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主な仕様 FUJIFILM X100V

[M] 4416×2944 [M] 4416×2488 [M] 2944×2944

[L] 6240×4160 [L] 6240×3512 [L] 4160×4160

[S] 3120×2080　 [S] 3120×1760 [S] 2080×2080

3：2

APS-C

3：2

3：2

16：9

16：9

16：9

1：1

1：1

1：1

4096×2160

DCI4K

FullHD
2048×1080 1920×1080

29.97p / 25p / 24p / 23.98p  

X-Trans CMOS 4センサー
有効画素数：約2610万画素

200Mbps / 100Mbps

静止画記録 DCF Ver.2.0準拠　
圧縮： Exif Ver.2.3 JPEG準拠
DPOF対応※1
非圧縮： 14bit RAW
（RAF独自フォーマット）

RAW＋JPEG

23.5mm×15.6mm

SDカード（～2GB） / SDHCカード（～32GB） / SDXCカード（～512GB）  UHS-I 対応記録メディア

Pモード Aモード

標準出力感度

ISO160～12800（1/3段ステップ）

拡張モード

ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200

USB Type-C（USB3.1 Gen1）

HDMIマイクロ端子（Type D）

Φ2.5mm マイク/リモートレリーズ端子

撮影感度

入出力端子

撮像素子

動画記録

f=23mm（35mm判換算：約35mm相当）  F2.0  NDフィルター：あり（4段分）レンズ

シャッタースピード

連写※2

フレームレート

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

ビットレート ＊連続撮影時間
　約10分まで

＊連続撮影時間
　約15分まで

＊連続撮影時間
　約6分まで

59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p  200Mbps / 100Mbps / 50Mbps

フレームレート ビットレート

120p / 100p 200Mbps（記録時）

フレームレート ビットレート

3840×2160

4K

本体外形寸法

質量

電源

バッテリー､ SDメモリーカード含む

約478g

バッテリー､ SDメモリーカード含まず

約428g

ファインダー

モニター 3.0型  3：2アスペクト チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター  約162万ドット  

ハイブリッド
ビューファインダー

OVF

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95%　ファインダー倍率：約0.52倍

EVF

0.5型有機ELファインダー　約369万ドット（4：3アスペクト）　
視野率：約100%　ファインダー倍率：約0.66倍

※1 「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。  ※2 記録枚数は使用するカードにより変わります。 また、 連写速度は撮影環境や連続撮影枚数により変わります。  ※3 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。

〈奥行き〉53.3mm〈幅〉128.0mm

〈高さ〉
74.8mm

〒107-0052  東京都港区赤坂 9 -7-3

https://fuji�lm-x.com/x100v/  
その他の詳しい仕様・情報は

FullHD

1920×1080
FullHD ハイスピード動画

バルブ

4秒－1/32000秒 30秒－1/32000秒

S/Mモード

15分－1/32000秒 最長60分*
＊メカニカルシャッターもしくはメカニカル+電子シャッター設定時

メカニカルシャッター

最速約11コマ/秒

電子シャッター

最速約30コマ/秒*
＊1.25xクロップ

充電式バッテリーNP-W126S（リチウムイオンタイプ）＊付属

約350枚(ノーマルモード時・EVF)、約420枚（ノーマルモード時・OVF）
［4K］ 約45分（29.97p時）  ［Full HD］ 約50分（59.94p時）＊顔検出OFF時
［4K］ 約55分（29.97p時）  ［Full HD］ 約75分（59.94p時）＊顔検出OFF時

充電式バッテリー NP-W126S（リチウムイオンタイプ）、 USBケーブル（type A to C）、 レンズキャップ、 ホットシューカバー、 スト
ラップリング、 ストラップリング取り付け補助具、 ストラップリングカバー、 ショルダーストラップ、 使用説明書、 保証書一式

標準撮影枚数※3
実撮影電池寿命※3
連続撮影電池寿命※3

付属品

F X100V-S   〔シルバー〕 JAN: 45-47410-423419
F X100V-B   〔ブラック〕 JAN: 45-47410-423433

オープン価格

デジタルカメラX100Vのご相談・ご用命は

●SDHC、SDXCロゴは商標です。 ●Mic roso f t、W indows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 
Inter faceは、HDMI L icens ing 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。

注意 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。

「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>>

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

http://app.fujifilm-dsc.com/jp/詳細は>>

※各受付時間は予告なく変更する場合があります。

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
0570-04-1711
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

FAXからご利用の場合は

050-3786-2060
返信時間：月-土9:30 -17:30 ※日・祝日・年末年始を除く

デジタルカメラ関連製品についての
お問い合わせは

0570-04-1060
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

上記番号がご利用頂けない場合は03-6625-2809へおかけください

上記番号がご利用頂けない場合は03-6625-2811へおかけください



The One and Only.





クラシック
ネガ

N E W

新たにアルミニウムを採用したトップカ

バーは美しくシャープなエッジが際立

ち、指先に金属の質感を伝えてくれる。

シャープなボディ造形

STYLE / DESIGN

絞り、シャッタースピード、ISO感度、そして

露出補正といった写真を撮る際の最も基本

的な設定を全てメカニカルダイヤルで行う操

作系を採用。電源を入れなくてもカメラの設

定値が一目で認識でき、スナップ撮影時など

に素早い対応力を発揮する。

ダイヤルオペレーション

2610万画素のイメージセンサー「X-Trans CMOS 4」を搭載。独自

のカラーフィルター配列により光学ローパスフィルター無しでモアレ

や偽色を抑制。裏面照射型構造により低ノイズを維持したまま解

像度を向上させ、常用感度もISO160の低感度を可能に。画像処理

エンジンは高速処理と高い演算能力によりセンサーの性能を最大

限に引き出す「X-Processor 4」。AF性能の向上、4K/30Pでの動画

記録などを実現。

センサー＆プロセッサー

PRO Neg. Hi 

セピア
PRO Neg. Std

+Yeフィルター
+Rフィルター
+Gフィルター

+Yeフィルター
+Rフィルター
+Gフィルター

モノクロ

クラシッククローム

写真家の表現意図や被写体の特性に合わせて、まるでフィルム

を選ぶかのように設定可能なフィルムシミュレーション。色再

現、彩度、階調など様々な画質パラメータを高次元で組み合わ

せ、専用プロセッサーである「X Processor」を通すことで初めて

実現する究極の写真画質。80年以上にわたるフィルム開発で

培った富士フイルムの独自の技術とノウハウが注がれている。

フィルムシミュレーション

印画紙と現像液によって表現していた温黒

調・冷黒調をデジタルで忠実に再現。通常

の「モノクロ」と、滑らかな階調・引き締まっ

た黒・美しい質感の「ACROS」で使用可能。

モノクローム カラー

彩度が高く階調表現が難しい被写体に

深みのある陰影を与える。

カラークローム・エフェクト

写真全体に粒状感を加えることで、フィ

ルム調の風合いに仕上げる。

グレイン・エフェクト

画像の解像感を保ったまま、画像の雰囲

気の硬さ・柔らかさを5段階で調整可能。

明瞭度

IMAGING
PHILOSOPHY

ACCESSORIES

主要な操作をタッチパネル式のモニターに集約し、ボタン

レイアウトもシンプルに。フラットな背面デザインがカメラ

の美しさを際立たせる。

美しさを追求したフラットな背面デザイン

環境に合わせて発光量

を自動調整する「スー

パーiフラッシュ」を搭載。

フラッシュ

光学ファインダー（OVF）と電子ビューファインダー

（EVF）が切替可能な世界で唯一無二の「ハイブリッド

ビューファインダー」を搭載。さらに、OVFモード時に

小サイズの電子ビューを同時表示し正確なピントや

構図を確認できる「エレクトロニックレンジファイン

ダー（ERF）モード」も選択可。撮影方法に合わせて最適

なファインダースタイルが選べる。

OVF/EVF切替可能なファインダー

スナップフォトに最適な23mm（35mm判換算

約35mm相当）のレンズは新たな光学系を採用

し、シリーズ初のモデルチェンジを実施。歪曲収

差、球面収差を低減し、さらなる高画質を実現。

従来からのコンバージョンレンズにも対応し、

35mm判換算28mm、50mmの画角での撮影も

可能（右頁参照）。

新設計23mmF2レンズ

タッチパネルが直感的な操作を可能にし、チルト式のモ

ニターが撮影の自由度を増してくれる。収納時にも背面

のフラットデザインを損なわない超薄型設計。

タッチ操作対応のチルト式液晶モニター

ワイドコンバージョンレンズ
WCL-X100II 〔シルバー〕 JAN: 45-47410-339055

テレコンバージョンレンズ
TCL-X100II 〔シルバー〕 JAN: 45-47410-339079

                      〔ブラック〕 JAN: 45-47410-339062                      〔ブラック〕 JAN: 45-47410-339086

希望小売価格：37,000円（税別） 希望小売価格：37,000円（税別）

プロテクトフィルター
PRF-49S 〔シルバー〕 JAN: 45-47410-206289
PRF-49   〔ブラック〕 JAN: 45-47410-392876

希望小売価格：7,200円（税別）

レンズフード（アダプターリング同梱）
LH-X100    〔シルバー〕 JAN: 45-47410-160727
LH-X100 B 〔ブラック〕 JAN: 45-47410-268201

オープン価格

アダプターリング
AR-X100     〔シルバー〕 JAN: 45-47410-160758
AR-X100 B 〔ブラック〕 JAN: 45-47410-268102

オープン価格

1/300sec.  F2  ISO160   CLASSIC Neg. ©Yukio Uchida

焦点距離を約50mm（35mm判換算）に変更

するコンバージョンレンズ

焦点距離を約28mm（35mm判換算）に変更

するコンバージョンレンズ

アダプターリングとプロテクトフィルター

を取り付けることで、カメラ全体の防塵

防滴が実現します。

＊防塵防滴仕様に

レザーケース
LC-X100V B 〔ブラック〕 JAN: 45-47410-429084

希望小売価格：11,800円（税別）


