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スポーツカムGC-XA2-B オープン価格＊

今度のADIXXIONは
 ハイスピード＆ハイクオリティー！

防水・耐衝撃・防塵・耐低温の4つの耐性
 QUAD PROOF！

驚異の映像をタフに 残すスポーツギア！

＊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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さらなる進化で、
 驚きの映像を手に入れろ！

ハイスピードHD記録＆ハイスピード静止画連写

速い動きを、印象的なスローモーションで。

ハイビジョン画質による、1秒間・120フレームのハイスピード撮影を実現。さらに静止

画も、最大15枚／秒の高速連写を可能にした。激しい動きの中で目まぐるしく変化する

光景。その瞬間ごとの驚きを、鮮明な動画と静止画で、あなたのものにできる。

高感度センサー＆
 明るいレンズ

激しい動きに、高感度設計で鮮やかに対応。

F値2.4の明るいレンズと裏面照射技術を駆使した

8メガ高精細センサーを搭載。妥協を許さない高感

度設計が、コンパクトスポーツカムのイメージを覆す

鮮明な高画質記録を可能にする。

手ブレ補正（ジャイロセンサー搭載）

臨場感あふれる動画を、ブレずにクッキリ。

スポーツカムで捉える動画にとって、激しい揺れも

臨場感の一部。とはいえ、目障りになる程のブレは

やはりNG。そこで、高精度のブレ補正機能を搭載。

広角レンズ搭載＆
 フルハイビジョン撮影対応
 

迫真の動画を、ワイドな画角で。

ON

OFF

広角レンズ

対応機種 XA2

対応機種 XA2

対応機種 XA2

※ハイスピードをイメージした画像です。実際に撮影できる映像とは異なります。

※記録モード 960p30 時。
●画像の内容はイメージです。

●画像の内容はイメージです。

●画像の内容はイメージです。

最大対角152°の広角撮影を実現。激しい動きもいっ

そう鮮やかに捉えるハイビジョンプログレッシブ記録

で、アクションの臨場感をより迫真をもって切り取る。

※高精細液晶モニター搭載

本体だけで画角や動画をモニターチェック。

極めてコンパクトなボディでありながら、液晶モニターを

搭載。さらなる高画質化で、いっそう見やすく鮮明に。

ADIXXION

センサーとレンズ
の相乗効果で
さらに

明るい！

対応機種 XA2

対応機種 XA2

2約 倍

画素数

※

※当社従来機種GC-XA1との比較。
●画面はハメコミ合成画像です。

●画像の内容はイメージです。
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ハウジングなしで驚異のタフネス。

コンパクト＆タフボディ
スポーツカムに必要な、もうひとつの条件。

可能なかぎりコンパクトで軽量であること。

ハウジングの使用を前提とする限り、その実

現可能性は遠ざかる。生身のままで、タフで

あること。それもアディクションの基本。

ハウジングなしで、
 驚異の映像をタフに残せ！

一般的ビデオカメラ

ハウジングが必要

ADIXXION

タフボディ
ハウジングなし

対応機種 XA2 XA1

タフネスを体現したこだわりのボディ。

ラバー素材＆ポリゴン形状採用
アディクション。そのボディデザインは、角に面取りをほどこした高品位な“ポリゴン形状”。

しかも全体をラバー仕上げとしているため、細かな傷を気にすることなくタフな使用が可能。

対応機種 XA2 XA1

水・砂・振動・雪に強い、4つの耐性を実現。

QUAD-PROOF!（クアッドプルーフ）

アディクションは、スポーツカム。当然のごとく求められるのが、タフであること。水に、ほこり

に、寒さに、衝撃に、当たり前のように耐えてみせる。QUAD-PROOF＝4つのタフネス。

それがアディクションの基本。

対応機種 XA2 XA1

防水 防塵

耐低温耐衝撃
※1 JIS保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）。水深5mで30分までの撮影が可能です。
※2 JIS保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による）。

※1 ※2
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【スポーツカムで撮影中】

スマートフォン

【スマートフォンで4台同時モニタリング】

インターネット

Ustreamに
ライブ中継!

スマートフォンを駆使して、
 タフな映像をマルチに操れ！

でライブ配信 ※2を手軽に

4つのカメラ同時接続で楽しくモニタリング

Ustreamのアカウントを、スマートフォン

アプリで容易に設定できるから、動画のライブ

配信だって、いっそうスマートに楽しめる。

スマートフォン上に表示されるコントロール

キーを使って、アディクションのさまざまな

撮影機能の操作、撮影状況の確認も自在に。

撮影した静止画を、その場で、スマートフォンへ転送可能。残しておきたい静止画を素早く選んで、容易に保存できる。

スマートフォンでコントロール※1

YouTubeTMへのアップロード

もスマートフォンから。動画シェ

アも、より手軽に行える。

YouTubeTMにアップロード※2

クアッドビューを使えば4台のアディクション

を１台のスマートフォンに接続可能。4台同時

のモニタリングができる。

スマートフォンへの静止画転送も

ADIXXION sync.
●対応OS：Android 2.3 / iOS 6以上

※4台同時操作はできません。
※音声は出力されません。

設定・操作もカンタン！ADIXXION専用アプリ

※1 GC-XA1でAndroid OS使用の場合、本機と直接Ｗi-Ｆi接続するにはテザリング機能搭載のスマートフォンが必要です。 ※2 事前にPCアプリケーション（GC-XA1は
カメラ内蔵/GC-XA2はJVCホームページよりダウンロード）およびAndroid用/iOS用アプリケーション（Google PlayまたはApp Storeからダウンロード）を使って、無
線LANルーターを登録、および使用するサービスのアカウントを設定する必要があります。※すべてのWi-Fi機器で動作を保証するものではありません。 ※防災や防犯を
目的とした機能ではありません。 ※製品保護のため、長時間の連続使用や無操作の時間経過により、動作を制限する場合があります。 ※動作させる場所や条件により、
機器間の通信距離が短くなる、または通信がしにくい場合があります。 ※GC-XA1は家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターするためには、無線LANルーターが
必要です。 ※動画や静止画を撮影してメールで送るためには、無線LANルーター、インターネット接続環境、および送信用メールアカウント（SMTPに対応していること。
Webからのみ利用できるメールサービスは不可。）が必要です。 ※スマートフォンの対応OS（AndroidTM、iOS）、およびパソコンの動作環境については、JVCホームページ
でご確認ください。すべての機種の動作を保証するものではありません。 ●Wi-Fi機能、必要機器や環境、制限等についての詳細は、JVCホームページでご確認ください。 

Android、iOSに対応したアプリケーションを
新開発。スマートフォンと連携した各種の操作
を、よりスムーズに楽しめる。

Wi-Fi機能を利用する時は専用アプリ
「Wi-Video」をインストールする必要があります。

対応機種 XA2

対応機種 XA2

対応機種 XA2

対応機種 XA1

対応機種 XA2 XA1

対応機種 XA2 XA1

対応機種 XA2 XA1

●対応OS ： Android 2.2以上 / iOS4以上

Ustream

※XA2/XA1で機能が異なります。詳細はJVCホームページ
Web取り扱い説明書をご確認ください。
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Web取り扱い説明書をご確認ください。
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凝縮された高性能と多機能を、
 存分に使いきれ！ 16メガ静止画記録

写真も高画質。

独自の高解像度記録技術を駆使。コンパクトなボディの

スポーツカムながら、より高画質な静止画撮影が可能だ。

海に、山に、さまざまなアクションシーンをともにする

スポーツカムに、まず求められるのは、コンパクト

で軽量であること。

アディクションは、手

のひらに収まるサイ

ズのハイクオリティ

ボディを実現した。

コンパクトデザイン

小型・軽量化を追求したデザイン。

対応機種 XA2 XA1

対応機種 XA2 XA1対応機種 XA2 XA1

対応機種 XA2

動画&インターバル静止画同時撮影

動画を撮りながら静止画も残せる。

動画を撮影すると同時に、5秒毎に1枚の静止画撮影が

行える機能を搭載。アクションの連続を動画で記録しな

がら、その中にある決定的な瞬間を逃さず切り取れる。

タイムラプス機能

手軽にインターバル撮影が楽しめる。

撮影した動画・静止画を、一定の間隔（動画：0.2・1・

5・10・30・60秒間隔／静止画：2・5・10・30・60

秒間隔）のコマ落としの記録で楽しむことができる。

対応機種 XA2

2カ所の設置マウント

取り付けの自由度を高める。

汎用性の高い1/4 ISO1222規格の三脚穴を、側面と

底面に配置。さまざまなシーンにフレキシブルに対応。

5倍デジタルズーム

遠くの被写体をより大きく。

被写体を、より大きくとらえたい。そんな時のために、

アディクションは5倍デジタルズーム機能も搭載する。

対応機種 XA2 XA1

動画撮影中
一定間隔 一定間隔 一定間隔

変化し続けるシーンをコマ落としにして、
凝縮された動画などで楽しむことができます。

5秒 5秒

※XA1は1秒/5秒、2つのモードから
選択になります。また、静止画には対
応してません。
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タイムラプス機能

手軽にインターバル撮影が楽しめる。

撮影した動画・静止画を、一定の間隔（動画：0.2・1・

5・10・30・60秒間隔／静止画：2・5・10・30・60

秒間隔）のコマ落としの記録で楽しむことができる。

対応機種 XA2

2カ所の設置マウント

取り付けの自由度を高める。

汎用性の高い1/4 ISO1222規格の三脚穴を、側面と

底面に配置。さまざまなシーンにフレキシブルに対応。

5倍デジタルズーム

遠くの被写体をより大きく。

被写体を、より大きくとらえたい。そんな時のために、

アディクションは5倍デジタルズーム機能も搭載する。

対応機種 XA2 XA1

動画撮影中
一定間隔 一定間隔 一定間隔

変化し続けるシーンをコマ落としにして、
凝縮された動画などで楽しむことができます。

5秒 5秒

※XA1は1秒/5秒、2つのモードから
選択になります。また、静止画には対
応してません。
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