Specifications
総合

ビデオ出力

電源

DC 7.2 V
（バッテリー使用時）
DC 12 V
（AC アダプター使用時）

VIDEO OUT

コンポジット、1.0 V p-p 75 Ω

消費電力

27.4 W（撮影時：11.7 W、充電時：27.4 W）

HDMI

許容動作温度

0 ℃〜 40 ℃

Type A 端子 ×1、ビエラリンク非対応
出力フォーマット：
1080/59.94p/29.97p/23.98p/59.94i、720/59.94p、480/59.94p

許容相対湿度

10％ 〜 80％

質量

本体：約 1500 g
（SD カード、バッテリー含まず）
撮影時：約 1740 g
（SD カード、バッテリー使用時）

外形寸法

幅170 mm×高さ170 mm×奥行き×335 mm
（レンズフード、
アイカップ含む）

カメラ部

オーディオ入出力
内蔵マイク

ステレオマイク

XLR 入力

XLR（3 ピン）×2
（INPUT1、INPUT2）
LINE：0 dBu/+4 dBu
（メニュー切替）
MIC：−40 dBu/−50 dBu/−60 dBu
（メニュー切替）

HDMI 出力

LPCM

LINE 出力

音声出力端子：2ch

ヘッドホン出力

3.5 mm 径ステレオミニジャック ×1

スピーカー

丸型 ダイナミック型

撮像素子

1/3.1 型 MOS 固体撮像素子

有効画素数

ビデオ / 写真：約 603 万（16:9）

レンズ

自動絞り光学電動ズーム
（フルレンジ AF）
F 値（焦点距離）：F1.8 〜 F3.6（f=4.08 mm 〜 81.6 mm）
35 mm 換算：ビデオ / 写真：29.5 mm 〜 612 mm（16:9）
最短撮像距離：約 3 cm（WIDE 端）/ 約 1.5 m（TELE 端）

その他入出力

フィルター径

49 mm

カメラリモート端子

ズーム

光学 20 倍、iA40 倍、
デジタル 2 倍 /5 倍 /10 倍

2.5 mm 径、
スーパーミニジャック ×１（ZOOM、S/S）
3.5 mm 径、
ミニジャック ×１（FOCUS、IRIS）

ホワイトバランス調整

ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、
プリセット 3200 K、
プリセット 5600 K、VAR（2000 K 〜 15000 K）

USB

シャッター速度

1/8 〜 1/8000 秒、1/6 〜 1/8000 秒（23.98p 時）、
1/120 〜 1/8000 秒（スーパースロー記録時）

Micro-B 端子：ハイスピード USB
（USB2.0 対応）、
マスストレージ機能（読み出しのみ）
A 端子：ハイスピード USB
（USB2.0 対応）、外部メディア接続機能※、バスパワ
ー対応

スーパースロー記録
撮影フレームレート：FHD120 fps
（マニュアル時、動画モードのみ） スローモーション効果：1/2 倍速、1/4 倍速、1/5 倍速

モニター / ビューファインダー

手ブレ補正

光学式（5 軸ハイブリッド手ブレ補正搭載）、傾き補正機能搭載

液晶モニター

3 型ワイド液晶モニター
（約 46 万ドット）

最低被写体照度

約 1.4 lx（スーパーゲイン 36 dB、
シャッタースピ―ド 1/30 時）

ビューファインダー

0.24 型ワイド EVF（約 156 万ドット相当）

メモリーカードレコーダー部

LED ビデオライト部

記録メディア

SDHC メモリーカード
（4 GB 〜 32 GB）、
SDXC メモリーカード
（48 GB 〜 128 GB）、UHS-I 対応

照度

約 300 lx (1.0m)

照射角

約 30°

記録スロット

2 スロット

色温度

約 5000 K

システム周波数

59.94 Hz

拡散フィルター使用時照度

約 70 lx (1.0m)

動画記録

記録方式：MOV、MP4、AVCHD

色温度変換フィルター使用時温度

約 3000 K

映像圧縮方式

MPEG-4 AVC/H.264

音声圧縮方式

MOV/MP4：LPCM
AVCHD：Dolby Digital

記録モード / 記録時間

裏表紙「記録モード表」
「記録時間表」参照

2 スロット機能

リレー、サイマル

静止画記録方式

JPEG（DCF/Exif2.2 準拠）

静止画記録画素数

撮影モード時：2.1M：1920×1080
（16：9）、0.2M：640×360
（16：9）、
0.3M：640×480
（4：3）
再生モード時：2.1M：1920×1080
（16：9）、0.9M：1280×720（16：9）

付属品
バッテリー
（品番：AG-VBR59）、AC アダプター、電源コード、
レンズキャップ、マイクホルダー、INPUT 端子キャップ、
マイクホルダー用ねじ、アイカップ、レンズフード、拡散フィルター
（白色）、色温度変換フィルター
（アンバー色）、取
扱説明書

※ 32 GB 以下または 2 TB を超える外部メディアは使用できません。

