
カラー

イエロー  F FX-XP140Y
JAN: 45-47410-397789  オープン価格

スカイブルー  F FX-XP140SB
JAN: 45-47410-397819  オープン価格

ダークシルバー  F FX-XP140DS
JAN: 45-47410-397840  オープン価格

製品仕様
型番
有効画素数
撮像素子
記録メディア※1

記録方式 静止画
動　画

記録画素数
撮影枚数

レンズ 名　　称
焦点距離
開放F値
レンズ構成

デジタルズーム
絞り
撮影可能範囲（レンズ先端からの距離）
撮影感度※4

測光方式
露出制御
撮影モード

手ブレ補正機能
露出補正
シャッタースピード※6

フラッシュ

液晶モニター
動画

電源

ワイヤレス機能

寸法・質量

付属品

FinePix XP140
約1635万画素
1/2.3型 裏面照射CMOS　原色フィルター採用
内蔵メモリー（約90MB）、 SD／SDHC／SDXCメモリーカード
DCF※2準拠　圧縮方式：Exif Ver. 2.3　JPEG準拠／DPOF※3対応
ファイル記録方式: MOV　圧縮方式： H.264準拠  音声記録方式: リニアPCM／疑似ステレオ

フジノン光学式5倍ズームレンズ
f=5.0mm～25.0mm（35mm判換算： 28mm～140mm相当）
F3.9（広角）～F4.9（望遠）
11群13枚（非球面 8面4枚）
超解像ズーム最大約2倍（光学5倍と併用して最大約10倍）
F3.9／F6.2（広角）、 F4.9／F8.0（望遠）
［広角］約9cm～∞　［望遠］約1.0m～∞　
AUTO／AUTO（400）／AUTO（800）／AUTO（1600）
ISO100／200／400／800／1600／3200／6400／12800
TTL256分割測光
プログラムAE
SRオート／プログラム／多重露出／人物／美肌／風景／アドバンストフィルター／パノラマ／
スポーツ／夜景／夜景（三脚）／花火／夕焼け／スノー／ビーチ／水中／パーティ／花／
文字の撮影／CALS※5

光学式（CMOSシフト方式）
-2.0EV～+2.0EV　1/3EVステップ
1/4秒～1/2000秒（AUTO時）、 1/60秒～1/2000秒（パノラマ）、
4秒～1/2000秒（夜景〔三脚〕）、 4秒～1/2秒（花火）
方式：オートフラッシュ
撮影可能範囲（感度：AUTO時） ［広角］約30cm～4.4m  ［望遠］約1.0m～3.8m

フラッシュ発光モード 赤目補正OFF時： AUTO、 強制発光、 発光禁止、 スローシンクロ
赤目補正ON時： 赤目軽減AUTO、 赤目軽減＋強制発光、 発光禁止、 赤目軽減＋スローシンクロ
3.0型TFTカラー液晶モニター　約92万ドット（視野率： 約100%）
4K: 3840×2160 （15P）
Full HD: 1920×1080 （59.94P／50P／24P／23.98P）
Full HD（スクエア）: 1080×1080 （59.94P／50P／24P／23.98P）
HD: 1280×720 （59.94P／50P／24P／23.98P）
HD（スクエア）: 720×720 （59.94P／50P／24P／23.98P）
HD（ハイスピード動画）: 1280×720
1.6倍スローモーション（撮影100P 再生59.94P）  2倍スローモーション（撮影100P 再生50P）
3.3倍スローモーション（撮影100P 再生29.97P）  4倍スローモーション（撮影100P 再生25P）
＊動画を撮影する時は、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用下さい。

Bluetooth®

ワイヤレス
通信

準拠規格 IEEE802.11b／g／n（無線LAN 標準プロトコル）
アクセス方式 インフラストラクチャーモード
準拠規格 Bluetooth Ver 4.1（Bluetooth low energy）
使用周波数範囲 2402~2480MHz（中心周波数）

充電式バッテリーNP-45S（リチウムイオンタイプ）
（幅）109.6mm×（高さ）71.0mm×（奥行き）27.8mm ＊突起部含まず
約207.4g（付属バッテリー、メモリーカード含む）、 約190.6g（バッテリー、メモリーカード含まず）

スマートフォン同期設定（日時同期・位置情報同期）、 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、
ペアリング登録・削除、 Bluetooth ON/OFF設定、 撮影後自動画像転送

充電式バッテリーNP-45S（リチウムイオンタイプ）、 ACパワーアダプター AC-5VG、
プラグアダプター、 ストラップ、 専用USBケーブル、 使用説明書・保証書一式

L：
M：
S：

〈4：3〉 4608×3456  〈3：2〉 4608×3072  〈16：9〉 4608×2592  〈1：1〉 3456×3456
240枚以上　＊CIPA基準による、 標準カード使用

〈4：3〉 3264×2448  〈3：2〉 3264×2176  〈16：9〉 3264×1840  〈1：1〉 2432×2432
〈4：3〉 2048×1536  〈3：2〉 2304×1536  〈16：9〉 1920×1080  〈1：1〉 1728×1728

※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 撮影モードによりISO感度は異なります。
※5 国土交通省「デジタル写真管理情報基準」などが推奨する画像サイズ（1280×960ピクセル）での撮影が可能です。  ※6 撮影モードによりシャッター
スピードは異なります（メカニカルシャッター併用）。

標準撮影枚数／連続記録時間

静止画
8GB 16GB記録媒体
1000枚（FINE） 2000枚（FINE）L　4：3 1590枚（NORMAL） 3190枚（NORMAL）

6分4K 3840×2160動画
13分Full HD 1920×1080
23分Full HD（SQ） 1080×1080
26分HD 1280×720
29分HD（SQ） 720×720

デジタルカメラXP140のご相談・ご用命は

宣伝物コード 500015512022年2月①

https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/xp140/

more info

防水・防塵・耐寒・耐衝撃カメラ

いつでもどこでも
アクティブカメラ

防塵
DUSTPROOF

耐 寒 -10°C
FREEZEPROOF

防 水 25m
WATERPROOF

耐衝撃 1.8m
SHOCKPROOF

●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
安全上のご注意

http://app.fujifilm-dsc.com/jp/

スマートフォン通信／テザー撮影／PC保存
各種機能をご利用いただくための専用アプリケーション
詳細は>>

「FUJIFILM Imaging Plaza」へ行こう！
富士フイルムのイメージング製品の魅力を体験できる発信拠点

https://imagingplaza.fujifilm.com/詳細は>>

●SDHC、SDXCロゴは商標です。 ●Microsoft、WindowsおよびWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.１、Windows 10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。 ●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。 ●Bluetooth®のワードマーク
およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、富士フイルム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●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、一般財団法人 VCCI協会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。

〒107-0052 東京都港区赤坂9 -7-3

0570-04-1060デジタルカメラ関連製品についてのお問い合わせは

※各受付時間は予告なく変更する場合があります

音声ガイダンスにより担当窓口をご案内いたします
受付時間：月-土9:30-17:30 ※日・祝日・年末年始を除く 上記電話番号がご利用いただけない場合は03-6625-2809へおかけください

受付時間：月-金9:30-17:30 ※土・日・祝日・夏季休業日・年末年始を除く 上記電話番号がご利用いただけない場合は03-6625-2811へおかけください
デジタルカメラ関連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

050-3786-2060FAXからご利用の場合は

0570-04-1711

返信時間：月-土 9:30 -17:30 ※日・祝日・年末年始を除く



×1 ×10

位置情報＆
日時自動調整

スマートフォンとのペアリングで
滞在地の日時や位置情報を同期
できます※4。日時を自動調整した
り撮影画像に位置情報を記録
し、旅のメモとして活用できます。

フジノン
光学式5倍ズームレンズ

出会ったシーンをイメージのままに切り取ることができる広角
28mm※2のフジノン5倍ズームレンズを搭載。遠くも近くも鮮明
に撮影できます。超解像ズームとの併用で最大10倍ズームも
可能です。 アドバンストSRオート機能

裏面照射型センサー＆
光学式手ブレ補正

水中や暗いシーンでも明るく、高い画質性能が得られる1635
万画素の裏面照射型CMOSセンサーを搭載。光学式手ブレ
補正で、暗い場所やズーム撮影時でも手ブレを防ぎます。

タフネス性能を備えた
コンパクトボディ

約207g※1の小型軽量ボディに、防水・耐衝撃・耐寒・防塵
の4つの堅牢性能を搭載。アウトドア、海、雪山などあら
ゆるシーンで写真を楽しめます。

いつでもどこでも
アクティブカメラ

リモート撮影

スマートフォンやタブレットを利
用し離れた場所から写真や動画
を撮影できます※4。集合写真や自
撮りなど、さまざまなシーンで活
用することができます。

Bluetooth®ペアリングで、スマートフォンやタブレット
端末との低電力での常時接続が可能です※4。撮影した画
像を簡単に自動転送でき、「画像をシェアする愉しみ」を
広げます。写真をその場でプリントできる「FUJIFILM 
instax SHARE」へのワイヤレス転送も可能。お出かけ先
などでもプリントをお楽しみいただけます。

多彩なワイヤレス通信機能

スマホとつながる
楽しみがひろがる

充実の動画機能

ワンタッチで4K画質にも対応した高画質での動
画撮影が可能です。最大約4倍のスローモーション
効果が楽しめるハイスピード動画撮影、タイムラ
プス動画撮影などの機能も充実しています。

簡単操作の連写機能

背面のボタンからワンアクションで連写機能へ
アクセス。最速15コマ/秒の高速連写で決定的
瞬間を逃さず記録します。

Full HD
1920×1080px3840×2160px

防塵
DUSTPROOF

耐寒 -10°C
FREEZEPROOF

防水 25m
WATERPROOF

耐衝撃 1.8m
SHOCKPROOF

多様なセルフタイマーモード

笑顔の瞬間を撮影するスマイ
ルシャッター、顔が正面を向
いた瞬間を撮影するフェイス
オートシャッターなど、豊富な
シャッターモードで撮影シーン
を楽しく演出します。

ロングバッテリーライフ

省電力設計により、一度の充電で約240枚※3の撮
影が可能です。

※1 付属バッテリー、メモリーカード含む

※2  35mm判換算

※3  CIPA基準による、 標準カード使用 スマイルシャッター

カメラが自動的に人物や夜景
など被写体・シーンを検知し、
最適な設定を行うアドバンスト
SRオートモードを搭載。人間
の瞳を自動検出してピントを
合わせる「瞳AF機能」で人物を
簡単・キレイに撮影できます。

※4  専用アプリのダウンロードが必要です。

FUJIFILM Camera Remote
無料


