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スナップシューティングに最適化した機能を、直感的で分かりやすい操作系に融合。

さらに、オーナーの所有欲を満たす、極めて贅沢で高品位な色とデザイン。

この二つの哲学を両立させた、写真ファン垂涎の一台が誕生した。

フィルムメーカーとしての80年の歴史が結実した至高の逸品が、ここに。
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けっして華美な「シルバー」ではなく、かといって無個性な「ブラック」でもない。

それは、光の角度によって、見る人の意識によって様 に々変化する「色」だ。

グラファイトという色にしか表現しえない重厚感と美しさ。　

複雑で繊細な工程を経て実現するからこそ、その色は特別な輝きを放つ。
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被写体を自らの眼で直視したい、というフォトグラファーの根源的な欲求。

その思いを叶えるために生まれた世界で唯一のファインダーシステム、

それが「ハイブリッド・ビューファインダー」だ。

数あるXシリーズの中でも、このファインダーを搭載したカメラは常に特別な存在。

「写真撮影の原点」を、いつもあなたに問いかけてくる。
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対角画角63.4°、人の視角に近いとされるこのレンズは、

けっして大胆なボケや強烈なパースペクティブで見る者にインパクトを与えてくれるわけではない。

だからこそ、写真家の感性がより一層試される。

光学ファインダーを持つX-Pro2との組み合わせによって、

さらにその魅力と奥深さが伝わるだろう。



レンズ構成

焦点距離
画角
最大口径比（開放絞り）

6群10枚（非球面レンズ2枚）

f＝23mm（35mm判換算：35mm相当）

63.4°

F2

最小絞り F16

絞り形式 9枚（円形絞り）
1/3ステップ（全19段）

撮影距離範囲 22cm - ∞

最大撮影倍率 0.13倍

外形寸法：最大径×長さ（約） ※先端よりマウント基準面まで ø60.0mm × 51.9mm

質量（約） ※レンズキャップ・フード含まず 180g

フィルターサイズ

同梱品

ø43mm

レンズキャップ FLCP-43
レンズリアキャップ RLCP-001
レンズフード  LH-XF35-2 ※グラファイトカラー
ラッピングクロス

レンズフード（LH-XF35-2）

非球面レンズ
レンズ構成図

フォーカスリング

絞りリング

消去ボタン

DISP/BACK（表示／戻る）ボタン

液晶モニター
（LCD）

マイク／リモートレリーズ端子
HDMIマイクロ端子
マイクロUSB端子

測光モードボタン／
ファンクション（Fn3）ボタン

視度調節ダイヤル

VIEW MODEボタン

アイセンサー

ファインダー

AE-L（AEロック）ボタン

リアコマンドダイヤル

フォーカスレバー

AF-L（AFロック）
ボタン

再生ボタン

インジケーターランプ

セレクター
　DRIVEボタン／ファンクションボタン
MENU/OKボタン

Qボタン

各部名称Multi Views

フロントコマンドダイヤル

ファンクション（Fn2）ボタン

ファインダー切換レバー

AF補助光ランプ／セルフタイマーランプ

レンズ着脱ボタン

メモリーカードスロット

バッテリー
挿入部

レンズ信号接点

フォーカスモード
切換レバー

スピーカー 三脚用
ねじ穴

電源レバーマイク

シャッターボタン

動画撮影ボタン／
ファンクション（Fn1）ボタン

シャッタースピード／ISOダイヤル

ストラップ取り付け部

ホットシュー

露出補正
ダイヤル

XF23mmF2 R WR Graphite Edition  仕様Specification

X-Pro2 Graphite Edition  仕様Specification

※1 動作確認機種は、http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/でご覧ください。 ※2「DCF」は社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）の登録商標で規格「Design rule for Camera File system」の略称です。※3 「DPOF（Digital Print Order Format）」はデジタルカメラ
で撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。※4 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。※5 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。
バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。

型番 FUJIFILM X-Pro2

有効画素数 約2430万画素

型番 XF23mmF2 R WR

撮像素子 23.6mm×15.6mm（APS-Cサイズ）　X-Trans CMOSⅢセンサー、原色フィルター採用

センサークリーニング 圧電素子による超音波方式

記録メディア

記録方式

記録画素数（ピクセル）

レンズマウント

撮影感度

測光方式
露出制御
露出補正
手ブレ補正
シャッター形式

シャッタースピード

連写

オートブラケティング

フォーカス

ホワイトバランス
セルフタイマー
インターバルタイマー撮影

フラッシュ発光モード

アクセサリーシュー

液晶モニター

動画

フィルムシミュレーションモード

ダイナミックレンジ設定
アドバンストフィルター

ワイヤレス転送部

ワイヤレス機能

その他の機能

入出力端子

電源

本体外形寸法
質量

動作環境

起動時間

付属品

ファインダー
（ハイブリッドビューファインダー）

シーン自動認識オート／カスタム1～3／色温度（ケルビン値）選択（2500K～10000K）／プリセット（晴天／日陰／昼光色蛍光灯／昼白色蛍光灯／白色蛍光灯／電球／水中）

静止画
動画

メカニカルシャッター
電子シャッター（*4）
メカ＋電子シャッター
フラッシュ同調速度

モード
AF方式

AFフレーム選択

赤目補正OFF 時
赤目補正ON 時

OVF

EVF

準拠規格
暗号化方式
アクセス方式

デジタル入出力
HDMI出力
その他

静止画撮影可能枚数（*5）

実撮影電池寿命（*5） ※顔検出OFF時

温度
湿度

SDカード（～2GB）／SDHCカード（～32GB）／SDXCカード（～256GB）  UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ（Slot1のみ）対応（*1）

DCF（*2）準拠　圧縮：Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応（*3）　非圧縮：14bit RAW（RAF独自フォーマット）／RAW＋JPEG

ファイル記録形式：MOV　圧縮方式：MPEG-4 AVC/H.264準拠　音声記録方式：リニアPCM　ステレオ（48KHzサンプリング）

 L： ＜3：2＞6000×4000 ／ ＜16：9＞6000×3376 ／ ＜1：1＞4000×4000
M： ＜3：2＞4240×2832 ／ ＜16：9＞4240×2384 ／ ＜1：1＞2832×2832
 S： ＜3：2＞3008×2000 ／ ＜16：9＞3008×1688 ／ ＜1：1＞2000×2000

FUJIFILM Xマウント

AUTO1/AUTO2/AUTO3（ISO12800まで設定可能）／ISO200～12800（1/3段ステップ）（標準出力感度）
拡張モード：ISO100／25600／51200

TTL256分割測光　マルチ／スポット／アベレージ／中央重点

P（プログラムAE）／A（絞り優先AE）／S（シャッタースピード優先AE）／M（マニュアル露出）

-5.0EV～+5.0EV　1/3EVステップ（動画撮影時は-2.0EV～+2.0EV）

手ブレ補正機能付きレンズで対応

電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター

4秒～1/8000秒（Pモード時）、30秒～1/8000秒（全モード合わせて） バルブ（最長60分）、TIME：30秒～1/8000秒

1秒～1/32000秒（P/A/S/Mモード） バルブ：1秒固定、TIME：1秒～1/32000秒

4秒～1/32000秒（Pモード時）、30秒～1/32000秒（全モード合わせて） バルブ（最長60分）、TIME：30秒～1/32000秒

1/250秒以下

約8.0コマ/秒（連続記録枚数：JPEG：83枚　可逆圧縮RAW：33枚　非圧縮RAW：27枚）
約3.0コマ/秒（連続記録枚数：JPEG：エンドレス　可逆圧縮RAW：エンドレス　非圧縮RAW：36枚）
*記録枚数は、使用するカードにより変わります。 *連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。

AEブラケティング（±2EV／±5/3EV／±4/3EV／±1EV／±2/3EV／±1/3EV）
フィルムシミュレーションブラケティング（3種類選択可能） ダイナミックレンジブラケティング（100％・200％・400％）
ISO感度ブラケティング（±1/3EV／±2/3EV／±1EV） ホワイトバランスブラケティング（±1／±2／±3）

シングルAF／コンティニュアスAF／MF（リング回転式）

インテリジェントハイブリッドAF（TTLコントラストAF／位相差AF）

10秒／2秒

あり（撮影間隔、撮影回数、開始時刻設定）

オート／強制発光／発光禁止／スローシンクロ／後幕シンクロ／コマンダー

赤目軽減オート／赤目軽減＋強制発光／発光禁止／赤目軽減＋スローシンクロ／赤目軽減＋後幕シンクロ／コマンダー  *赤目補正は顔検出ON時に有効

あり（TTLフラッシュ対応）

電子式ブライトフレームファインダー（逆ガリレオ式）　撮影範囲フレーム視野率約92%　ファインダー倍率約0.36倍／約0.60倍

0.48型TFTカラー液晶ファインダー　約236万ドット（4:3アスペクト）　視野率約100%　アイポイント：約16mm（接眼レンズ最後尾から）　視度調整範囲：-4～+2m-1
ファインダー倍率：0.59倍（35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度-1.0m-1のとき）　対角視野：約29.1°（水平視野：約24.4°）　電子式レンジファインダー付き　アイセンサー付き

3.0型　3：2アスペクト　TFTカラー液晶モニター　約162万ドット

AUTO、100％、200％、400％  ISO感度制限（DR100%：制限なし、DR200%：ISO400以上、DR400%：ISO800以上）

トイカメラ／ミニチュア／ポップカラー／ハイキー／ローキー／ダイナミックトーン／ソフトフォーカス／パートカラー（レッド／オレンジ／イエロー／グリーン／ブルー／パープル）

IEEE802.11b／g／n（無線LAN 標準プロトコル）

WEP/ WPA/WPA2 mixed mode

インフラストラクチャーモード

位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、Eye-Fi対応あり（Connected無し）

USB2.0（High-Speed）／マイクロUSB端子  * リモートレリーズ端子兼用：RR-90（別売）用

HDMIマイクロ端子（Type D）

ø2.5mmステレオミニジャック（マイク／リモートレリーズ用）  ホットシュー、シンクロターミナル　*メカ式レリーズ市販品：S1ボタン

充電式バッテリーNP-W126S（リチウムイオンタイプ） ※付属

約250枚（スタンダード、EVF）、約350枚（スタンダード、OVF） ※XF35mmF1.4 R使用時

約55分（FULL HD）

連続撮影電池寿命（*5） ※顔検出OFF時 約80分（FULL HD）

（幅）140.5mm×（高さ）82.8mm×（奥行き）45.9mm　（最薄部34.8mm）

約495g（付属バッテリー､メモリーカード含む）／約445g（バッテリー､メモリーカード含まず）

-10℃～+40℃

10％～80％（結露しないこと）

約0.4秒

充電式バッテリーNP-W126S（リチウムイオンタイプ）、バッテリーチャージャーBC-W126、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、ストラップリング、ストラップリングカバー
ホットシューカバー、シンクロターミナルカバー、ストラップリング取り付け補助具、使用説明書、保証書一式

Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定（日／英含む35言語）、世界時計（時差設定）、マニュアル時モニター露出反映、EVF明るさ、EVF鮮やかさ
LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ

15モード（PROVIA／スタンダード、Velvia／ビビッド、ASTIA／ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、
モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS＋Rフィルター、ACROS＋Gフィルター）

Full HD 1920×1080　60p／50p／30p／25p／24p 連続最大約14分まで　HD 1280×720　60p／50p／30p／25p／24p 連続最大約28分まで
*Class10以上のメモリーカードをご使用ください。

［シングルポイントAF］EVF/LCD/OVF：13×7/25×13のエリア選択（フォーカス枠サイズ可変）
［ゾーンAF］13×7の91エリアより3×3／5×5／7×7選択、［ワイド／トラッキングAF］多点表示（最大18点） ※AF-S：ワイド／AF-C：トラッキング

F X-PRO2LK-23F2-GR　JAN: 45-47410-340976



デジタルカメラX-Pro2のご相談・ご用命は…

宣伝物コード 800944532017年5月①

安全上のご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず
　「使用説明書」および、「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで
ください。火災、感電などの原因となることがあります。

●
　注意

■
●本製品についてのお客様からのお問い合わせはFinePixサポートセンターへ

●本カタログ製品以外のお問い合わせは、お客様コミュニケーションセンターへ

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

受付時間:月曜～金曜 9:30～17:30

            土曜・日曜・祝日 10:00～17:00

            ※年末年始を除く

登録はこちらから

●SDHC、SDXCロゴは商標です。 ●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標
または商標です。 ●MacOSは、米国および他の国で登録されたApple Computer,Inc.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。 ●その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の
商標または登録商標です。 ●本カタログに記載されている商品は日本国内仕様です。保証書は日本国内でのみ有効です。 ●修理の際一部の機種
では、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機
種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。 ●液晶パネルは非常に高精密度の技術で作られ
ていますが、0.01％以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがあります。 ●本カタログに記載されている商品はクラスB情報処理装置で、
情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合していますが、ラジオ、テレビなどの受信障害の原因になることがあります。 ●撮影、
プリントされ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。 ●仕様および外観は予告なく変更される場合が
ありますのでご了承ください。 ●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。 ●お買い上げの際には製造番号をご確
認ください。 ●商品には保証書がついています。お求めの販売会社で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●オープン価格の商品
はメーカー希望小売価格を定めておりません。価格に関しましては販売店にお問い合わせください。 ●プリントおよびモニター画面はハメコミ合成です。

、

「Ｍｙ FUJIFILM」会員登録のおすすめhttp://fujifilm-x.com/x-pro2/

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

FinePixサポートセンター

050-3786-1060
◎音声ガイダンスにより、担当窓口をご案内いたします。

FAXからご利用の場合は050-3786-2060（受付時間：24時間 返信時間：上記電話受付時間と同様です）

TEL 050-3786-1711（月曜～金曜 9：30～17：30 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

https://my.fujifilm.jp/




