイベントの
案内など、αでの撮影がもっと楽しくなるコンテンツがますます充実。最新のサポート

オフィシャル サ イト

情報から修理のお問い合わせまで、αに関する最新情報がわかります。

s o n y. j p / i c h i g a n /

※画面は 2022 年10 月現在

第一線で活躍するプロフェッショナルによるα
第一線で活躍するプロフェッショナルによる
α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

Universe

の情報を随時配信しています。

s o n y. j p / i c h i g a n / a - u n i v e r s e /

※画面はイメージです

α で撮った作品をみんなで楽しむコミュニケーションサイト
αで撮ったお気に入りの作品をギャラリーに公開したり、
みんなの作品にコメントしたり。
「αcafe」
では、
作品を通じてα
作品を通じて
αユーザー同士でコミュニケーションが楽しめます。αユーザーのみなさんはもちろん、

m s c . s o n y. j p / a c a f e /

ご購入を検討されている方も、作品やコメントの閲覧が可能ですので、ぜひ一度お越しください。
※画面は2021年4月現在

プロから学べるカメラスクール

Academy

全国 5 校舎とオンライン校で開催中

αの使い方講座やビデオ編集講座、プロフォトグラファー同行の撮影実習など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）に加えて、時間と場所を選ばず

m s c . s o n y. j p / i c h i g a n / a - a c a d e m y /

に受講できるオンライン講座も開催しています。

ソニーショール ーム
ソニーストアのご 案 内
s o n y. j p / s t o r e / r e t a i l /

ソニーショールーム /
ソニーストア 銀 座

ソニーストア 札 幌

ソニーストア 名古 屋

ソニーストア 大 阪

ソニーストア 福 岡 天 神

東京 / 銀座
GINZA PLACE 4F ～ 6F

北海道 / 札幌
中央区南一条西 3-8-20

名古 屋 / 栄
BINO栄 3F

大阪 / 梅田
ハービスENT 4F

福岡 / 天神
西鉄天神 CLASS 1F ～2F

「 α の製 品 登 録 」のおすすめ

お客様個人情報の取り扱いについて

製品登録された方には、
最新の情報やサポートを提供しています ●お得な情 報が 盛りだくさんの「メール
マガジン」
をお届け ● 楽しく実 践 的に撮 影を学 べるセミナーの受講 料が 割引に
※詳しくは本体付属のチラシ、
または登録専用サイトに記載されています

製品登録されたお客様の個人情報は、別途定める
「お客様の個人情報の取り扱いについて」の内容に
従い、適 切に取り扱います。なお、当社の 個 人情 報 保 護 の取り組みは、プライバシーマークの認 定
を 受け ています。
ソニーマーケティング株 式会社

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・安全のために」をよくお読みください

安全点検のお願い このような症状はありませんか

●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

使用を中止

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

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

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はソニーグループ株式会社の商標です ●

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 ●マイクロ

BIONZ X、BIONZ XR、ビオンズ エックス、ビオンズ エックスアールおよび

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

ドライブは、小型・軽量のハードディスクドライブです。使用時はデジタル一眼カメラに振動や衝撃を与えないよう、十分注意し
てください ●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
●デジタル一眼カメラなどを使用中、万一、
これらの不都合により録画されなかった場合の録画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

上のフレームレート表記は120p:119.88fps、60p:59.94fps、30p:29.97fps、24p:23.98fpsになります ●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 ●材質は、商品の主材料を示

します ●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 ●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 ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準

によります ●

：このマークの商品は、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 ●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 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

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、
または買い物相談窓口にお問い合わせください
DWTP-1 Printed in Japan. （84969987）

G Master、Gマスター、
、

、Gレンズ、

、Exmor RS、Exmor R、エクスモアおよび

、マルチインターフェースシューおよび

、

、

、

、

● AVCHD/Progressive、AVCHDおよび

、

、 、

、

、XAVC、

、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

（インフォリチウム）および

、

、InfoLITHIUM

はソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です
、

はパナソニック株式会社とソニーグループ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 ● 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 ● ArmはArm Limited

（またはその子会社）の登録商標です ●

、

、

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

Systems Incorporated（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、商品名は、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

2022.11

カタログ記載内容2022年11月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

