
＊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。 ●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼称しています。 ●当社家庭用ビデオカメラにおけるフルハイビジョンとは、 垂直画素（走査線）数1080画素（本）で記録された映像を示しています。 ●商品の仕様及び外観は販売時点のものと異なる場合があります。 
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GZ-HD320
オープン価格＊ 

POSコード/4975769  367458

2月発売予定 

GZ-HD300
オープン価格＊ 

GZ-HD300-R（ルージュレッド） 
POSコード/4975769  367281 

GZ-HD300-A（ロイヤルブルー） 
POSコード/4975769  367274 

GZ-HD300-S（プレシャスシルバー） 
POSコード/4975769  367267

2月発売予定 

ス マ ー ト フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン  
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※UXPモード（約24Mbps）で記録した映像は、DVDライターでディスクに保存できません。 
ブルーレイディスクやハードディスクに保存してください。 



※UXPモード（約24Mbps）で記録した映像は、DVDライターでディスクに保存できません。 
ブルーレイディスクやハードディスクに保存してください。 
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※ビクタービデオカメラはビクター純正データバッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません（安全面、性能面について保証いたしかねます）。詳細については、「お客様ご相談センター」にお問い合せください。●このカタログに掲載の商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●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。●本製品はパソコンと同様、ハードディスクドライブまたはメモリーカード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。●万が一本機およびハードディスクまたはメモリーカード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。写真の内容はイメージです。実際の商品の色とは、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」は日本ビクター
の登録商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号　　はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●       は商標です。●x.v.ColorTM　　　        は商標です。●HDMITM、　　　　　ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMITM Licensing,LLCの商標または登録商標です。●“AVCHD”および　　　　　 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。
●MediaBrowserTMは、株式会社ピクセラの商標です。●iTunes®は、Apple Inc,の商標です。●YouTubeTMおよび　　　　ロゴはYouTube LLC.の商標および商標登録です。●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。●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。 ※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。　 安全に関するご注意●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●「水、湯気、
湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。●長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ！【このような症状はありませんか／●再生しても映像や音声が出ない。●電源プラグ、コードが異常に熱い。●異常な臭いや音がする。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。】　ご使用を中止：●故障や事故防止のため電源を切り
コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。●ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/ アクセスをお待ちしております。※ハードディスクムービーは、気圧の低い場所（海抜3000m以上）では使用できませんのでご注意ください。 本体に直接振動が伝わる場所や大きな音のする場所でも使用できない場合があります。 

jammin'ZebはEverioを応援しています 

ジャズを基調に 

あらゆるジャンルの楽曲を 

爽やかに歌いこなす 

話題のヴォーカル・グループ 

http://blog.livedoor.jp/jamminzeb2007/

撮影協力  

 アユーラ ラボラトリーズ 

使用・掲載商品 
●アユーラ オーラフィールネール〈PK08〉 
●アユーラ オーラフィールネール〈SV01〉 
●アユーラ オーラフィールネール〈PK07〉 
●アユーラ オーラフィールトップコート 
●アユーラ オーラフィールグロス〈RD01〉 
 

◆付属アクセサリーキット 

［ アクセサリーキット ］ 
●ACアダプター ●バッテリーパック（BN-VF808）  
●専用コンポーネントケーブル  
●AVコード（φ3.5ミニ） ●ワイヤレスリモコン 
［ パソコン接続キット ］  
●CD-ROM ●専用USBケーブル（Atype-ミニ） 
※マイクロSDカードは別売です。 

◆ 動画記録時間※2

BN-VF815 BN-VF823 VU-V840KIT
バッテリー 
タイプ 

ベルトホルダータイプ 

撮影時間 

VU-V856KIT

約10時間50分
（約5時間25分）

約7時間40分
（約3時間50分）

約4時間10分
（約2時間5分）

約2時間50分
（約1時間25分）

BN-VF808

約1時間20分
（約40分）

※6 ※6

モード 信号方式 

記録方式 

動画記録 
モード 

高画質 

撮影機能 

再生機能 

その他 

UXPモード（1920×1080/ 16：9） 

XPモード（1920×1080/ 16：9） 

SPモード（1920×1080 /16：9） 

EPモード（1920×1080/16：9） 

総画素数 

有効画素数 

レンズ 

F値 

焦点距離（35mm換算） 

高画質エンジン 

1080/ 60P再生出力 

ホワイトバランス 

フォーカス 

電子式手ブレ補正 

逆光補正／スポット明るさ補正 

最低照度 
（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秒時） 

シャッタースピード（マニュアル） 

液晶サイズ 

ズーム 

フォーカスアシスト機能 

静止画最大撮影サイズ 

 

記録メディア 

 

動画インデックス 

プレイリスト編集 

コンポーネントビデオ出力端子 

AV出力端子 

HDMITM出力端子 

USB2.0端子 

フィルター径 

消費電力（液晶バックライト標準時） 

外形寸法（W×H×D mm） 
（最大突起含む、グリップベルト含まず） 

撮影時外形寸法（W×H×D mm） 
（最大突起含む、グリップベルト含まず） 

本体質量（グリップベルト含む） 

撮影時質量 
（グリップベルト、バッテリー含む） 

デジタルハイビジョン方式 

映像：MPEG-4 AVC/H.264（AVCHD規格準拠） 
音声：Dolby Digital（AC3）2ch 

VBR：約24Mbps 

VBR：約17Mbps 

VBR：約12Mbps 

VBR：約5Mbps 

1/4.1型 CMOSセンサー　305万画素 

動画：116万画素／静止画：116万画素 

コニカミノルタ HD レンズ 

F1.9～3.2 

f＝2.9～58mm（41.4～828mm） 

HDギガブリッドPremium 

● 

オート／マニュアル 

オート／マニュアル／テレマクロ 

● 

●／● 

9ルクス 

（ナイトアイ使用時：約1ルクス） 

 
動画：1/2 ～1/4000　静止画：1/2～1/4000 

16：9ワイド　クリアブライト　2.7型（12.3万画素） 

光学20倍ズーム／デジタル200倍ズーム 

● 

1920×1080ドット 

HD320：120GB（内蔵型） 
HD300：60GB（内蔵型） 

マイクロSD/マイクロSDHC 

● 

● 

● 

● 

●（HDMIミニ  V.1.3 x.v.ColorTM 対応） 

● 

30.5mm（0.5mmピッチ） 

3.5W（XPモード時） 

53×68×113 

 

53×68×119 

 
325g 

370g
 

 

ハードディスク 

 
メモリーカード 

◆ 主な仕様 

120GB

60GB

8GBマイクロSDHC 
カード（市販） 

対応メディア 
1920×1080ドット 

XPモード SPモード EPモード 

約15時間

約7時間30分

約1時間

UXPモード 

約11時間

約5時間30分

約40分

約21時間

約10時間

約1時間28分

約50時間

約25時間

約3時間20分

ハードディスク 
※5

（HD320） 

（HD300） 

◆ 静止画最大サイズ記録枚数※2 ハードディスク使用時はすべてのサイズ（モード）で9999枚記録できます。 

モード 

8GBマイクロSDHC 
カード（市販） 

対応メディア 
1920×1080ドット 

ファイン スタンダード 

約8420枚 約9999枚

◆ バッテリー別連続撮影時間※3

※1 オープン価格はメーカー希望小売価格を定めていません。※2 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによっ
て、短くなる場合があります。次のマイクロSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上（UXPモードはclass6以上）の
マイクロSDHCカード（4GB、8GB）。静止画：マイクロSDカード（256MB～2GB）、マイクロSDHCカード（4GB、8GB）。パナ
ソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSandisk・ATP。その他のマイクロSDカード（マイクロSDHCカードを含む）
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。※3 （  ）内は、実撮影時間です。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。※4 推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。
※5 12時間で一度撮影が止まります。 ※6 VU-V840KIT、VU-V856KITのバッテリーからムービーへの電源供給は別売のDC
コード（VC-VBN800）を使用してください。ベルトホルダータイプの場合にはムービーのバッテリー残量表示は動作しません。 

◆ パソコン動作環境※4

Everio MediaBrowser

ＯＳ 
 

CPU 

RAM 

HDD 
空き容量 

ディスプレイ 
 

ドライブ 

 

その他 

Windows® XP Home Edition（SP2 /SP3）/Windows® XP Professional（SP2/SP3）（プリインストール版） 
Windows Vista®Home Basic およびSP1/Home Premium およびSP1（32ビット版、プリインストール版） 

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

Windows® XP ： 1GB以上 ／ Windows Vista® ： 2GB以上 

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。） 

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 

書き込み可能なDVDドライブ（標準搭載）／ブルーレイディスク作成時 ： 書き込み可能なブルーレイディスクドライブ 

標準搭載のUSB2.0端子 
iTunes®へ転送する場合にはiTunes®がインストールされている必要があります。 
動画共有サイトへアップロードする場合にはインターネットにアクセスできること。 

for  Windows®

●エブリオ専用 再生機能付きDVDライター 
CU-VD50  オープン価格※1 

●エブリオ専用DVDライター 
CU-VD3  オープン価格※1 

●データバッテリー BN-VF808 
希望小売価格7,350円（税抜7,000円） 

●データバッテリー BN-VF815 
希望小売価格12,600円（税抜12,000円） 

●長時間データバッテリー BN-VF823 
希望小売価格16,800円（税抜16,000円） 

●バッテリーチャ－ジャー AA-VF8 
希望小売価格12,600円（税抜12,000円） 

●エブリオポーチ 
CB-VM800 
希望小売価格3,990円（税抜3,800円） 
CB-VM800-R（レッド） 
POSコード／4975769 369964 

CB-VM800-A（ブルー） 
POSコード／4975769 369957 

●0.7倍ワイドコンバージョンレンズ 
GL-V0730 
希望小売価格13,650円（税抜13,000円） 

●1.4倍テレコンバージョンレンズ 
GL-V1430 
希望小売価格13,650円（税抜13,000円） 

◆別売アクセサリー 

2月発売予定

GZ-HD300（60GB） 
ルージュレッド（R） 

GZ-HD300（60GB） 
ロイヤルブルー（A） 

GZ-HD300（60GB） 
プレシャスシルバー（S） 

GZ-HD320（120GB） 
クリアブラック（B） 

◆GZ-HD320/HD300


