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2.5型液晶・3.2メガピクセル・光学3倍ズーム�

キャメディア�

きわだつ美しさの2.5型高精細大画面。
次世代画像処理エンジンTruePic TURBO搭載。

時代は、SHOOTからSHOWへ。
世界初＊、モバイルASV液晶ディスプレイ採用。

＊デジタルカメラとして。2004年4月発表。



鮮やかさ、今までの3倍。

かつてないハイコントラストを実現。

初めての美しさ＆大きさ。
これは、鑑賞するための
フォトビューアー。

モバイルASV液晶ディスプレイのコントラストは、従来の液晶の約3倍(当社比)。

黒色のしまりが良く、撮影した時の感動

的なシーンが、ディスプレイ上に、

色鮮やかによみがえります。

屋外の強い光の下でも、画面がクリアで

見やすい半透過型。

透過型と反射型の両面の特性を持

った、半透過型TFTカラー液晶タイ

プなので屋内だけでなく、直射日光

の当たる屋外でもクリアな画像表

示をキープできます。

上下左右160°の広い視野角。カメラを囲んで、

静止画や音声付動画の鑑賞会。

従来のデジタルカメラの視野角は

約70°、対するモバイルASV液晶

ディスプレイは上下左右それぞれ

160°。飛躍的な向上を実現しまし

た。同時に数人がディスプレイを覗

いても、その画像表示の美しさは変

わりません。

上下左右160°の
広い視野

CAMEDIA AZ-1の最大の特長は、高精細＆大画面のディスプレイ。
画面いっぱいに“見せる楽しさ”があふれています。
撮ったその場で、会心のショットのお披露目をするもよし。
作品をストックして、まとめてアルバムにして眺めるのもいいでしょう。
CAMEDIA AZ-1で、新しい写真の楽しみ方、はじめませんか。

〈原寸大〉

2.5型の大画面、しかも21万画素の高精細。だから、撮影のしやすさはもちろん、撮

影後の鑑賞もいっそう楽しく。ディスプレイには、最新の液晶テレビでも使われてい

るモバイルASV（Advanced Super View）液晶ディスプレイ技術を採用。これが、新

世代の美しさ、見やすさです。

世界初＊1、モバイルASV液晶ディスプレイ＊2採用。

2.5型21万画素の高精細大画面。
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＊1 デジタルカメラとして。2004年4月発表。
＊2 モバイルASV液晶ディスプレイは、シャープ(株)の独自技術です。



撮った画像はカメラ上でアルバム

に即保存。見たい一枚に、

スピーディにアクセス。

アルバムの画像を効果的に自動再生。

迫力のスライドショーが楽しめます

●撮影した画像を…。

●クレードル経由でAZ-1上
のアルバムにカンタン転送。

撮った画像は、カメラのメモリカード内に作成されるア

ルバムに整理。12個のアルバムに各100枚までの画

像を見やすく分類できます。パソコン内の画像をアル

バムとして編集し、カメラに転送することもできます。

アルバム内の画像を自動的に連続再生してくれる、スラ

イドショー機能を搭載。「フェード」「スライド」「ズーム」と

いった多彩な切り替え効果により、見せる楽しみが倍増

します。操作手順は、アルバム編集同様、カンタンです。

▼ 撮った画像をカメラ上でアルバムに整理

標準 次の画像に瞬時に切り替わります。

フェード 次の画像が徐々に浮かび上がるように表示されます。

ズーム 次の画像が、画面左上に表示された小さな画面から、画面いっ
ぱいに広がって表示されます。

スライド 前の画像を押し出すように、次の画像が上および下から交互に
スライドします。

●お好きなアルバムに登録。
アルバムは12個まで作れます。

●複数の画像を一括で
アルバムに登録できます。

▼ CAMEDIA Master 4.2EXを使ってさらに楽しくアルバム鑑賞。

●いつでも、どこでもAZ-1
で見たり、見せたり。

充電しながら卓上で鑑賞できる、

クレードル。パソコンや

テレビとの接続も可能。

画像の楽しみがさらに広がる、多機能クレードルが付

属。充電しながら卓上でスライドショーを楽しんだり、

パソコンやテレビなどに接続してより大きな画面に表

示したり、PictBridge対応のプリンタに直接つないで

印刷したり、多彩な使い方が可能です。

●DC入力端子

●AV出力端子 ●USB端子

●パソコンと接続 ●TVと接続

お気に入り画像をみんなで鑑賞会。

手のひらサイズの、デジタルアルバム。

ア ル バ ム を 眺 め る 、 ひ と と き を 演 出 。

● CAMEDIA Master 4.2EXで
パソコン上の画像をアルバムに編集。

●付属の画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.2EXを使ってパソコ

ン上の画像をアルバムに編集し、CAMEDIA AZ-1に転送できます。

●画像をCAMEDIA AZ-1での鑑賞に適したサイズに自動リサイズで

きるので、小さな容量のxDピクチャーカードでもたくさんの画像が転送

できます。（12個のアルバムに各100枚まで。）

●CAMEDIA AZ-1上のアルバムをそのままCAMEDIA Master

4.2EXに取り込み、バックアップできます。

※CAMEDIA MASTER 4.2EXの動作環境は同梱品紹介ページをご覧ください。

●タイトルを自由に入力して、アルバムの表紙が
作れます。背景は豊富なサンプルから選べます。

●プリンタと接続

●スライドショーの順番は、カメラ上やCAMEDIA

Master 4.2EXで自由に変えられます。



スタイル にも、革 命 を。

●画質モード選択画面

クルクルまわして、ピタリと設定。このスタイルが新しい。
複雑なメニュー階層を一新。快適に

使えるコントロールダイヤル採用。

CAMEDIA AZ-1は、目的の機能や画像へたどりつくの

にボタンを何度も押すようなわずらわしさから解放。

コントロールダイヤルをクルクル回してメニューを選

び、ボタンプッシュで決定。やりたいことがスイスイで

きる、快適な使い心地です。

●コントロールダイヤル

●マイク●シャッターボタン

●BACK/NEXTボタン

●モードスイッチ

●POWERスイッチ

●ストラップ取付部

●3倍ズームレンズ●フラッシュ

●ズームボタン

●スピーカ

●MENU/OKボタン

コンパクトなのに、確かなホールディ

ング感。シンプルなフラットデザイン。

撮る人のことを最大限に考えた、CAMEDIA AZ-1

のデザイン。ボディは、コンパクトサイズとホールディ

ング感を両立。また、ポケットなどからスムーズに出し

入れができるように、レンズや液晶などの突起を極力

排除したフラットなデザインになっています。

CFカードスロットで、
xDピクチャーカード
から転送。

CFカードアダプタ

MACF-10
希望小売価格7,500円

（税込7,875円）
●xDピクチャーカード対応

PCカードスロットで、
xDピクチャーカード、
スマートメディアから転送。

PCカードアダプタ

MAPC-10
希望小売価格7,500円

（税込7,875円）
●xDピクチャーカード対応
●スマートメディア対応

USB接続で、xDピクチ
ャーカード、スマート
メディアから転送

USBリーダ/ライタ

MAUSB-10
希望小売価格7,500円

（税込7,875円）
●xDピクチャーカード対応
●スマートメディア対応

USB2.0準拠だから、xDピ
クチャーカードに記録され
た画像データを高速転送。

USBリーダ/ライタ

MAUSB-100
希望小売価格3,100円

（税込3,255円）
●xDピクチャーカード対応

本革カメラケース
CSCH-23
液晶ディスプレイクリーナー付き
希望小売価格3,500円

（税込3,675円）

画像データを、記録メディアからパソコンに転送するには…

同梱の専用USBケーブルで
直接つなぐことができます。
大切な画像を手軽にMOディ
スクに保存できます。

ダイレクト保存MOドライブ
TURBO MO mini EX IV+

1.3GBモデル：MO133U2S2 オープン価格

640MBモデルMO644U2S2 オープン価格
●対応OS：Windows XP/Me/98/2000、MacOS 8.6～9.2/X（v10.1
以降）● 対応PC：USB I/F 標準搭載機（PC-9800シリーズは除く）※ダイレク
ト保存機能はWindowsフォーマットディスクのみの対応となります。そのため、
Macintoshでは、Mac OSのバージョンにより、読めない場合があります。※MO
ドライブからデジタルカメラへのダイレクト保存はできません。

おしゃれなケース＆ストラップカメラ＆クレードルと直結、デジタル画像を一括保存

AZ-1＆クレードルとダイレクト接
続。ピクトブリッジ対応でカンタ
ン＆ スムーズに、ハガキサイズ・L
サイズの４辺フチなしプリント。

デジタルフォトプリンタ
CAMEDIA P-10 オープン価格

●クラス最速のLサイズ40秒、ハガキサイズ44秒※の高速プリント。
●パソコンと接続する際の対応OS：Windows XP /2000/ Me / 98
※昇華型ホームプリンタでハガキサイズにおいて。データ転送/処理時間
は含まず（2004年3月現在）。

ピクトブリッジでカンタン、キレイにプリント撮った写真をクリック操作でアルバムに

デジタルアルバムソフト蔵衛門2005
SWW -2501/2502（5月下旬発売予定）
［WindowsXP/Me/98SE/2000］
※Windows 98は98SE以降のみ。
※「SWW-2501」は、小型パッケージです。
希望小売価格6,800円（税込7,140円）

デジタルアルバムソフト蔵衛門2005プロ
SWW-2601（5月下旬発売予定）
［WindowsXP/Me/98SE/2000］
※Windows 98は98SE以降のみ。
希望小売価格9,800円（税込10,290円）

デジタルアルバムソフト蔵衛門Mac2
SWW-1201［Mac OS 8.6～X］
希望小売価格6,800円（税込7,140円）

必 要 な アイ テ ム を す べ て 同 梱 。「 オ ー ル イ ン ワ ン パッ ケ ー ジ 」だ か ら 、す ぐ 楽 し め る 。【 同 梱 】

主な同梱品
●カメラ本体　●クレードル
●xDピクチャーカード(16MB)
●USB接続ケーブル　●ネックストラップ
●AVケーブル ●レンズキャップ
●リチウムイオン充電池
●ACアダプタ（クレードル用）●ACアダプタ電源ケーブル
●CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク）
■ 画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.2EX
■ QuickTime 6
■ Windows 98用USBドライバソフト
（Windows 98以外の対応OSにおいてはドライバソフト不要）

さ ま ざ ま な ツ ー ル で 、デ ジ タ ル カ メ ラ の 楽 し さ が ま す ま す 広 が る！ 【 別 売 】

小さい。でも、たくさん記録。
xDピクチャーカード。

xDピクチャーカード
16MBカード（M-XD16P）
32MBカード（M-XD32P）
64MBカード（M-XD64P）
128MBカード（M-XD128P）
256MBカード（M-XD256P）
512MBカード（M-XD512P）
オープン価格

デジタルカメラ用超小型記録メディア

ネックストラップ
CNS-01BL〈ブルー〉
CNS-01SV〈シルバー〉
希望小売価格各2,500円

（税込各2,625円）

撮った写真の管理・編集が、スマートにできる＜CAMEDIA Master 4.2EX＞を同梱。
大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスピーディに管理。
カメラからの写真の取り込みや編集、プリントもカンタンです。

CAMEDIA Master 4.2EX
CAMEDIA Master 4.2EX 動作環境
●対応OS：Windows XP/Me/ 98/2000、Mac OS 9.0 ～ 9.2/ OS X（v10.1 ～10.3）●
CPU：［Windows 環境］PentiumII以上［Macintosh環境］Power PC G3以上● RAM：
［Windows環境］128MB以上（推奨256MB以上）［Macintosh環境］128MB以上（推奨256MB
以上）●ハードディスク：120MB以上●モニタ：800×600 以上（Windows：65,536 色以上、
Macintosh：32,000色以上を推奨）●その他：CD-ROMドライブ（インストール時）、マウスなどの
ポインティングデバイス● 動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたPro 版のCAMEDIA
Master Pro 4.2へ、アップグレードできます（有料）。WindowsXP/2000使用時は管理者権限にお
いてバージョンアップしてください。

高解像度光学3倍ズーム

デジタル2.7倍とあわせて8倍のズーム機能。レンズがボディ

から飛び出さない折り曲げ光学式レンズユニットにより、起動

もスピーディで、撮影中もじゃまになりません。

音声付き動画の撮影/再生もOK。その場

でできる、小さな上映会。

16MB xDピクチャーカード(同梱)では最大約149秒、

512MB xDピクチャーカード(別売)なら最大約80分の音声

付き動画の撮影が可能。マイク及びスピーカーは内蔵なので、

撮ったその場で再生して楽しむことができます。

※160×120ピクセル：ロングプレイモード時。

高精細3.2メガピクセルCCD

色はもちろん、被写体の細かな質感まで忠実にくっきりと再現

できます。

これが、キレイ＆スピーディの理由。
次世代画像処理エンジン、
「トゥルーピック ターボ」搭載。

CAMEDIA AZ-1には、オリンパス独自の高画質テクノロジー

を結集した画像処理エンジン「トゥルーピック ターボ」が搭載さ

れています。解像度を高めながらノイズを効果的に軽減して、

シャープでクリアな画像を実現。また、記録／再生や連写など

の処理速度を大幅に向上。ストレスの少ない撮影が可能です。

Advanced SF Filter Technology
アドバンストSFフィルタテクノロジー
空間周波数を最適化するフィルタリング処理で、ノイズを低減。
解像度の高い、くっきりシャープな画像が実現します。

Advanced Noise Filter Technology II
アドバンストノイズフィルタテクノロジーII
ノイズ部分と輪郭部分をピクセル情報から精細に判別。
ノイズを最小限に抑えて、輪郭のシャープな画像にします。

Proper Color Gamma Technology II
プロパーカラーガンマテクノロジーII
CCDが得た光情報を色信号と輝度信号をもとに解析。
被写体の固有色に近いリアルな色調を再現します。

シーンごとに最適な設定が、23パター

ン。思いどおりのショットがカンタンに

撮れるシーンプログラム。

通常の撮影モードの他に、シーンごとに設定を最適化

したシーンプログラムを搭載し、思い通りのショットが

簡単に撮れます。肌の色を美しくなめらかに再現する

「美肌」、晴天の海や雪山に最適な「ビーチ＆スノー」を

始め、フラッシュを使わずに彩度を上げ暗くなるのを

防ぐ「夕日」や「キャンドル」、暗所でも感度をうまく調

整してくれる「寝顔」、文字をくっきりと撮影する「ド

キュメント」など、23種類の多彩なモードから自由に

選べます。

風　景 風景＆人物 夜　景

夜景＆人物 パーティショット＊1

打ち上げ花火 夕　日

ポートレート セルフポートレート 美　肌

マクロ スーパーマクロ 料　理

ドキュメント マナーショット＊1 スポーツ ビーチ＆スノー 一人旅

キャンドル＊1 寝　顔＊1 ショーウィンドウ 合成ツーショット パノラマ＊2

シーンプログラム
画面

※作例は撮影イメージで、CAMEDIA AZ-1で撮影したものではありません。

＊1 スーパーハイおよびハイモードでの撮影はできません。
＊2 パノラマ合成用写真撮影はオリンパス製xDピクチャーカードを使う必要があります。画像の
合成には、CAMEDIA Masterを使用します。カメラ本体ではパノラマ合成できません。

コンパクトボディながら、頼りになる基本性能。

※
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 入出力端子 パソコン/プリンタ関連 USB接続端子（パソコン接続時:Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.2/X）�

   　　　　　　 （プリンタ接続時:PictBridge対応）�

  テレビ関連 AV出力端子（カメラ側でNTSC/PAL切り替え可能）�

  電源関連 DC入力端子�

 電源 ACアダプタ D-7AC�

 大きさ  幅108mm×高さ53.5mm×奥行59mm�

 重さ  90g

�

 カメラ部有効画素数 （新ガイドラインによる画素数表記） 320万画素�

 撮像素子  CCD�

 レンズ 構成 7群9枚�

   非球面レンズ：3枚�

  焦点距離 5.8mm～17.4mm�

  焦点距離（35mmカメラ換算） 38mm～114mm�

  開放F値 F2.9（W）～F4.9（T）�

  光学ズーム倍率 3倍�

  デジタル拡大 2.7倍（光学ズームと合わせて最大約8倍シームレスズーム）�

  撮影範囲 通常：0.5m～∞、マクロ：0.3m～∞、スーパーマクロ：0.08mまで接写可能�

   （※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません）�

 記録 静止画　記録方式 JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II�

  静止画　記録画素数・コマ数 2048×1536/スーパーハイ 3M：約20枚�

  （同梱16MBカード使用時、音声なしのとき） 1600×1200/ハイ 2M:約33枚�

   1024×768/PCモニタ 1M:約58枚�

   640×480/Eメール VGA:約99枚�

  動画　記録方式（フレームレート） QuickTime Motion JPEG 音声付可能（15fps）�

  動画　記録画素数・撮影可能時間 320×240/スタンダード：約41秒（16MBカード使用時）、約22分14秒（512MBカード使用時）�

   160×120/ロングプレイ：約2分29秒（16MBカード使用時）、約1時間20分（512MBカード使用時）�

  静止画音声　記録方式 WAVEフォーマット準拠�

  記録媒体 xDピクチャーカード（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB）�

 液晶モニタ サイズ・種類 2.5型（インチ）モバイルASV液晶（半透過型TFTカラー液晶）�

  画素数 約215,000画素�

 再生 静止画  クローズアップ 倍率：1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍�

  静止画  インデックス表示 分割数：4/9/16/25�

  静止画  回転再生 90°/ -90°（Exifによる回転情報の書き込み）�

  静止画  自動再生 ○�

  動画  再生 通常再生、早送り、早戻し、コマ送り�

  音声  再生 ○（内蔵スピーカーによる再生も可）�

 撮影感度 AUTO ○（ISO約64～250）�

 フォーカス オートフォーカス方式 TTLコントラスト検出方式、スポットAF�

 静止画　露出・画質 制御 撮影モード P（プログラムオート）/S-Prg（シーンプログラム）[風景、風景＆人物、夜景、夜景＆人物、�

   パーティショット、打ち上げ花火、夕日、ポートレート、セルフポートレート、美肌、 マクロ、�

   スーパーマクロ、料理、ドキュメント、マナーショット、スポーツ、ビーチ＆スノー、一人旅、キャンドル、�

   寝顔、ショーウィンドウ、合成ツーショット、パノラマ]�

  絞り F2.9～F8（W）　F4.9～F8（T）�

  シャッタースピード 1/2秒～1/725秒（シーンにより最長4秒）�

  露出補正 範囲：±2EV、ステップ：1/3EV�

 測光方式  デジタルESP測光、スポット測光�

 ホワイトバランス オート ○�

  プリセット プリセット：晴天、曇天、電球、蛍光灯�

 内蔵フラッシュ 撮影可能範囲 W：0.3ｍ～3.6ｍ　T：0.3ｍ～2.0ｍ �

  フラッシュモード オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、�

 連写  約1コマ/秒（スーパーハイモード時）、連写可能枚数：最少3枚�

 特殊撮影・編集・画像処理 パノラマ合成用撮影 ○（オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフト�

   CAMEDIA Masterによりパソコン上で合成）�

  カスタマイズ 画面表示言語の切替（日本語、英語、フランス語、ドイツ語）�

  静止画　編集（別ファイル作成） リサイズ（640×480、320×240）、モノクロ、セピア�

  動画　編集 インデックス画像作成   �

 入出力端子  クレードル接続端子�

 電池  リチウムイオン充電池（型番：LI-20B）�

 大きさ（突起部含まず）  幅94.0mm×高さ67.0mm×奥行21.9mm�

 重さ（電池・カード含まず） 160g�

 主な同梱品  クレードル、xDピクチャーカード（16MB）、USB接続ケーブル、AVケーブル、ネックストラップ、CD-ROM�

   （キャメディアインフォメーションディスク：CAMEDIA MASTER 4.2EX）、リチウムイオン充電池、�

   ACアダプタ（クレードル用）�

�

●静止（音声なし）　�
 記録画素数 画質モード 16MB(同梱) 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB�

 2048 x 1538 スーパーハイ 20 40 81 163 326 652�

 1600 x 1200 ハイ 33 66 132 266 532 1065�

 1024 x 768 PCモニタ 58 117 234 469 940 1879�

 640 x 480 Eメール 99 199 398 798 1598 3195�

●動画（音声有り）　　�
 記録画素数 画質モード 16MB(同梱) 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB�

 320 x 240 (15fps) スタンダード 0：41 1：23 2：46 5：33 11：07 22：14�

 160 x 120 (15fps) ロングプレイ 2：29 5：01 10：04 20：10 40：22 1：20：42�

（枚数または秒数はおおよその目安で、被写体により変わる場合があります。）�

�

�

AVケーブル�
（同梱）�

リチウムイオン充電池�
LI-20B（同梱）�
�

ACアダプタ D-7AC（同梱）�
�

xDピクチャー�
カード（16MB同梱）�

オリンパス製品�

USB接続ケーブル（同梱）�

クレードル（同梱）�

CFカードスロット�
（TypeⅠ）�
搭載機器へ�

PC関連� プリンタ�

電源�

パソコン�

PCカードアダプタ �
MAPC-10

CFカードアダプタ �
MACF-10

MAUSB-100

MAUSB-10

USBリーダ／ライタ�

画像管理・編集ソフト�
キャメディアマスター4.2EX（同梱）�
デジタルアルバムソフト�
蔵衛門2005／2005プロ�
（5月下旬発売予定）�
蔵衛門Mac2

TV�
（NTSC/PAL）�

カ メ ラ と 周 辺 機 器 の 接 続 �

デジタルカメラ�
AZ-1�

CF CARD ADAPTER
  MACF-10

本革カメラケース�
CSCH-23

ネックストラップ�
CNS-01BL/SV

MOドライブ �
TURBO MO�
�
MO644U2S2�
MO133U2S2

デジタルフォトプリンタP-10�
フォトキューブ�

オープン価格

 オリンパスホームページ�

［http:/ /www.olympus.co.jp/］より�
［お客様サポート］→［映像・情報分野］→［デジタルカメラ／プリンタ関連］へお進みください。�

オリンパスデジタルカメラのご用命は�

CA@AZ1-0405-02（K.D）.

◆ インターネットでの情報入手�
［製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。］�

◆ 電話でのお問い合わせ�
オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日 9：30～21：00 土・日・祝日 10：00～18：00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）�

0120-084215　携帯電話・PHSからは 0426-42-7499　Fax 0426-42-7486
◆ ショールームのご案内�

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」をよくお読みください。�!

〒192-8507　東京都八王子市石川町 2951

製 品に関するお問い合わせ�

オリンパスプラザ（東京）営業時間 10：00～18：00（日・祝日および弊社休業日を除く）�
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel：03-3292-3403�
オリンパスプラザ（大阪）営業時間 10：00～18：00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）�
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel：06-6252-6995

フリーダイヤル�

■xDピクチャーカード容量別　記録枚数＆記録時間

■カメラアクセサリー
●ケース類＆その他
本革カメラケース.................................................. CSCH-23 ............................................... 希望小売価格 3,500円（税込 3,675円）
ネックストラップ.................................................... CNS-01BL＜ブルー＞............................ 希望小売価格 2,500円（税込 2,625円）
ネックストラップ.................................................... CNS-01SV＜シルバー＞......................... 希望小売価格 2,500円（税込 2,625円）

●電源
ACアダプタ............................................................ D-7AC.................................................... 希望小売価格 4,500円（税込 4,725円）
リチウムイオン充電器........................................... LI-20C.................................................... 希望小売価格 7,000円（税込 7,350円）
リチウムイオン充電池.............................................. LI-20B.................................................... 希望小売価格 5,600円（税込 5,880円）

● PC関連
デジタルアルバムソフト蔵衛門［クラエモン］2005（5月下旬発売予定）SWW-2501/SWW-2502 ......... 希望小売価格 6,800円（税込 7,140円）
デジタルアルバムソフト蔵衛門［クラエモン］2005プロ（5月下旬発売予定）SWW-2601....................... 希望小売価格 9,800円（税込10,290円）
デジタルアルバムソフト蔵衛門［クラエモン］Mac2 .......... SWW-1201 ............................................ 希望小売価格 6,800円（税込 7,140円）

● xDピクチャーカード
512MB標準カード.................................................. M-XD512P.................................................................................... オープン価格
256MB標準カード.................................................. M-XD256P.................................................................................... オープン価格
128MB標準カード.................................................. M-XD128P.................................................................................... オープン価格
64MB標準カード.................................................... M-XD64P ...................................................................................... オープン価格
32MB標準カード.................................................... M-XD32P ...................................................................................... オープン価格
16MB標準カード.................................................... M-XD16P ...................................................................................... オープン価格

■記録媒体（カード）読み取り装置とパソコンとの接続対応表

対応OS名称/型番

USB
リーダ/ライタ
MAUSB-100

Windows XP/Me/98/2000
Mac OS 9.0～9.2.2/X（v10.1.2以降）
※Windows 98/98SEでは同梱のCD-ROMより
ドライバソフトをインストールする必要があります。

パソコンに必要な装置

USBポート
（USB2.0または1.1準拠）
※Windows98/98SEの場合のみ
ドライバソフトインストール時に
CD-ROMドライブが必要です。

その他

●対応メディア
xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB）

※USB1.1 対応のパソコンに接続した場合、USB1.1 の速度で動作します。
※USB延長ケーブル（約1.2m）同梱。
※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。
オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）をご参照ください。

USB
リーダ/ライタ
MAUSB-10

Windows XP/Me/98/2000
Mac OS 8.6～9.2/X（v10.2.2まで）

USBポート（USBVer1.1）
およびCD-ROMドライブ

●対応メディア
xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB）
3V（3.3V）スマートメディア 4/8/16/32/64/128（MB）

※電源はUSBバスパワーより供給されます。
※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。
オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）をご参照ください。

PCカード
アダプタ
MAPC-10

Windows XP/Me/98/95/2000
Mac OS 7.6以降 PCカードスロット（TypeⅡ）

●対応メディア
xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB）
3V（3.3V）スマートメディア 2/4/8/16/32/64/128（MB）

※xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に挿入することはできません。

CFカードアダプタ
MACF-10

Windows XP/Me/98/95/2000
Mac OS 7.6以降 CFカードスロット（TypeⅠ） ●対応メディア

xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512（MB）

●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯
あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●動画撮影では、光学ズームは使用できません。デジタルズームのみとなります。●外観・仕様・価格は改善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。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップル
コンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無
断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●このカタログは2004年4月現在のものです。

画素数

3.2
メガピクセル

光学

3倍
ズーム

デジタルズーム

2.7倍
光学から
シームレス

多彩な
シーンプログラム

23種
TTL
方式
AF

測光方式
デジタル
ESP
スポット

露出補正

±2EV
1/3ステップ

ISO感度
AUTO

ホワイトバランス

オート
プリセット

スーパー
マクロモード

TruePic
TURBO

音声付き
動画対応

画質設定
スーパーハイ
ハイ/ＰＣモニタ
Eメール

動画再生
通常再生

早送り/早戻し
コマ送り

スチル
録音

多言語
表示

静止画
クローズアップ

再生

静止画
インデックス
表示
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アルバム
機能

スライドショー
標準

フェード
スライド
ズーム

2.5型
液晶

ディスプレイ

xD
ピクチャー
カード対応

簡単
コントロール
ダイヤル

フラッシュモード
オート発光
赤目軽減
強制発光
発光禁止

モノクロ
セピア
リサイズ
別ファイル作成

クレードル
AV出力
USB出力
充電

リチウムイオン
充電池対応
（同梱）

プリント予約

DPOF
準拠

Pict
Bridge
対応

Exif
2.2

PRINT
image
Matching
Ⅱ

■カメラ本体仕様

■クレードル（同梱）仕様


