
2018 Spring

SHARE YOUR ADVENTURES!
さあ、冒 険 にでかけよう！

＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

オープン価格＊

メモリームービー4K
GZ-RY980
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4K + QUAD PROOF &

防水 防塵

耐衝撃 耐低温

業界初。4KビデオカメラでQUAD PROOFを実現
雨に強い防水、細かな砂ぼこりも安心な防塵、落下に強い耐衝撃、－10℃でも使える耐低温。4つの

タフな保護性能「QUAD PROOF」で、アウトドアに重宝されてきた「Everio R」が、遂に4Kクオリティを

実現しました。これは業界初。急な雨や落下などアクシデントにも強いタフさと、高精細映像が融合した

ビデオカメラの誕生です。 ※本体のみで「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」に対応する家庭用4Kビデオカメラとして（2018年1月16日現在、当社調べ）

洗えるビデオカメラと冒険にでかけよう

屋外で使って泥だらけになっても、防水仕様だからそのまま水洗いOK。

深さ5mの水中で1時間撮影し続けても本体内部に浸水しないので、プールや

海をはじめ、あらゆるレジャーシーンで思う存分使えます。

※

※



04

高画質・高音質の臨場感あふれる4K映像
フルHDの4倍もの解像度を誇る4Kで、より美しく、臨場感あふれるリアルな

映像が撮影できます。それは、JVCが独自に新開発したJVC「4K GTレンズ」

と新画像エンジンの技術がなせるわざ。高精細な描写を可能にする性能と、

小型化を両立させたレンズです。広角は29.9mm。更に、高音質で記録

できるのも魅力です。

4K VIDEO &

JVC独自の新画像処理エンジン

4Kの膨大なデータを高速処理することができる

新画像処理エンジン「FALCONBRID 4K」を搭載。

４K映像をスムーズに処理することが可能になり

ました。低消費電力化にも貢献しています。
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動画から切り出せる高画質の静止画
4K動画から、最高の瞬間だけを選んで静止画を切り出せます。しかも800万画素

以上の静止画（3,840×2,160画素）で、A3サイズでもキレイにプリントアウトできる

高画質。もう撮影モードを切り替えたりデジカメと2台持ちの必要なし。これまで

「ジャスト」な瞬間を撮るのが難しかった静止画ですが、動画から瞬間を選んで切り

出せて、しかも高画質な静止画にすることが可能になりました。

4K STILL &

3,840

2
,16

0

最高の瞬間を
静止画に
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POWERFUL ASSIST &

長時間内蔵バッテリー ダブルSDカードスロットで長時間記録
大容量バッテリーを内蔵し、4Ｋモードで約4.5時間、フルＨＤ（60i）モードで

約5.5時間の連続撮影が可能です。さらに、アウトドアなどの充電できない

環境下で、バッテリー残量が心もとなくなってもモバイルバッテリーで充電

しながら撮影することが可能です。また、ビデオカメラの内蔵バッテリー

からスマートフォンへの給電にも対応※。いざという時に便利な機能です。

2枚のSDカード使用で、手軽に大容量に対応。例えば、64GB

カード2枚で合計3時間半の4K動画、約14時間のフルHD動画

を記録できます。2枚連続記録で長時間録画をしたり、2枚

同時記録※で1枚を仲間とシェアしたり。大容量データをカードの

抜き差しのみで簡単移動できるのも魅力。

長時間 ダブルSDカード
スロット

※フルHDのみ対応。

※専用ケーブルが必要です。
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EASILY SHARE WITH Wi-Fi &

簡単Wi-Fi接続で、リアルタイムで動画共有

Wi-Fiを使えばライブストリーミングが可能。記録と同時にネットワーク

経由で、多くの人と映像と音声を配信・共有ができます。また、スマホ・

タブレット・PCを使い、離れた所からのリモコン操作や、ライブモニタリング

ができるなど、より楽しみ方が広がります。
無線LANアダプター（別売）※で

簡単Wi-Fi接続
スマートフォン・
タブレット・PCから
ライブモニタリング

Wi-Fi
ライブ

ストリーミングで
記録（HD）と同時に
映像配信

ビューリモコン
機能でスマホから

Everio Rを
遠隔操作

※無線LANアダプターについて、詳細はp.11をご覧ください。
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GZ-RY980
4K & QUAD PROOFのトップエンドモデル4Kメモリームービー

水際シーン撮影も安心な防水性能をはじめ、防塵、耐衝撃、耐低温といったタフな4つの保護性能「QUAD PROOF」に加え、長時間撮影をアシスト

する大容量内蔵バッテリーも兼ね備え、4Kクオリティの映像を記録できるのは業界初。さらに、4K映像を高画質で静止画に切り出せたり、タイムラプス

映像が4K画質で撮影できたり。無線LANアダプター（別売）でライブストリーミングも。より美しく、多機能になったビデオカメラで4Kを楽しめます。
オープン価格＊

ディープオーシャンブルー（A） ダブルSDカード
スロット防水 防塵 耐衝撃 耐低温 長時間

※

※

※本体のみで「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」に対応する家庭用4Kビデオカメラとして（2018年1月16日現在、当社調べ）

※別売の無線LANアダプターが
　必要です。

（3,840×2,160） Wi-Fi



09

3,840×2,160 1,920×1,080

4K 30p
70Mbps

HD 60p
28Mbps

HD 60i
24Mbps

HD 60i
18Mbps

SDHC/SDXC
カード（市販）

32GB 約53分 約2時間15分 約2時間37分 約3時間30分

64GB 約1時間45分 約4時間30分 約5時間15分 約7時間

512GB 約14時間 約36時間10分 約42時間10分 約56時間10分

■動画記録時間※1 ■静止画記録枚数※1 ［付属品］● ACアダプター●電源コード● HDMIケーブル（HDMIミニ-HDMI）●レンズキャップ●基本取扱説明書＊オープン価格の
製品はメーカー希望小売価格を定めていません。＊SDカードは別売です。＊パソコンソフトはWebサイトからダウンロードできます。
＊画像・イラストの内容はイメージです。ビットレート（VBR）は最大値です。〔システム〕が〔HD〕のときは12時間連続撮影すると撮影が
停止します。撮影した動画ファイルのサイズが4GBを超える場合、複数の動画ファイルに分割して記録します。SDXCカードを使用して

〔4GBごとに分割〕を〔切（SDXCのみ）〕にすると、長時間撮影したときにファイルを4GBで分割しないで記録できます。次のSDカードで
動作確認をしています。［動画］4K撮影時、High-Speed撮影時Class 10以上のSDHC/SDXCカード（4GB～512GB）。HD撮影時、
Class4以上のSDHC/SDXCカード（4GB～512GB）。［推奨ブランド］JVC/Panasonic/東芝/SanDisk。その他のメーカーのカード
では正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。SDHC/SDXC UHS-Iカードについては、UHSスピードクラスには
対応しておりませんが、通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になれます。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です（液晶
バックライト標準時）。付属のACアダプター、または定格基準を満たしたモバイルバッテリーで充電してください。付属のACアダプター、
または定格基準を満たしたモバイルバッテリー以外を使用して充電したり、モバイルバッテリー側の不具合に起因するものや、モバイル
バッテリー接続時等の取り扱いの不備によって機器に不具合が発生した場合、保証の対象外となります。

■バッテリー連続撮影時間

4K HD（60i）

撮影時間
（実撮影時間）

約4時間20分
（約2時間20分）

約5時間20分
（約3時間）

■ACアダプターでの充電時間

充電時間 約5時間

＊温度25℃で充電時

メディア

モード
3,840×2,160

（8.3M）
1,920×1,080

（2M）

SDHC/SDXC
カード（市販）

8GB 約1,600枚 約4,000枚

16GB 約3,100枚 約4,000枚

32GB以上 約4,000枚 約4,000枚

メディア

モード

OTHER FUNCTIONS

高精細4Kビデオ撮影

ダブル SDカードスロット
2枚連続記録・2枚同時記録※2

※2:2枚同時記録はフルHDのみ対応

パワードアクティブモード搭載※3の手ぶれ補正※4

※3:フルHDのみ  ※4:High Speed使用時は選択できません。

屋外で見やすい反射低減液晶モニター

約800万画素の静止画切り出し

シーソーズーム

被写体をきれいに撮影する（タッチ優先ＡＥ/ＡＦ）

広角レンズ、光学10倍・ダイナミック18倍ズーム

USB充電、スマートフォン給電

外部マイク端子（プラグインパワー対応）

4K対応 PC編集ソフト（ダウンロード対応）

長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを4K画質で短時間

に再生できるタイムラプスは、花のつぼみが開く様子などを

印象的に撮影できます。また、スローモーション撮影はハイ

スピードで撮影することで動きを強調し、何気ないシーンでも

ハイビジョン画質でドラマチックに演出できます。

タイムラプス撮影・
スローモーション撮影

無線LANアダプターを使えばビデオカメラの映像をネットワーク

経由でサーバに配信できます。ライブストリーミングに対応した

デコーダーやPC アプリケーションと組み合わせることにより、

ネットワーク経由で映像音声のストリーミングができます。
※無線LANアダプター（別売）の詳細はp.11をご覧ください。

ライブストリーミング

Wi-Fi

雨に強い防水、泥や砂に強い防塵、落下に強い耐衝撃、

－10℃の寒さでも使える耐低温。4つの保護性能を持つ

「QUAD PROOF」に、大容量バッテリーをプラス。連続

約4.5時間の4K撮影ができ天候やシーンに捉われず撮影

可能です。

QUAD PROOF +1

防水 防塵 耐衝撃 耐低温 長時間

GZ-RY980の詳細についてはこちら
www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-ry980

新開発の4K用GTレンズは高精細な描写と小型化を両立。

膨大なデータを高速処理して美しい映像を実現する新高画質

画像処理エンジン 『FALCONBRID 4K（ファルコンブリッド4K）』

と、ビクタースタジオとの共同開発で生まれた高音質化技術

『K2テクノロジー』など、JVC独自の技術を搭載しています。

高画質・高音質を実現する独自の技術
GTレンズ・
高画質エンジン・
K2テクノロジー

【GZ-RY980 POSコード】 GZ-RY980（A）: 4975769 452840

※1：撮影時間/ 撮影枚数はおよその目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。
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SDカード

SDカード

SDカードをEverio R
本体に入れ、

プレイヤーとして再生

いつでも、どこでも、カンタンに。は、エブリオシリーズの基本コンセプト。4KエブリオRも例外ではありません。大容量の4K映像は、コピー（転送）に時間が
かかります。SDカードに記録してそのままアーカイブする、または2枚同時記録でシェア（バックアップ）するという考えかたは「業務用カメラ」にも採用されて
います。Wi-Fiに繋いでライブ中継（記録と同時に映像配信）してみたり、編集ソフトで映像制作してみたりと、楽しみかたはアナタ次第です。

USB接続

クラウドを
経由して共有

で 保存・再生・共有

PC

TV

スマートフォン
・

タブレット

スマートフォン
・

タブレット

BDレコーダー

PC

TV

Wi-Fi
※2

Wi-Fi
※2

※ 1  SDカードスロット搭載機器の場合

※2  無線LANアダプター（別売）が必要になります。

      無線LANアダプターについて詳しくはp.11掲載。

※3  別売のケーブルが必要になります。

※4  フルHDテレビで再生する場合は

      フルHD画質で再生されます。

SNSや
YouTubeで共有

2枚同時保存で1枚を
その場でシェア

（HD撮影モードのみ）

ダブルSDカード
スロット

4K撮影
モード

HD撮影
モード

静止画
転送

静止画
転送

静止画
転送

アプリで
編集

アプリで
編集

アプリで
編集

アプリで
編集

※4

※3

※3

※1

※1

※1

■CyberLink PowerDirector 14 動作環境 （GZ-RY980）

OS

Windows®10 （32ビット／64ビット）
Windows®8.1（32ビット／64ビット）
Windows®7 （32ビット／64ビット）

（64ビット推奨）

CPU Intel® Core™ i5 以上推奨
（4K編集の場合は Intel® Core™ i7 以上推奨）

RAM 3GB以上推奨（32ビット）
6GB以上推奨（64ビット）

ディスプレイ 4K解像度で再生する場合は
4Kに対応したディスプレイが必要になります

グラフィック
VRAM 1GB以上推奨
4K解像度で再生する場合は
4Kに対応したビデオカードが必要になります

その他の
条件

ディスクを作成する場合は、ディスクの種類に応じた
書き込み可能なディスクドライブが必要です

＊その他の機種の動作環境については JVC ホームページをご覧ください。PowerDirector
の詳しい操作方法は PowerDirector のユーザーガイドをご覧ください。ユーザーガイドはダ
ウンロードページからダウンロードできます。CyberLink PowerDirector の操作などで困
ったときはサイバーリンク社のホームページをご覧ください。　　　　　　　　　　　　
https://jp.cyberlink.com/support/index.html

Everio Rで撮影した動画は、 iMovieおよび
Final Cut Pro Xに対応しています。

Macをお使いのユーザーも、本格的な編集をお楽しみいただけます。
※ iMovieおよびFinal Cut Pro Xの詳細はアップル社にお問い合わせください。
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ACCESSORIES

＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。※1：Everio R に対応した他社アクセサリーです。＜※2：フィルター・コンバージョンレンズについて＞◯フィルター・コンバージョンレンズ等をカメラ本体に
装着した状態で、防水、防塵、耐衝撃等の保護性能の保証はできません。※3：ケンコー・トキナーオンラインショップ shop.kenko-tokina.co.jp/●自動車、バイク、自転車など乗り物を運転しながら使用するときは、安全面に
十分に配慮してご使用ください。重大な事故につながる場合があります。歩きながら使用するときは、周囲の状況などに十分にご注意ください。不安定な場所、特に高所では転落に注意し、十分に足場と体勢を確保してご使用
ください。■エレコム製品に関する詳細はエレコム（株）ホームページまたはカタログをご覧ください。 ［ホームページ］www.elecom.co.jp/ ［お問い合わせ先］エレコム総合インフォメーションセンター ［TEL］0570-084-465

［WEB サポート］www.elecom.co.jp/support/ ■ケンコー製品に関する詳細は（株）ケンコー・トキナーホームページをご覧ください。 ［ホームページ］www.kenko-tokina.co.jp/ ［お問い合わせ先］ケンコー・トキナー
お客様相談室 ［フリーダイヤル］0120-775-818 ■16x9製品に関する詳細は(株)ケンコープロフェショナルイメージングホームページをご覧ください。 ［ホームページ］www.kenko-pi.co.jp/index.php

型  名 GZ-RY980

記録方式
4Kモード QuickTime:（映像） AVC/H.264  （音声）リニアPCM 2ch
HDモード AVCHD 規格準拠:（映像） AVC/H.264  （音声）Dolby Digital 2ch
ハイスピード撮影 QuickTime: （映像） AVC/H.264  （音声）なし

動画記録画素数:
フレームレート

4Kモード 3,840 x 2,160: 30p, 24p
HDモード 1,920 x 1,080: 60p, 60i
ハイスピード撮影 1,920 x 1,080: 120fps/30p（4倍）, 120fps/60p（2倍）, 60fps/30p（2倍）

ビットレート
4Kモード 最大約70Mbps
HDモード 60p: 最大約28Mbps, 60i: 最大約24Mbps, 約18Mbps
ハイスピード撮影 最大約16Mbps

撮像素子画素数 1/2.3型 裏面照射CMOS センサー 1,891万画素

有効画素
動画 795万画素※1

静止画 795万画素※1

レンズ JVC 4K GTレンズ
Ｆ値 F1.8～2.8
焦点距離 f3.76～37.6mm

35mm 換算
動画 29.9～299mm

（手ぶれ補正OFF、ダイナミックズームOFF、デジタルズームOFF時）

静止画 29.9～299mm
（手ぶれ補正OFF、ダイナミックズームOFF、デジタルズームOFF時）

映像処理エンジン FALCONBRID 4K
高音質技術 K2テクノロジー
手ぶれ補正 電子式（パワードアクティブモード搭載）
逆光補正/明るさ補正 ● / ●
最低被写体照度 3ルクス※2

シャッタースピード
動画 マニュアル時: 1/7.5～1/10,000秒 （24p時 :1/6～1/10,000秒）

オートスローシャッターモード時: 1/30～1/4,000秒（24p時 :1/24～1/4,000秒）

静止画   ー※3

液晶モニター 16:9ワイド 3.0型（46万ドット※4）広視野角液晶

ズーム

光学 10倍

ダイナミック 18倍（手ぶれ補正OFF 時）※5

15倍（手ぶれ補正アクティブモード時）※5

デジタル 200倍
静止画最大記録サイズ 3,840 × 2,160ドット（829万画素相当）

記録メディア
内蔵メモリー ー
メモリーカード SDHC/SDXC, ダブルスロット

防水 （水深5m/1時間以内、IPX8相当およびIPX6相当） ●
防塵 （IP5X相当） ●
耐衝撃 （MIL-STD-810F Method 516.5 Shock準拠） ●
耐低温 （-10℃～40℃で使用可能） ●
LEDライト ー
マナーモード ●
スマートフォン給電    ●※6

セルフタイマー ●（動画・静止画）
Wi-Fi 機能 ●（別売無線LANアダプター使用, ライブストリーミング対応）
自動風切り音カット ●
外部マイク端子 ●
HDMIミニ端子（CEC対応）    ●※7

AV出力端子 ー
USB端子 ● Standard A x1, Type-C x1
フィルター径 46mm
消費電力 4.3Ｗ※8

外形寸法（W×H×D） 79 × 76 × 162mm※9

本体質量 約620g※10

対応アクセサリー

※1

ワイドコンバージョン※2※3 

レンズ 0.7x
16x9 HDWC7X-37

よりワイドに撮影するなら 映像表現を楽しみたいなら

ケンコー・トキナー・オンラインショップ販売

広大な景色や狭い室内全体を一画面に収めたい
ときにおすすめ。エブリオRはレンズの前にフィル
ターねじを切ってあるので、必要に応じてワイド
コンバージョンレンズの着脱ができます。
＊ワイドコンバージョンレンズによってはケラレが   

　発生する場合があります。

NDフィルター※2

Kenko PRO1D Lotus ND 46mm

色彩に影響を与えることなく、光の量だけを
低下させるフィルター。

Kenko Zéta Quint C-PL 46mm

PLフィルター

反射を消したり青空の色を濃くし、色彩を鮮やかに表現するフィルター。

プロテクター
Kenko ZX［ゼクロス］プロテクターSLIM 46mm

レンズの保護、傷や汚れの防止に。

いざという時のために簡単にWi-Fi接続

シガーチャージャー
ELECOM MPA-CCC04BK

車のシガーソケットからビデオカメラが充電
できるシガーチャージャーです。

無線LANアダプター（ドングル）
ELECOM WDC-150SU2MBK

アダプターを挿したまま、カメラの端子カバーを閉めることが
でき、QUAD PROOFの性能を維持したまま使用できます。

主な仕様

純正アクセサリー

フロートストラップ
JVC WA-FL002
オープン価格＊

もしカメラを海中に落としてしまっても、
フロートストラップをつけていれば
大丈夫。わかりやすいカラーの浮き
輪で海面に浮き上がるので、すぐに
見つけることができます。

メモリーカード
オープン価格＊

用途に合わせて使い分け！ 水に浮いて目立つ！

UHS-I Class10対応

SDHC メモリーカード
16GB JVC CU-U11011
32GB JVC CU-U11021

SDXC メモリーカード
64GB JVC CU-U11031

アクセサリー詳細についてはこちら
www3.jvckenwood.com/dvmain/everio_r/acc.html

※1: 手ぶれ補正 OFF、ダイナミックズームON 時。※2: Lolux（低照度撮影モード）設定時。※3: 動画モード時の静止画シャッタースピードは、動画の値に準じます。※4: 液晶画面は、非常に精度の高い技術で
作られており、99.99％以上の有効画素が有りますが、0.01％以下の画素欠けや、常時点灯するものがあります。これは故障ではありません。使用する上で問題ありません。※5: 4Kモード設定時、ハイスピード
撮影時はダイナミックズームは使用できません。※6: 別途ケーブルが必要です。※7: HDMI CEC 対応については、全ての機器との動作を保証するものではありません。※8: 液晶バックライト標準時。
※9: 最大突起部含む。グリップベルト含まず。※10: グリップベルト含む。



http://www3.jvckenwood.com/dvmain/enjoy/

洗えるビデオカメラで暮らしをもっと楽しもう!

その人らしい映像の楽しみ方や、

仲間と一緒に見て楽しめる撮影テクニックなど、

バラエティに富んだお得な情報をご紹介 !

カタログ番号  K/GRT802020A   2018年2月作成

洗えるビデオカメラ 検索

●当社は1,920×1,080iで記録できるビデオカメラを「1,920フルハイビジョン」と呼称しています。●メモリームービーは、メモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一、製品
およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。●画像・イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様
および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載
されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。●Dolby、Dolby Audio、ドルビーと ダブルD記号 は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。●Blu-ray™

（ブルーレイ）、Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●SDXC、SDHC、microSDHC、SDロゴは、SD-3C LLCの商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその
他の国におけるHDMI Licensing Administrator,Inc.の商標および登録商標です。●“AVCHD”、“AVCHD Progressive”、およびそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●MediaBrowser™は、株式会社ピクセラの商標です。
● Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Mac、QuickTime、Final Cut Pro X、iMovie、iPhoto、iPhoneは、米国およびその他の国で登録された米国Apple, Inc.の商標です。●iTunes®は、Apple Inc.の商標です。
● YouTube、 ロゴはGoogle Inc.の商標および登録商標です。●“Facebook”、“f”ロゴはFacebook,Inc.の商標および登録商標です。●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。
●“Intel”、“Intel Core”、“Intel Core Duo”、“Intel Core 2 Duo”、“Intel Core i7”は、米国およびその他の国におけるIntel またはその子会社の登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi 
Protected Setupロゴ、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。●Android™は、Google Inc.の商標および登録商標です。●Works with iMovie and Final Cut Pro Xロゴは、
Apple Inc.の商標です。●フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●製品ご購入の際は、
必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。ただし、ビデオカメラアクセサリーの一部の製品には保証書がついておりません。●JVCホームページ、アプリケーションのダウンロード等、通信費が発生する際は、お客様のご負担となります。

注）あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利（者）が存在する場合は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。


