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日本
総代理店

マスプロ電工株式会社

（カメラサポート専用窓口）
0120-448-884

www.maspro.co.jp/products/pixpro/index.html

KODAK PIXPRO JAPAN の
ホームページはこちら！

水、湿気、湯気、ほこり、油煙など多い場所に放置しないでください。
火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
営業部 TEL：名古屋（052）802-2244

The kodak trademark, logo and trade dress are used under licence from kodark

型式                                                                                             4KVR360

センサー  センサーＡ センサーＢ

 仕様 1/2.3 裏面照射型 CMOS 1/2.3 裏面照射型 CMOS

 有効画素数 2068 万画素 2068 万画素

レンズ  レンズＡ レンズＢ

 フォーカス 固定焦点レンズ 固定焦点レンズ

 画角 207°（ ）トンロフ（）しなーバカズンレ  244°（レンズカバーなし）

  197°（レンズカバーあり ）トンロフ（）  235°（レンズカバーあり）

  163°（レンズカバーなし）（グローバル）

  155°（レンズカバーあり）（グローバル）

 解放 F 値 F2.4 F2.4

 焦点距離 f=1.633[mm]  f=1.257[mm]

アクションカメラ　4KVR360

手振れ補正 電子式

 ）トイラクッバ（ DCL NTチンイ0.1 ズイサDCL

Bluetooth BLE 4.1

撮影機能 静止画、動画、ハイスピード録画、連写

防水性能 JIS/IEC保護等級（IPX5）相当（本体）

防塵性能 JIS/IEC保護等級（IP6X）相当

耐衝撃性能 地上2m（レンズカバーあり）

最低動作温度 -10℃

マイク ステレオ（×2）／レンズA、レンズB（合計4）

スピーカー モノラル（×1）

電源 リチウムイオンバッテリー（LB-080 3.6V 1250mAh）

仕様（W×H×D）  約 55.0×55.0 ×66.9 mm（レンズカバー含）

撮影モード レンズ 画像サイズ 画角 フレームレート 画像合成 ライブビュー同時録画

VR モード  155°+235° 3840×1920 360° 15 カメラ内 ×

 155°+235° 3840×1920 360° 24 専用ソフトウェア ×

 155°+235° 1920×960   360° 30 カメラ内 ○ 

4K Front モード 155° 3840×2160 197° 30 ― ○

4K Global モード 235° 2880×2880 235° 24 ― ○

リモコン ミニリモコン同梱

Wi-Fi/NFC IEEE 802.11 b/g/n ／ ○

撮影モード VRモード（レンズA＋レンズB）

  グローバルモード（レンズB）

  フロントモード（レンズA）

対応規格 静止画 Exif 2.3（JPEG）

  規格 動画：MP4（H.264）

   音声：AAC［ステレオ］

録画メディア microSDカード／micro SDHCカード／microSDXCカード

入出力端子 ）mm5.2φ（力入クイマオレテス、）D epyT（IMDH、）BSUorciM（0.2BSU

重量 約156g（バッテリー・micro SDカード含）

規 格 表

1台でVR対応
  360°撮影 !

バーチャルリアリティ

B
·73-L373

KODAK PIXPRO JAPAN の
facebook はこちら！
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付属のリモコンで遠隔操作
付属のリモコンを使用することにより、手元でカメラを

遠隔操作できます。また、Bluetooth で通信しますから、

バッテリーの消耗を抑えることができます。

1 台で水平・垂直方向の 360°全天球撮影
本体の前後に、画角の違う 2 種類のレン

ズ（235°＋155°）を搭載していますから、

360°死 角 の な い 映 像 の 撮 影 が 可 能 で

す。

また、4K 相当（3840×1920/24fps）の撮影

ができます。

2068 万画素、4K がさらに進化
シリーズ最高の高解像度で、写真では最大 7360×3680（2：1）撮影、

360°VR 動画の撮影もでき、驚くほど臨場感あふれる作品ができます。

使いかた広がる
多彩な撮影機能

ライブビュー機能を搭載！
モニターを確認しながら撮影可能
VR モード、フロントモード、グローバルモードそれぞれで、

映像を確認しながら撮影できます。

その空間にあるすべてを思い出として丸ごと残す！

アウトドアで活躍2m
耐衝撃！

ウインタースポーツ
-10 °C

耐低温！

女子会を360 °
撮影！

アクセサリー使用で水中
撮影！

旅先の風景を4K
撮影！

タフに使える防塵
設計！

映像を SNS で配信
撮影した VR 動画を、パソコン用ソフトウェアや

スマートフォン用アプリケーションで

Facebook や YouTube にアップロードできます。

フロントモード（16：9）の 4K 撮影が可能
一般的なアクションカメラとしても使用可能で、

超広角でありながら、4K の超高画質での撮影が可能です。

Magic FlatPanorama

Quad Seg Throw-out

＊画像はイメージです。

高速連写 ハイスピード
撮影

動体検知 自撮
タイマー

ウェブカメラ
機能

4K画質＋VR対応 、 360°全天球撮影 !
バーチャルリアリティ

多彩な映像表現を楽しめる

Activity
Winter

Party
Outdoor

Summer

Travel

Front（4：3） Front（16：9） Extract ionGlobal（1：1）

Dome

EquirectangularLitt le  Planet Fish Eye

Ring
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