
SHARE YOUR ADVENTURES!
さ あ 、冒 険 に で か け よう！

2017 Winter





冒険は、三度たのしい。

冒険は準備からはじまっている。何を持っていこう。何をしよう。
考えるだけで、ワクワクが止まらない。

冒険は日常を忘れさせる。
時間はいくらあっても足りないし、アクティビティも尽きない。

冒険はたからものになる。撮り続けたムービーを観て誓った。
また冒険へでかけよう。新たな感動を見つけに。

「たのしい」が伝わると「うれしい」になる。

そして「たからもの」になる。



01.COLORFUL
シチュエーションカラー

カラーバリエーションの 多さは 、エブリオの 魅 力 の 一 つ 。

たとえば 、アウトド ア の 定 番 カラーであるオレンジ。青く

澄んだビーチに 映えるイエローや 、森 に 溶け込むカーキ、

都 会 的な印 象のブルーなど、使うシチュエーションに馴 染む

カラーが 揃っています。ライフスタイルに合う色を選べば 、

より一 層 愛 着が 湧くはずです。
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SUNRISE ORANGE MATTE BLACK

ICE GRAY

AQUA BLUE

MUSTARD YELLOW KHAKI

SAND BEIGE

SHINE WHITE



02.POWERFUL
野外に強い、タフなボディ

エブリオには、5つの安心性能を持つ「QUAD PROOF ＋1」

が 備わっています。雨に強い防水、砂ぼこりに強い防塵、

1.5m の高さから落としても大丈夫な耐衝撃、ー10℃の寒さ

でも使える耐低温。さらに、連続約4.5時間の撮影が可能な

大容量内蔵バッテリーを加えることで、天候やシーンに捉われず

に撮影することができます。
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洗えるから、いつでも清潔
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 中で約 30 分 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。

防水 防塵 耐衝撃 耐低温 長時間

＊画像はイメージです。＊本製品はあらゆる環境下での動作を保証するものではありません。



03.WONDERFUL
数え切れないほどの、アシスト機能

手袋をしたまま、直感的な操作ができる「シーソーズーム」と「感圧式

タッチパネル」。最大60倍の「ダイナミックズーム」やアクティブ

シーンに適した電子式手ぶれ補正の「パワーアクティブモード」。

284ものシーンに応じた設定を自動でしてくれる「インテリジェント

オート」など、多彩な機能が撮影をアシストします。
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LINE UP

型 番 GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

Wi-Fi ● ー ー

5m 防水 ● ● ー

防塵 ● ● ー

1.5m 耐衝撃 ● ● ●

耐低温 ● ● ●

長時間バッテリー ● ● ●

光学40倍・ダイナミック60倍ズーム※1 ● ● ●

Y 字グリップベルト ● ● ●

手ぶれ補正 パワードアクティブモード搭載・手ぶれ補正　

内蔵メモリー 64GB 32GB 32GB

LEDライト ● ● ●

顔認識 ● ● ●

インテリジェントオート 284シーン自動対応

液晶モニター 広視野角液晶

撮影連続時間 約4時間20分 約4時間40分 約4時間40分

記録フォーマット デジタルハイビジョン

1080/60p 記録 ●（約28Mbps） ー ー

イメージセンサー 裏面照射 CMOS（1/5.8型）

動画有効画素数（最大） 228万画素

　詳細は P20-21をご覧下さい。

ホールド感、快適性を追求した新開発
「Y字グリップベルト（特許出願中）」

全方向から見やすい！
「広視野角液晶モニター」

Y 字型の形状でホールド感がアップ。水分が
しみこみにくい表面加工と乾きやすい素材に
より、快適でストレスフリーの撮影を楽しむこと
ができます。手に吸い付くような使用感は、
試してみれば実感できます。付属のフィンガー
ストラップでローアングルの撮影も安心です。

ディスプレイの視野角が広い液晶モニター
にバージョンアップ。あらゆる角度から映像
を確認できるので使い勝手が良く、撮影後に
数人で映像を観て楽しむこともできます。また、
従来モデルに比べ、より美しく再生することが
できるのも嬉しいポイントです。

※1 ダイナミックズームは手ぶれ補正機能がアクティブモード時は最大55倍になります。パワードアクティブモード手ぶれ補正機能使用時、ダイナミックズームは使用できません。＊画像はイメージです。＊当社従来機種（GZ-E355）との比較。

従来の液晶 広視野角液晶

Everio R & Everioの機能比較についての詳細はこちら ▶
www3.jvckenwood.com/dvmain/everio_r/comparison.html



GZ-RX670
Wi-FiとQUAD PROOF 対応の

ハイグレードモデル

サンライズ
オレンジ
（D）

アクア
ブルー
（A）

サンド
ベージュ
（C）

マット
ブラック
（B）

ハイビジョンメモリームービー

最上位モデルである「GZ-RX670」の最大の特徴は、

Wi-Fi 機能を備えていることです。スマホやタブレットに

映像を転送できるため、簡単にシェアすることができます。

また、高画質プログレッシブモードを採用し、シリーズ

で は 最 大 である64GB のメモリー容 量を誇ります。

QUAD PROOF に対応する、タフさと機能性を兼ね

備えたワンランク上のビデオカメラです。

防水 防塵 耐衝撃 耐低温 長時間 Wi-Fi

メモリー
64GB

オープン価格＊
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1920×1080ドット

60pモード
約28Mbps

UXPモード
約24Mbps

XPモード
約17Mbps

EPモード
約5Mbps

内蔵メモリー 64GB 約4時間50分 約5時間30分 約7時間50分 約27時間40分

SDHCカード（市販） 16GB 約1時間10分 約1時間20分 約1時間50分 約7時間

SDXCカード（市販） 64GB 約5時間 約5時間40分 約8時間10分 約28時間50分

3680×2760
10Ｍ

1440×1080
1.5M

640×480
0.3M

内蔵メモリー 64GB 約9,999枚 約9,999枚 約9,999枚

SDHCカード（市販） 16GB 約2,500枚 約9,999枚 約9,999枚

SDXCカード（市販） 64GB 約9,999枚 約9,999枚 約9,999枚

▶詳細は P20-21をご覧下さい。

■動画記録時間※1 ■静止画記録枚数※1 ［付属品］●ACアダプター●充電アダプターケーブル●HDMIケーブル（HDMIミニ-HDMI）●USBケーブル（Aタイプ-マイクロBタイプ）
●レンズキャップ●フィンガーストラップ＊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
ソコンソフトは本体に内蔵されています。＊画面はハメコミ合成画像です。＊画像・イラストの内容はイメージです。※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。ビットレート（VBR）は平均値です（60pモード除く）。連続撮影時、12
時間で一度撮影が止まります。撮影した動画ファイル一つのサイズは最大で4GBです。長時間連続で撮影したときにファイルが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。次のSDカードで動作確認をしています。［動画］class4以上のSD/SDHC/SDXCカー
ド（2GB～128GB）［静止画］SD/SDHC/SDXCカード（256MB～128GB）。画質UXPモードでの撮影はclass6以上のカードをお勧め
します。60pモード撮影時はclass6以上のカードが必要です。［推奨メーカー］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。詳細についてはカスタマーサポートセンターへお問い
合せください。内蔵バッテリーの交換（有償）については最寄のサービス窓口にお問い合せください。

■バッテリー連続撮影時間

撮影時間
（実撮影時間）

約4時間20分
（約2時間10分）

■ACアダプターでの充電時間

充電時間 約6時間10分

＊温度25℃で充電時

メディア

モード

メディア

モード

Wi-Fi

長時間内蔵バッテリー

OTHER FUNCTIONS

QUAD PROOF

プログレッシブモード

　 スコアリング撮影 　 ミラー再生対応 シーソーズーム、ズームポジションメモリー、デカ文字表示

光学40倍・ダイナミック60倍ズーム インテリジェントオート パワードアクティブモード搭載・手ぶれ補正

個人認識 & 顔追尾・色追尾 シームレス撮影 タイムラプス撮影

高画質エンジン K2テクノロジー 液晶モニタークローズド撮影

　 縦取り映像再生対応

Wi-Fiでスマホやタブレットと接続すれば、

離れた場所からカメラを操作することも可能。

大きな画面で映像を確認しながら、指先

ひとつでムービーを操 作したり、撮 影した

映 像や画 像を転 送することもできます。

しっくり手になじむスマートボディに、コンパクトな

大容量のバッテリーを内蔵。予備バッテリーを持

ち歩くわずらわしさもなく、安心して長時間撮影を

楽しめます。さらに、モバイルバッテリー（P19に

掲載）で外出先でも充電できる安心設計です。

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能をフル

装備。アクションカム並のアクティブ仕様

で、天気やシーンに関係なく安心して使う

ことができます。

通常の記録方式に比べて、時間当たり約2倍の情報量

を持つ解像度の高い映像を記録できる“プログレッシブ

記録モード”に対応。ご家庭のテレビで、より高精細な

映像をお楽しみいただけます。また、動画をブレの少ない

キレイな静止画にすることができます。

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

防水 防塵 耐衝撃 耐低温

長時間

【GZ-RX670 POSコード】 GZ-RX670（D）: 4975769 444234 / GZ-RX670（A）: 4975769 444210 / GZ-RX670（C）: 4975769 444227 / GZ-RX670（B）: 4975769 444241 Everio R GZ-RX670についての情報はこちら ▶
www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-rx670/



防水 防塵 耐衝撃 耐低温 長時間

メモリー
32GB

QUAD PROOF 対応の
スタンダードモデル

エブリオRの標準的な機能を備えたモデルが「GZ-R470」

です。防水、防塵、耐衝撃、耐低温のQUAD PROOFに

対応し、長時間連続撮影ができる大容量バッテリーも備え

ています。メモリー容量は32GB、多くの映像を保存するこ

とができます。美しい映像をストレスなく撮影できる機能の

すべてが詰まっています。

ハイビジョンメモリームービー

オープン価格＊

GZ-R470

マスタード
イエロー
（Y）

カーキ

（G）

アイス
グレー
（H）

シャイン
ホワイト
（W）
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ダイナミックズーム

長時間内蔵バッテリー

シーソーズーム、ズームポジションメモリー、
デカ文字表示

高 倍 率・高 性 能 化と小 型 化を両 立

した、HD ズームレンズを搭載。画質

劣化のない光学40倍＋画質劣化を

抑えたダイナミック60倍ズーム機能で、

アップをより美しく。

しっくり手になじむスマートボディに、コンパクトな

大容量のバッテリーを内蔵。予備バッテリーを持

ち歩くわずらわしさもなく、安心して長時間撮影を

楽しめます。さらに、モバイルバッテリー（P19に

掲載）で外出先でも充電できる安心設計です。

手袋をしたままでもズームを直感的に操作できるシーソー

ズームや、ワンタッチでお気に入りの画角（ズーム倍率）に戻せ

る「ズームポジションメモリー機能」。液晶メニューも見やすい「デ

カ文字表示」など、使いやすさに徹底的にこだわりました。

インテリジェントオート パワードアクティブモード搭載・手ぶれ補正 個人認識 & 顔追尾・色追尾

シームレス撮影 タイムラプス撮影 高画質エンジン

K2テクノロジー 液晶モニタークローズド撮影
▶詳細は P20-21をご覧下さい。

OTHER FUNCTIONS

シーソー
ズーム

デカ文字
表示

QUAD PROOF

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能をフル

装備。アクションカム並のアクティブ仕様

で、天気やシーンに関係なく安心して使う

ことができます。

防水 防塵 耐衝撃 耐低温

【GZ-R470 POSコード】 GZ-R470（Y）: 4975769 444289 / GZ-R470（G）: 4975769 444258 / GZ-R470（W）: 4975769 444272 / GZ-R470（H）: 4975769 444265

1920×1080ドット

UXPモード
約24Mbps

XPモード
約17Mbps

EPモード
約5Mbps

内蔵メモリー 32GB 約2時間40分 約3時間40分 約13時間30分

SDHCカード（市販） 16GB 約1時間20分 約1時間50分 約7時間

SDXCカード（市販） 64GB 約5時間40分 約8時間10分 約28時間50分

3680×2760
10Ｍ

1440×1080
1.5M

640×480
0.3M

内蔵メモリー 32GB 約4,900枚 約9,999枚 約9,999枚

SDHCカード（市販） 16GB 約2,500枚 約9,999枚 約9,999枚

SDXCカード（市販） 64GB 約9,999枚 約9,999枚 約9,999枚

■動画記録時間※1 ■静止画記録枚数※1 ［付属品］● AC アダプター●充電アダプターケーブル● HDMI ケーブル（HDMIミニ -HDMI）● USB ケーブル（A タイプ - マイクロ B タイプ）●レ
ンズキャップ●フィンガーストラップ＊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
は本体に内蔵されています。＊画面はハメコミ合成画像です。＊画像・イラストの内容はイメージです。※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。ビットレート（VBR）は平均値です（60p モード除く）。連続撮影時、12時間で一度撮影が
止まります。撮影した動画ファイル一つのサイズは最大で4GB です。長時間連続で撮影したときにファイルが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。次の SD カードで動作確認をしています。［動画］class4以上の SD/SDHC/SDXC カード（2GB ～128GB）［静止
画］SD/SDHC/SDXC カード（256MB ～128GB）。画質 UXP モードでの撮影は class6以上のカードをお勧めします。60p モード撮影時は
class6以上のカードが必要です。［推奨メーカー］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。詳細についてはカスタマーサポートセンターへお問い合せください。内蔵バッテリーの交換（有償）については最寄のサー
ビス窓口にお問い合せください。

■バッテリー連続撮影時間

撮影時間
（実撮影時間）

約4時間40分
（約2時間20分）

■ACアダプターでの充電時間

充電時間 約6時間10分

＊温度25℃で充電時

メディア

モード

メディア

モード

長時間

Everio R GZ-R470についての情報はこちら ▶
www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-r470/



耐衝撃 耐低温 長時間

メモリー
32GB

コンパクト & シンプルの
スタンダードモデル

ハイビジョンメモリームービー

映像を美しく撮影することだけに主眼を置き、機能を

ミニマルに削ぎ落としたモデルが「 GZ-F270 」です。

耐 衝 撃 、耐 低 温 の 軽 量 ボディながら、上 位 機 種と

同じく長時間連続撮影できる大容量バッテリーを備えて

います。手ぶれ補正や、シーンに応じて自動で設定を

してくれるなど、撮 影 のための 基 本 的な機 能を搭 載

しているので、エントリーモデルとしても最適です。

オープン価格＊

GZ-F270

▶詳細は P20-21をご覧下さい。

ブラウン

（T）

ホワイト

（W）
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3680×2760
10Ｍ

1440×1080
1.5M

640×480
0.3M

内蔵メモリー 32GB 約4,900枚 約9,999枚 約9,999枚

SDHCカード（市販） 16GB 約2,500枚 約9,999枚 約9,999枚

SDXCカード（市販） 64GB 約9,999枚 約9,999枚 約9,999枚

［付属品］● ACアダプター●充電アダプターケーブル● HDMIケーブル（HDMIミニ -HDMI）● USBケーブル（Aタイプ -マイクロBタイプ）●レンズキャップ●フィンガーストラッ
プ＊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。＊パソコンソフトは本体に内蔵されています。＊画面はハメコミ合成画像です。＊画
像・イラストの内容はイメージです。※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。ビットレート（VBR）は平均値です（60pモー
ド除く）。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。撮影した動画ファイル一つのサイズは最大で4GBです。長時間連続で撮影したときにファイルが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。次のSDカードで動作確認をしています。［動画］class4以上のSD/SDHC/SDXCカード（2GB～128GB）［静止画］SD/SDHC/SDXC
カード（256MB～128GB）。画質 UXPモードでの撮影はclass6以上のカードをお勧めします。60pモード撮影時はclass6以上のカードが必要です。［推奨メーカー］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。詳細についてはカスタマ
ーサポートセンターへお問い合せください。内蔵バッテリーの交換（有償）については最寄のサービス窓口にお問い合せください。

■動画記録時間※1 ■静止画記録枚数※1

1920×1080ドット

UXPモード
約24Mbps

XPモード
約17Mbps

EPモード
約5Mbps

内蔵メモリー 32GB 約2時間40分 約3時間40分 約13時間30分

SDHCカード（市販） 16GB 約1時間20分 約1時間50分 約7時間

SDXCカード（市販） 64GB 約5時間40分 約8時間10分 約28時間50分

■バッテリー連続撮影時間

撮影時間
（実撮影時間）

約4時間40分
（約2時間20分）

■ACアダプターでの充電時間

充電時間 約6時間10分
＊温度25℃で充電時

メディア

モード

シーソーズーム、ズームポジションメモリー、デカ文字表示 光学40倍・ダイナミック60倍ズーム

インテリジェントオート パワードアクティブモード搭載・手ぶれ補正

個人認識 & 顔追尾・色追尾 シームレス撮影

タイムラプス撮影 高画質エンジン

K2テクノロジー 液晶モニタークローズド撮影

メディア

モード

耐衝撃・耐低温 長時間内蔵バッテリー
落下や寒さに負けない耐衝撃・耐低温プロテクト

機能を装備。冬のアウトドアやスポーツシーンでも、

思う存分撮影できます。

しっくり手になじむスマートボディに、コンパクトな

大容量のバッテリーを内蔵。予備バッテリーを持ち

歩くわずらわしさもなく、安心して長時間撮影を

楽しめます。さらに、モバイルバッテリー（P19に

掲載）で外出先でも充電できる安心設計です。

OTHER FUNCTIONS

アクティブにたっぷり撮影できる
大容量メモリー＆Wi-Fi 機能搭載モデル。

シーンを選ばず長時間撮影できる
4つの安心機能 & 長時間バッテリー搭載モデル。

時間を気にせず撮影できる
長時間バッテリー搭載＆耐衝撃・耐低温モデル。

オレンジ

イエロー

カモフラージュ

カモフラージュ

ブラウン

ライト
ブラウン

ライト
ブラウン

ホワイト

パール
ホワイト

パール
ホワイト

全モード1920フルハイビジョン記録

光学40倍・ダイナミック60倍ズーム

長時間バッテリー/Wi-Fi 機能

防水 / 防塵 / 耐衝撃 / 耐低温

SDカード対応（別売）

高感度裏面照射 CMOSセンサー

全モード1920フルハイビジョン記録

光学40倍・ダイナミック60倍ズーム

長時間バッテリー

防水 / 防塵 / 耐衝撃 / 耐低温

SDカード対応（別売）

高感度裏面照射 CMOSセンサー

全モード1920フルハイビジョン記録

光学40倍・ダイナミック60倍ズーム

長時間バッテリー

耐衝撃 / 耐低温

SDカード対応（別売）

高感度裏面照射 CMOSセンサー

GZ-RX600

GZ-R400

GZ-F200

メモリー
64GB

メモリー
32GB

メモリー
32GB

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

他ラインアップ&

【GZ-F270 POSコード】 GZ-Ｆ270（W）: 4975769 444302 /
                                    GZ-F270（T）: 4975769 444296

耐衝撃 耐低温

長時間

▶詳細は P20-21をご覧下さい。

Everio GZ-F270についての情報はこちら ▶
www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-ｆ270/

＊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。
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オンラインストレージ
パーソナルクラウド SD カード 外付け HDD BD ライター　CU-BD50★ BD レコーダー

撮影した動画を
ネット上ですぐに共有！

ポータブルハードディスクで、
外出先でも保存＆再生 自宅でカンタンダビング！その場で取り出して、

手渡しでシェア
パソコンなしで

ブルーレイディスクに保存＆再生

Wi-Fi で
データを転送

USB、SDカードで
データを転送

SD カードを
差し込む

JVCならではの多彩な保存＆再生システムで、
多くの仲間たちと一緒に高画質な映像を簡単に楽しめます。

保存＆再生も簡単 !

友達や
家族へ

スマートフォン
タブレット PC

テレビで視聴
ブルーレイ
ディスクに

保存

レコーダー

テレビ PC
有料

クラウドを
経由して

GZ-F200、 F270、 R400、 R470、 RX600、 RX670で外付けハードディスクを
使用する場合は、①～③が必要となります。
①エレコム（株）USB A-microB 変換アダプタTB-MAEMCBN010BK（別売）
②エレコム（株）USB3.0ダブルパワーケーブルUSB3-AAMB5DPBK（別売） 
③エレコム（株）キューブ型AC充電器（スマホ用・1.8A）MPA-ACUBN003シリーズ（別売） 
①～③についての詳細はエレコム（株）ホームページまたは力タログをご覧ください。 

＊AVCHD 規格対応

Wi-Fi転送できる動画は最長5分です。ファイル形式は自動的に変換されます。
詳細はWEBユーザーガイドをご確認ください。

＊60pモードで記録した映像の保存/再生は、AVCHD Ver2.0 (AVCHD Progressive)
対応のBD 記録再生機器が必要となります。＊SDXCカードに記録された映像をBD
レコーダーにUSB 経由でダビングする場合 BDレコーダー側にSDXC 対応のスロット
があるもの以外にはダピングはできませんのでSDHCカードをご使用ください。＊BD
レコーダーの仕様については各メーカーのカタログ/HP 等をご確認ください。

B D ライターへの接 続には Q A M 1 5 8 8 - 0 0 1（ 別 売 ）が 必 要です。お買い求
めの際は、最 寄のサービス窓 口にお問い合わせください。＊バッテリー残 量
が 不 足していると、ディスク作 成 等ができません。ディスク作 成 前に本 機を
満 充 電してください。

＊内蔵メモリーからSDカードに
データをコピーしても可

「Everio sync. 3」
を使用する必要があります

①TB-MAEMCBN010BK（別売）

QAM1588-001

②USB3-AAMB5DPBK（別売）

③MPA-ACUBN003シリーズ（別売）

ライターに付属の
USBケーブル

CU-BD50★

★の商品は数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。

BDレコーダーで内蔵HDDやブルーレイディスクに保存

AVCHD対応レコーダー/プレーヤーに
ディスクを入れ再生

エレコムSGP-NXシリーズ

ブルーレイ
ディスクに

保存

テレビで視聴 レコーダー
プレイヤー

レコーダー

USB2.0

SDカードを差し込む

レコーダー
SDカードスロット搭載の

BDレコーダーの場合

USB端子搭載の
BDレコーダーの場合

保存 再生

再生

映像を楽しむ保存＆再生についての情報はこちら ▶ www3.jvckenwood.com/dvmain/everio_r/save.html
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パソコンへラクラク転送＆ DVD 保存 映像の管理・編集、ディスクづくりもラクラク楽しめる！

ライブラリーにファイルを取り込む

録画した映像を編集する。
映像と静止画、音楽などを組み合わせて

編集するこをができます。

編集したデータを書き出し / アップロードする

本体内蔵アプリケーションソフト（Everio MediaBrowser 4）をPC にインストールすれば、
編集・管理もとってもラクラク。お気に入りの動画をSNS にアップロードしよう！

動画の編集＆管理もラクラク!

PC

PC

＊UXPモードおよび60Pモードの映像は、そのままDVDに保存できません。XPモード
相当に変換しての保存になります。DVD-VIDEOディスクを作成するには（株）ピクセラ
のサポートページから追加のソフトウェアをダウンロード（無償）して、インストールする必
要があります。

YouTubeへ
アップロード

Facebookへ
アップロード .wmv 形式に書き出す

動画共有サイトに映像をアップロード
したい場合や、携帯メディアプレーヤー
などで再生したい場合に、ファイルの
形式をWMV形式に変換できます。

Google  Earth用の
ファイルを書き出す

取り込んだファイルを
ディスクに取り込む

Wi-Fi 対応のEverioで位置情報を
記録した場合のみ使用できます。

編集

AVCHD
ディスクに

保存

DVD
ビデオに保存

BD
有償アップグレード

USB2.0

AVCHD
ディスクまたは
DVDビデオに

保存

■Everio MediaBrowser 4  GZ-RX670/R470/F270ソフトウェア対応表※1（Windows®）

OS

Windows® 7 Home Premium（32ビット版/64ビット版、プリインストール版、SP1）
Windows® 8/Windows® 8 Pro（64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ）
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro（64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ）
Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro（64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ）

CPU Intel® Core™ Duo 1.66GHz以上（Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨）

RAM 2GB以上

HDD空き容量 インストール時に約300MB以上必要（ディスクに書き込みする場合には、作成するディスクの2倍以上の空き容量が必要）

ディスプレイ 1024×768ピクセル以上、ハイカラー16bit以上※1280×1024ピクセル以上、32bitカラー以上、Intel® G965（オンボードのディスプレイアダプタ）以上推奨

端子 標準搭載のUSB2.0端子

ドライブ 書き込み可能なDVDドライブ（標準搭載）

その他 YouTubeやFacebookにアップロードする場合はインターネットにアクセスできること。

＊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。 ＊Everio MediaBrowser 4には、iTunes® へ転送する機能はありません。 ＊Everio MediaBrowser 4で動画編集する場合は、Intel® Core™ i7 2.53GHz以上の環境を推奨します。
＊Everio MediaBrowser 4ではブルーレイディスクは作成できません。ブルーレイで作成したい場合は、Everio MediaBrowser 4BEをダウンロードする必要があります（有償）。最新の情報および詳細はピクセラ社のホームページをご覧ください。www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/
※1：推奨環境はすべての動作を保証するものではありません。Macでお楽しみいただくには、アップル社のiMovie'11、iMovie（Version10）（動画）またはiPhoto（静止画）をお使いください。

映像を楽しむ編集＆管理についての情報はこちら ▶
www3.jvckenwood.com/dvmain/everio_r/edit.html
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VHS や8mmビデオなど再生機が古くなり見返すことが困難になった映像はありませんか？
ビクターダビングサービスなら、ビデオテープをＤＶＤにダビングできます。

家族のたくさんの想いを現在につなぐお手伝いをさせてください。
※本サービスは、株式会社 JVC ケンウッド・クリエイティブメディアが提供しています。

さまざまな想いをカタチにしませんか ?

VHS/
S-VHS

VHS-C/
S-VHS-C

MiniDV
（DVC）

8mmビデオ/
Hi8・Digital8

壊れた
テープもOK

スリムケースに入れてお届け チャプターインデックスで、
見たいシーンをすばやく検索

仕上がりまでは、カンタン4ステップ

※テープ修理が必要な場合、および映像が120分を
　超えていた場合。

ダビングしたいビデオテープの
本数を選んで「お申し込み」を
クリック。

STEP-1

WEB からご注文
お客さまのビデオテープと、ダ
ビングしたDVDをあわせてお
届けいたします。

STEP-4

商品の受け取り
「お申し込み完了メール」に記載の
住所まで、ビデオテープをお客様の
ご負担でお送りください。

STEP-2

ビデオテープを発送
追加料金が発生する場合※は、確認の
連絡をさせていただきます。

STEP-3

ダビング作業

お申し込み価格（税抜き）

＊壊れたテープのみの修理はできません。＊壊れたテープの状態によっては修復できない
場合があります。＊作業期間は、お問い合わせください。

テープ本数 1本あたりの価格

1～5本 1,130円/1本

6～10本 1,030円/1本

11～15本 980円/1本

16～20本 960円/1本

21～25本 930円/1本

26～30本 910円/1本

31～35本 880円/1本

36～40本 860円/1本

41～45本 840円/1本

46～50本 830円/1本

カビ取り修理・
テープ切れ補修

1,550円/1本

120分を超える場合の
追加DVD

540円/1本

ビクターダビングサービスについての詳細はこちら ▶
dubbing.victor.jp/
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衝撃吸収ビデオカメラケース（Lサイズ）
ELECOM  ZSB-DV007BK（L/ブラック）

衝撃吸収レンズケース（Mサイズ）
ELECOM  ZSB-DSL001BK（ブラック）

カメラケース“FLOCK”
ELECOM  DGB-S014ARM（迷彩柄）/ -S014BK（ブラック）

ゼータクイントプロテクター（薄枠）37mm※3

Kenko 117323

MCプロテクターNEO 37mm※3

Kenko 737019
レンズを汚れや傷から保護するフィルター。

aosta COFANETTOカメラバッグ
Kenko　DESH01-BK（ブラック）/ -YW（イエロー）/ -KH（カーキ）

液晶保護フィルム3.5インチワイド
ELECOM　DGP-012FLA（マット）/ -012FLAG（光沢）

フォトストック2
SLIK  全高1,450mm、縮長820mm
トップ部にEverio Rをセットできるトレッキング用ストック。
アンチショック機構や方位磁石などの機能付き。

シガーチャージャー
ELECOM  MPA-CCM02BK/-CCM03BK/-CCM04BK
ご使用のケーブルによっては充電できない場合があります。
シガーチャージャー内蔵のmicroUSBケーブルでのご使用を推奨します。

容量：2,880mAh/ 充電時間：約4時間30分 / 質量：約67g

BN-VG129 希望小売価格 14,000円（税抜き）

容量：3,750mAh/ 充電時間：約5時間20分 / 質量：約85g

BN-VG138 希望小売価格 16,000円（税抜き）

BN-VG212 希望小売価格 7,000円（税抜き）

BN-VG226 希望小売価格 12,000円（税抜き）

BN-VG2122 希望小売価格 12,000円（税抜き）

※1

BN-VG119
希望小売価格
9,000円（税抜き）

●容量：1,920mAh
●充電時間：約3時間10分
●質量：約47g

リチウムイオンバッテリー
サクションカップ
マウント※5

JVC MT-SC002
オープン価格＊

ご使用の際は、法律やマナーを守る
よう十分に配慮してご使用ください。

CU-PC1-S
希望小売価格
10,500円（税抜き）

●外形寸法：113×67×107mm
●質量：約225g
●パンクレードル同梱：
   カメラプレート、ACアダプター

パンクレードル

スマートフォンのリモート機能を使って左右90°のパンニングができるので、
より広い範囲の撮影が可能になります。

【対応機種】GZ-EX350、EX370、EX380、VX895

ワイドコンバージョンレンズ0.75x※3 ※4

Kenko KWC-075
ケンコー・トキナー・オンラインショップ限定販売

ゼータクイントC-PL（薄枠）37mm※3

Kenko 217320
不要な光の反射を抑え、被写体本来の色彩を鮮明に再現するフィルター。

ワイドコンバージョンレンズ0.7x※3 ※4

16x9 HDWC7X-37
ケンコー・トキナー・オンラインショップ販売

R-クロススクリーン37mm※3

Kenko
イルミネーションなどをより強く印象づける「光の線」を創るフィルター。

広角撮影用レンズ。幅広いフィールドもまるごと
カメラに収められます。＊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。

＊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：モバイルバッテリーについて＞◯充電および撮影中の給電にも対応していますが、本体に電源が入らない状態では、撮影可能になるまで時間がかかります。◯プログレッシブモードおよびWi-Fi使用時は使用できません。◯故障や発火、怪我の原因になる場合がありますので、USB端子に負荷がかからないように十分注意して
使用してください。端子カバーを開いた状態では、防水、防塵、耐衝撃等の保護性能の保証はできません。＜※3：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。※4：ケンコー・トキナーオンラインショップ shop.kenko-tokina.co.jp/ ※5：本マウントは耐荷重300gまでですが、GZ-RX670、GZ-R470でもご使用になれます。
●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、SLIK、16x9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

純正アクセサリー

対応アクセサリー

アクセサリー従来品の

ACCESSORIES&

アクセサリーについての詳細はこちら ▶
www3.jvckenwood.com/dvmain/everio_r/acc.html

ロールバー
マウント※5

JVC MT-RB002
オープン価格＊

ハンドル径によってはうまく固定でき
ない場合があります。添付のゴムス
ペーサーを取り付けて調整してくださ
い。

自転車のハンドルに装着！

よりワイドに撮影するなら 映像表現を楽しみたいなら

車のダッシュボードに装着！

フロート
ストラップ
JVC WA-FL002
オープン価格＊

防水モデルにご使用ください。

水に浮いて目立つ！

 ▶
機種名から、対応するバッテリー型番が
検索できます。お役立ちナビはこちら
www33.jvckenwood.com/oyakudachi/

温度の低い環境では充電
できません。

モバイル
バッテリー※2

シリーズ

ELECOM
DE-M01L-6030

BK（ブラック）
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シーソーズーム、ズームポジションメモリー、デカ文字表示

Y字グリップベルト、フィンガーストラップ

広視野角液晶モニター

手袋をしたままでもズームを直感的に操作できるシーソー
ズームに、ワンタッチでお気に入りの画角（ズーム倍率）に
戻せる「ズームポジションメモリー機能」を搭載。液晶
メニューも見やすい「デカ文字表示」にするなど、使い
やすさに徹底的にこだわりました。

Y字型の形状でホールド感がアップ。水分がしみこみにくい表面
加工と乾きやすい素材により、快適でストレスフリーの撮影を
楽しむことができます。手に吸い付くような使用感は、試し
てみれば実感できます。付属のフィンガーストラップでローアン
グルの撮影も安心です。※特許出願中

ディスプレイの視野角が広い液晶モニターにバージョンアップ。
あらゆる角度から映像を確認できるので使い勝手が良く、
撮影後に数人で映像を観て楽しむこともできます。また、
従来モデルに比べ、より美しく再生することができるのも
嬉しいポイントです。

デカ文字
表示

シーソー
ズーム

FUNCTIONS&

従来の液晶 広視野角液晶

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

耐衝撃

MIL-STD-810F Method 516.5 Shock 準拠。
液晶モニター面を内側にして閉じた状態で、
1.5mの高さから3cm 厚の合板上へ落下させる
社内試験に合格しています。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

耐低温

ー20℃の環境下に本体を24時間放置したの
ち、ー10℃の環境下でビデオカメラとしての性能を
保ちます。※ただし、ー10℃～0℃ではバッテリー
性能が一時的に低下し撮影時間が短くなります。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

防水

JIS防水保護等級8級（IPX8）相当/JIS防水保護
等級6級（IPX6）相当。【IPX8】約30分間、水深
5mの水槽（常温の水道水）の底に放置しても、
本体内部に浸水せず、ビデオカメラとしての性能を
保ちます。【IPX6】約3mの距離から、毎分100L
の水を内径12.5mmのノズルで6方向から30秒
ずつ合計3分間放水しても、本体内部に浸水
せず、ビデオカメラとしての性能を保ちます。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470

防塵

JIS 防塵保護等級5級（IP5X）相当。試験用
粉塵（直径75μm）とビデオカメラ本体が入った
防塵試験管の内部を8時間かくはんしてもビデオ
カメラとしての性能を保ちます。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

長時間内蔵バッテリー

しっくり手になじむスマートボディに、コンパクトな大容量の
バッテリーを内蔵。予備バッテリーを持ち歩くわずらわしさも
なく、安心して長時間撮影を楽しめます。さらに、モバイル
バッテリー（P19に掲載）で外出先でも充電できる安心設計です。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

Wi-Fi
Wi-Fiでスマホやタブレットと接続すれば、離れた場所
からカメラを操作することも可能。大きな画面で映像を確認
しながら、指先ひとつでムービーを操作したり、撮影した
映像や画像を転送することもできます。※ご使用には、スマホ・

タブレット共通アプリ “Everio sync. 3”のインストールが必要です。

対象機種 : GZ-RX670

長時間

プログレッシブモード

通常の記録方式に比べて、時間当たり約2倍の情報量を持つ解
像度の高い映像を記録できる“プログレッシブ記録モード”に対応。
ご家庭のテレビで、より高精細な映像をお楽しみいただけます。ま
た、動画をブレの少ないキレイな静止画にすることができます。

対象機種 : GZ-RX670

Wi-Fi

Everio sync. 3
スマホ・タブレット
共通アプリ
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光学40倍・ダイナミック60倍ズーム インテリジェントオート

撮影条件に合わせて、ムービーが
自動的に最適な設定をしてくれる
インテリジェント機能で284シーン
に対応しています。

高 倍 率・高 性 能 化 と 小 型 化 を
両 立した、H D ズ ームレンズ を
搭載。画質劣化のない光学40倍
＋画質劣化を抑えたダイナミック
60倍ズーム機能で、アップをより
美しく。

人物 夕焼け

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270
対象機種 :

GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

個人認識 & 顔追尾・色追尾

よく撮る人の顔と名前を登録しておけば、撮影時
にムービーがその人を自動的に認識して表示。
撮りたい人をつねにフォーカスする追尾撮影が
できます。フォーカスと明るさは自動的に調整
されます。

液晶モニタークローズド撮影

モニターを閉じたまま撮影できるので、従来は難しかった
ハードなシーンでの撮影も可能に。アクションカメラの
ようにロードバイクにマウントして、走行中の景色を撮影
することもできます。Wi-Fiリモート撮影なら、設置場所の
自由度も増え、撮影できるシーンがさらに広がります。

パワードアクティブモード搭載・手ぶれ補正

アクティブシーンに適した電子式の手ぶれ補正
機能は、耐衝撃性能とあわせて撮影時のもし
もに備えた設計です。また、補正エリアが広い
パワードアクティブモードで、動きながら撮影し
ても美しい映像で記録することができます。

スコアリング撮影

Wi-Fiで映像とアプリを連動し、ゲームスコアを
リアルタイムで記録可能。スコア付きの楽しい
映像で、試合終了後のアフターゲームもきっと
盛り上がります。※ご使用には、スマホ・タブレット共通

アプリ “Everio sync. 3”のインストールが必要です。

アプリ上で
スコア記録

Everio sync. 3
スマホ・タブレット
共通アプリ

高画質エンジン

JVC 独自の高性能ビデオカメラ向け高画質
画像処理エンジンFALCONBRID（ファルコン
ブリッド）と、高感度・高画素 CMOSセンサーを
採用。明るい場所はもちろん、暗い場所でも
キレイに撮影できます。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

K2テクノロジー

ビクタースタジオとの共同開発で生まれ、高級
オーディオにも搭 載されている JVC 独自の
高音質化技術『K2テクノロジー』を採用。音声
信号を圧縮する時に欠落した情報を再生時に
復元し、キレイな音を実現します。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

シームレス撮影

設定をON にしておけば、内蔵メモリーの空き
容量がなくなったときに、自動的に記録先を
SD カードへ切り替えて途切れることなく撮影で
きます。メディアを切り替える手間がないので撮影
に集中できます。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

タイムラプス撮影

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけて
ゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生する
ことができます。花のつぼみが開く様子を観察
するときなどに便利です。

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270 対象機種 : GZ-RX670

対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270 対象機種 : GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270

※画面はハメコミ合成画像です。

Wi-Fi
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対象機種　 GZ-
RX670

GZ-
R470

GZ-
F270

ワンタッチスロー再生
速すぎて見えづらいシーンや、動きをじっくり見たいシーンなどを、
ワンタッチ操 作で即スロー再 生 。フォームや選 手の細かい動きを
コマ単 位で分 析し、次の上 達 へと活かすことができます。

● ● ●

セルフチェック録再
「撮影⇄再生」を一定間隔で自動的に繰り返すオート録再ループ機能を
搭載。カメラを操作することなくプレイとチェックを繰り返せるので、
練習効率も大幅にアップします。
※GZ-RX670では、タブレット専用アプリ“JVC CAM Coach 2”でもご使用できます。

● ● ●

ダイジェスト再生
あらかじめ指定された長さでの再生や“いい笑顔”、“顔登録人物”を
要約して再生できます。
短時間で映像の内容を確認したい時に便利です。

● ● ●

マナーモード
マナーモードは操作音を消す機能です。
加えて画面を暗くすることもできるので、発表会など静かで暗い場所
での撮影に便利です。

● ● ●

クイックパワーON/OFF
液晶モニターの開閉が、電源の ON/OFFと連動。
スピーディに撮影が行えるだけでなく、うっかりして電源を消し忘れる
心配もありません。

● ● ●

スマートユーザーガイド
外出先でムービーの操作方法に迷ったら、エブリオの液晶画面に表示される
QRコードをスマートフォンで読み取って、ポータルサイトにアクセス。
いつでも取り扱い方法をご覧いただけます。

● ● ●

ズームアップウインドウ 全体を撮りながら小画面でアップの映像を同時に残せる便利機能。 ● ー ー

7カ国語メニュー表示
液晶画面の各種表示を、7カ国語から選択できます。
使う方の必要性や好みに合わせてご利用いただけます（日本語、ハングル、
中国語＜簡体＞、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語）。

● ● ●

メディア間コピー
エブリオ本体の内蔵メモリーに記録された動画/静止画を、メモリーカードに
カンタンコピー。
本体側にデータを残す・残さないの選択も可能です。

● ● ●

本体内編集
エブリオ本体で、カンタンにカット編集ができる＜トリミング機能＞などを
搭載。あらかじめ編集した映像のダビングもできて、とっても便利です。
※結合やプレイリスト作成等は非対応。

● ● ●

再生ズーム機能 撮った映像を再生時に拡大表示。アップで撮り逃したシーンも大きな
画像で見ることができます。

● ● ●

タイムカウンター記録

【記録モード】設定した時点からの時間経過を映像上に記録＆表示。山頂到達時、
マラソンゴール時などの決定的な瞬間を時間とともに記録したり、見たい
ポイントをすぐにサーチすることもできます。

【再生モード】映像上のレースタイムなどを再生しながら割り出すことが可能。
映像＋時間データで試合を分析し、練習にフィードバックすることができます。

● ● ●

対象機種　 GZ-
RX670

GZ-
R470

GZ-
F270

動画から静止画切り出し
撮影した映像の中には、きっと写真にしたいシーンがあります。
そんな時に活躍するのがこの機能。動画の一コマを、テキパキ操作で
写真にできます。

● ● ●

フルフラットタッチパネル
画面まわりに段差がないフルフラット構造は、爪が長い人でも画面の
隅のボタンが押しやすいデザインです。
感圧式のタッチパネルは、アウトドアシーンで手袋をしたまま操作
できて便利です。

● ● ●

液晶バックライトコントロール
周囲の明るさをカメラのセンサーが検出。
自動的にバックライトの照度を調整するので、明るい屋外でもモニターが
見やすいです。

● ● ●

アニメーション撮影 エフェクトパーツのアニメーション動画で、楽しく演出した映像が撮影
できます。

● ー ー

デコレーションエフェクト機能 顔にデコレーションして、もっと楽しい映像に。 ● ー ー

　　縦取り映像再生対応
従来の横長映像の並列比較だけでなく、縦撮りした映像の比較にも対応。
ダンスなど全身の動きを比較したい時も、画面に大きく映してチェックできます。
※ご使用にはタブレット専用アプリ“JVC CAM Coach 2”のインストールが必要です。

● ー ー

　 ミラー再生対応
正 面から録 画したダンス映 像などをアプリを使って反転させれば、
一瞬でレッスン用映像の完 成 。お手 本を参 考にしながら、リビングで
ダンス教室のような本格的な練習ができます。
※ご使用にはタブレット専用アプリ“JVC CAM Coach 2”のインストールが必要です。

● ー ー

自動風きり音カット機能 撮影中の風音を自動的に検出します。風の音を抑えながら被写体の
声をよりクリアに捉えます。

● ● ●

保護ガラス・レンズキャップ
（付属）

大切なレンズを前面保護する保護ガラスを標準装備しています。
撮影しないときは、付属のレンズキャップを装着するとさらに安心です。

● ● ●

スマートフォン給電
緊急時などカメラの内蔵バッテリーでスマートフォンに給電をすること
ができます。お出かけ先でスマートフォンのバッテリー残量が少なくな
ったときなどにお使いいただけます。
※別売のケーブルが必要です。最新情報は、ホームページでご確認ください。

● ● ●

静止画合成撮影
建物の名称やスマートフォンで表示した周辺情報などを、撮影した映像に
重ねることができます。
いろいろな情報を付加することで再生時に楽しめます。

● ● ●

 　 位置情報記録対応
スマートフォンの GPS 情報と連動。撮影している場所の位置情報を
映像に記録することができます。
※ご使用にはスマホ・タブレット共通アプリ“Everio sync. 3”のインストールが
　必要です。

● ー ー

他にも、楽しい冒険をアシストするうれしい機能が満載

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi
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型　名 GZ-RX670 GZ-R470 GZ-F270
信号方式 デジタルハイビジョン方式 デジタルハイビジョン方式 デジタルハイビジョン方式

記録方式 AVCHDモード
AVCHD規格準拠

（映像）MPEG-4 AVC/H.264 （音声）Dolby Digital 2ch
AVCHD規格準拠

（映像）MPEG-4 AVC/H.264 （音声）Dolby Digital 2ch
AVCHD規格準拠

（映像）MPEG-4 AVC/H.264 （音声）Dolby Digital 2ch

AVCHD

UXPモード 約24Mbps※1 約24Mbps※1 約24Mbps※1

XPモード 約17Mbps※1 約17Mbps※1 約17Mbps※1

EPモード 約5Mbps※1 約5Mbps※1 約5Mbps※1

1080/60p記録（最大ビットレート） ●（約28Mbps） − −

撮像素子画素数 1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 251万画素 1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 251万画素 1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 251万画素

有効画素
動画 228万画素～101万画素※2 228万画素～101万画素※2 228万画素～101万画素※2

静止画 229万画素（16：9） 171万画素（4：3） 229万画素（16：9） 171万画素（4：3） 229万画素（16：9） 171万画素（4：3）

レンズ コニカミノルタHDレンズ コニカミノルタHDレンズ コニカミノルタHDレンズ

Ｆ値 F1.8～6.3 F1.8～6.3 F1.8～6.3

焦点距離 f2.9～116.0mm f2.9～116.0mm f2.9～116.0mm

35mm換算

動画
40.5～2,758mm（ダイナミックズームON時）※3

40.5～1,982mm（ダイナミックズームOFF時）※3
40.5～2,758mm（ダイナミックズームON時）※3

40.5～1,982mm（ダイナミックズームOFF時）※3
40.5～2,758mm（ダイナミックズームON時）※3

40.5～1,982mm（ダイナミックズームOFF時）※3

静止画
40.5～1,620mm（16：9）
49.5～1,980mm（4：3）

40.5～1,620mm（16：9）
49.5～1,980mm（4：3）

40.5～1,620mm（16：9）
49.5～1,980mm（4：3）

ホワイトバランス ● ● ●

フォーカス ● ● ●

手ぶれ補正 電子式（パワードアクティブモード搭載） 電子式（パワードアクティブモード搭載） 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※4 3ルクス※4 3ルクス※4

シャッタースピード
動画

1/60～1/10,000
オートスローシャッターモード時：1/30～1/10,000

1/60～1/10,000
オートスローシャッターモード時：1/30～1/10,000

1/60～1/10,000
オートスローシャッターモード時：1/30～1/10,000

静止画 1/2～1/10,000※5 1/2～1/10,000※5 1/2～1/10,000※5

液晶モニター 16：9ワイド 3.0型（46万ドット※6）広視野角液晶 16：9ワイド 3.0型（46万ドット※6）広視野角液晶 16：9ワイド 3.0型（46万ドット※6）広視野角液晶

ズーム

光学 40倍 40倍 40倍

ダイナミック※7 60倍（手ぶれ補正ON/OFF時）
55倍（手ぶれ補正アクティブモード時）

60倍（手ぶれ補正ON/OFF時）
55倍（手ぶれ補正アクティブモード時）

60倍（手ぶれ補正ON/OFF時）
55倍（手ぶれ補正アクティブモード時）

デジタル 200倍 200倍 200倍

静止画最大記録サイズ 3,680×2,760ドット（1,015万画素相当） 3,680×2,760ドット（1,015万画素相当） 3,680×2,760ドット（1,015万画素相当）

記録メディア
内蔵メモリー 64ＧＢ 32ＧＢ 32ＧＢ

メモリーカード SD/SDHC/SDXC SD/SDHC/SDXC SD/SDHC/SDXC

防水/防塵 ●/● ●/● −/−

耐衝撃/耐低温 ●/● ●/● ●/●

LED/フラッシュ ●※8/− ●※8/− ●※8/−

Wi-Fi機能 ● − −

AV出力端子 ● ● ●

外部マイク端子/シュー − − −

ヘッドホン端子 − − −

HDMI端子 ●HDMIミニ（CEC対応）※9 ●HDMIミニ（CEC対応）※9 ●HDMIミニ（CEC対応）※9

USB2.0端子 ●micro ●micro ●micro

フィルター径※10 37mm 37mm 37mm

消費電力 2.6Ｗ※11 2.5Ｗ※11 2.5Ｗ※11

動作環境温度 ー10℃～40℃ ー10℃～40℃ ー10℃～40℃

外形寸法（W/H/D） 60×59.5×128mm※12 60×59.5×128mm※12 60×59.5×128mm※12

本体質量 約305g※13 約302g※13 約296g※13

※1：ビットレート（VBR）は平均値です。※2：手ぶれ補正 OFF、ダイナミックズーム ON 時。※3：ワイド（W）端は“手ぶれ補正 OFF”、テレ（T）端は“アクティブモードON”で計算。※4：オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30時。※5：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。
※6：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。※7：パワードアクティブモード使用時はダイナミックズームは使用できません。※8：推奨撮影距離1.5m 以内。※9：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。
※10：市販のフィルターを取り付ける場合のサイズ。※11：液晶バックライト標準時。※12：最大突起部含む。グリップベルト含まず。※13：グリップベルト含む。

仕様一覧表
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洗えるビデオカメラでアクティビティをもっと楽しもう!

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/GRA701120T   2017年1月作成

●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。●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。●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●ドルビー、Dolby、ダブルD記号 は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●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。● はDVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●SDXC、SDHC、microSDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標および登録商標
です。●“AVCHD”、“AVCHD Progressive”、“AVCHD 3D/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、iPod touch、iPadは、米国および他の国 で々登録
されたApple Inc.の商標です。●Mac、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。●iFrameロゴおよびiFrameシンボルは、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 Duo”、“Intel Core 2 Duo”、“Intel Core i7”は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーション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.の商標です。●Google Earth™は、Google Inc.の商標です。●Works with iMovie and Final 
Cut Pro Xロゴは、Apple Inc.の商標です。●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。

洗えるビデオカメラ 検 索


