
撮りたいものは、撮れていたか。 

3.0x Optical Zoom

2.5 Size Monitor

ISO 1600

6.3 Mega Pixels

オープン価格 



デジタルカメラ ファインピックス F10 オープン価格 

※ 

1／7　10_room***1282
12M・FINE／ISO400　1/25　F4.2

1／7　10_room***1298
12M・FINE／ISO100　1/60　F4.2　ストロボ強制ON

高感度Ｎｏ.１
※

が 
デジタルカメラの世界を変える。 

※有効画素数630万画素以上のコンパクトデジタルカメラにおいて。 2005年2月現在、当社調べ 

当社比 

デジタルカメラの新基準、ここに誕生。最先端の技術を搭載し、高感度と高画質を新たな次元で両立させました。 

それは、見たまま感じたままを、その場の雰囲気までも写し出せる進化したデジタルカメラ。 

新開発・リアルフォト テクノロジーの搭載により、最高感度ISO1600での撮影を、有効画素数630万画素で実現。 

室内や夜景をはじめ、被写体ブレが起きやすいシーンや、フラッシュが使えないシーン、またフラッシュを使うと 

白とびや赤目になってしまうようなシーンでも自然な色彩や表情を美しく撮影することができます。 

撮りたいシーンを、撮りたいままに、美しく。すべては美しい写真のために。 

新しいＦｉｎｅＰｉｘは、写真の領域をどこまでも拡げます。 



Real Photo
Technology

FUJINON
LENS

-クローム -B＆W

FinePix F10は、明るく見やすい約11.5万画素・2.5型液晶モニターを

搭載。構図や被写体の確認がスムーズに行えます。また、屋外などの

液晶モニターが見づらい場所での撮影時に液晶の明るさを切り換え

られる“画面明るさアップボタン”を装備。場所を問わずいつでも見や

すい明るさに設定できます。さらに、新しい撮影・再生時インターフェー

スを豊富に採用。再生ボタンを押せば、画像の確認

も簡単。撮影から再生までを快適にサポートします。 

■アシストウインドウ 

■アシストウインドウ 

撮影した3コマ前までの画像を表示しながら撮影できます。 

■日付けアルバム再生 

日付けごとに撮影した画像を一覧再生できます。 

■スライドショー 

フェード機能やマルチ再生表示が可能。 

■日付けアルバム再生 

■スライドショー（マルチ再生表示） ■カーソルカラー設定 

画面明るさアップ 
ボタン 

リアルフォトエンジンの高速処理プロセスにより、起動約1.3秒、撮影

間隔最短約1.1秒の高速レスポンスの実現に加え、シャッタータイム

ラグも最短0.01秒とハイレスポンスで軽快な撮影をサポートします。 

Real Photo Technology ※広角側 

※CIPA規格による：CIPA規格はカメラ映像機器工業会（Camera＆ Imaging Products 
Association）が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 

被写体に素早くピントを合わ

せる“クイックショットモード”を

新たに搭載。被写体の素早

い動きにもAFを即座に合わせ、

シャッターチャンスを逃しません。 

室内などの薄暗いシーンでは 
手ブレしてしまう。 

高速シャッターで手ブレを抑え、 
しっかりと撮れる。 

暗い場所でフラッシュを使うと人物は 
白く飛び、背景は黒くつぶれやすい。 

高感度だからノンフラッシュで人物 
も背景も、見たままに美しく撮れる。 

通常の 
フラッシュ撮影 

従来の 
デジタルカメラ 

すべては、美しい写真のために。 
これが、FinePixのリアルフォト テクノロジー。 

リアルフォト テクノロジーが、この高感度・高画質を実現する。 

省電力設計を追求することで連続撮影約500枚の大量撮影を

実現。1度フル充電しておけば、旅行や外出先でバッテリー

切れを気にせず、安心して撮影できます。 

フォトモードボタン 
（　 ボタン） 

■フジカラーネットサービスホームページ 

ht tp : / / fu j ico lorpr in t . jp /

枚 連続撮影の 
長持ちバッテリーで 
旅行先でも安心。 

型液晶＋新感覚の表示画面だから使いやすくて便利。 

秒のシャッタータイム 
ラグ  を実現。 
狙った瞬間を逃さない。 

「クイックショットモード」で 
 シャッターチャンスは思いのまま。 

約 630 500
高感度 
NO.1 
ISO

万画素で 
どんなシーンでも 
美しく撮れる。 1600

大型 2.5

0.01

最先端の信号処理技術を搭載 

REAL PHOTO

ENGINE

SUPER CCD
HONEYCOM

HR
V

高精細フジノン光学式3倍ズームレンズを搭載。遠くに 

いる人物なども美しいままにグッと引き寄せて撮影すること

ができます。さらに、デジタルズームを併用することで、最大

約18.5倍までのズームアップが可能です。 

倍ズームで 
被写体を 
グッと引き寄せる。 光学 3

●マニュアル撮影機能 ●最短約7.5cmまで寄れるマクロ 

撮影 ●40コマ連写 ●赤目軽減＋スローシンクロ撮影機能

●フルフレーム音声付き動画撮影 ●人物・風景・スポーツ・

夜景の4つのシーンポジションに加え、新たに「ナチュラル 

フォトモード」を搭載 ●長時間露光 

自動的に高感度・フラッシュレス撮影に設定。高感 

度で雰囲気を活かした自然な写真が撮影できます。 

AUTOからマニュアルまで 
自在に楽しめる多彩な撮影機能。 

 フジカラーデジカメプリントなら 
“カンタン、キレイ、色あせない”。 

フィルムを使い分ける感覚で撮影が楽しめる 

「ファインピックスフォトモード」は、ボタン1つで 

「ピクセル」「感度」「FinePixカラー」を簡単設定。

特にカラー設定では、標準色調の“　-スタン

ダード”から、風景や花の撮影に最適な“　-クローム”、シックな黒白

にする“　-B&W”が選べ、表現の幅が拡がります。 

ボタン1つで簡単に設定できるファインピックス フォトモード。 

FinePix F10で撮影した高画質な画像は、フジカラーのお店で写真プリントに。

フジカラーのお店にはメディアを持っていくだけでOK。また、インターネット（フジ

カラーネットサービス）なら24時間いつでもご注文になれます。 

室内や夕暮れ時など薄暗いシ

ーンでの撮影には自動的にAF

補助光が投光。約4m先の被

写体まで届き、ピントを合わせ

やすくします。 

約4m まで届くAF補助光で 
薄暗いシーンでも確実なフォーカシング。 
 

AUTO

【ナチュラルフォトモード】 

フラッシュ撮影による赤目を防ぎ、自然な表情 
を残せます。 

パーティーなどのわずかな明かりのシーンでも 
雰囲気をそのままに。 

フラッシュによる光の反射がないため、 
目で見たままの色彩や空気感を表現できます。 

夕暮れ時など薄暗く手ブレのしやすいシーン 
でも、ブレを防いでしっかりとらえます。 

雰囲気を残せる。ブレに強い。赤目にならない。【ナチュラルフォトモード】 

新開発・リアルフォトエンジン 

FinePix F10には、FUJIFILMが写真分野で培ってきたノウハウと最先端のデジタル画像技術を 

結集した新開発の「リアルフォトテクノロジー」を搭載。高解像度を誇るフジノン 

レンズを通った光は、さらなる高解像度・高Ｓ／Ｎ比を実現した新世代 

スーパーＣＣＤハニカムTMＶ「HR」によって余すところなく受けとめられます。

そして、新・画像処理システム「リアルフォトエンジン」により

撮影者の意図したままの美しい写真へと仕上げます。

あらゆるシーンで高感度と高画質を実現するために。

ＦｉｎｅＰｉｘのテクノロジーは、かつてない進化を遂げました。 

FinePixのデジタル一眼レフFinePix S3 Proの信

号処理技術をICチップ化し、搭載。コンパクトデジ

タルカメラにおける驚異的な高画質を実現します。 

豊かな階調と色再現、高解像度を実現 

高度な画像処理技術により、被写体のコントラスト

を的確に判断。最適な輪郭補正処理を行い、なめ

らかな階調と自然な色再現、解像感を実現します。 

ダブルノイズリダクション方式を新採用 

CCDから得られた信号とノイズを高精度に分 

離し、さらに新規ノイズ低減処理により、高感度

でもノイズの少ない鮮やかな画像を実現します。 

省電力化で高画質・大量撮影が可能 

画像処理エンジンの低電圧化により、信号処

理プロセスの省電力化を実現。画像の高速・

高精度処理と大量撮影を同時に実現しました。 

高画質 

SP（シーンポジション）に新たに搭載された「ナチュラルフォトモード」では、高感度・フラッシュレス

撮影がワンタッチで設定可能。高感度で雰囲気を活かした自然な写真が撮影できます。 

高感度撮影でありながら高画質な写真を実現させたい。それを可能にしたひとつの答えがリアルフォトテクノロジー。 

この技術により、有効画素数630万画素の高画質を活かした最高感度ＩＳＯ１６００での撮影が可能になりました。薄暗い

室内や、夕暮れ時など光量の少ないシーンでも目で見たままの雰囲気を美しく撮影できます。さらに、新開発・リアルフォト

エンジンのブレ軽減プログラムがシーンの光量などに最適な高感度・高速シャッターに設定。これにより、今まで

手ブレ・被写体ブレしやすかったシーンでも、シャッターを押すだけで思いどおりに美しく撮影することができます。 

※ 

※有効画素数630万画素以上のコンパクトデジタルカメラにおいて。 2005年2月現在、当社調べ 

M

写真はイメージです。 

使いやすいプリント予約（DPOF） 

システムを搭載。画面の指示に 

従って操作するだけで、プリント 

枚数の指定など、お店プリントの 

設定が簡単にできます。 

※ 

※ 

※ 

※シャッタータイムラグとは、AF／AEロック後にシャッターボタンを押し込んでから露光開始 
までの時間です。 

 



ACパワーアダプター �
AC-5VX�
（AC100V～240V、50Hz/60Hz）�
・・・ 4,000円（税込み4,200円）�

充電式バッテリー NP-120�
（リチウムイオンタイプ）  �
・・・ 6,000円（税込み6,300円）�

バッテリーチャージャー BC-65 �
・・・ 6,800円（税込み7,140円）�

主な機能�

本体仕様�
型番�
有効画素数�
撮像素子�
記録メディア�
記録方式�
�
�
最大記録画素数�
記録画素数�
レンズ�
�
�
デジタルズーム�
絞り�
撮影可能範囲�
撮影感度�
測光方式�
露出制御�
シーンポジション�
露出補正�
シャッタースピード※4�
連写�
�
�
オートブラケティング�
フォーカス�
�
�
ホワイトバランス�
セルフタイマー�
ストロボ�
�
ストロボ発光モード�
アクセサリーシュー�
ファインダー�
液晶モニター�
動画�
�
撮影時機能�
再生時機能�
その他の機能�
�
入出力端子�
�
�
電源�
寸法・質量�
�
�
動作環境�

�
�
�
�
静止画�
動画�
音声�
�
�
名称�
焦点距離�
開放F値�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
連写�
サイクル連写�
その他の連写�
�
モード�
AF方式�
AFフレーム選択�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ビデオ出力�
デジタル入出力�
DC入力端子�
�

本体外形寸法�
本体質量�
撮影時質量�
温度※6�
湿度�

FinePix F10�
630万画素�
1/1.7型 スーパーCCDハニカムHR 原色フィルター採用 総画素数663万画素�
xD-ピクチャーカード（16MB～1GB）�
DCF※1準拠　圧縮：Exif Ver.2.2※2 JPEG準拠／DPOF※3対応�
DCF※1準拠（AVI形式、Motion JPEG）�
WAVE形式、モノラル�
2848×2136ピクセル（610万画素）�
2848×2136ピクセル／3024×2016ピクセル＜3：2＞／2048×1536ピクセル／1600×1200ピクセル／640×480ピクセル�
フジノン光学式3倍ズームレンズ �
f=8.0mm～24.0mm（35mmフィルム換算：36mm～108mm 相当）�
F2.8～F5�
最大約6.2倍（光学3倍と併用して最大約18.5倍）�
F2.8～F8（10段） 1/3EVステップ�
標準：約60cm～∞／マクロ：［広角］約7.5cm～80cm［望遠］約30cm～80cm�
AUTO､�ISO80／100／200／400／800／1600�
TTL64分割測光　マルチ／スポット／アベレージ�
プログラムAE�
ナチュラルフォト／人物／風景／スポーツ／夜景�
－2.0EV～＋2.0EV　1/3EVステップ�
15秒～1/2000秒（メカニカルシャッター併用）�
最短約0.45秒間隔で連続3コマまで�
最短約0.45秒間隔でシャッターを離した直前の連続3コマまで�
40コマ連写：最短約1.3秒間隔※5�
ー�
シングルAF／コンティニュアスAF�
TTLコントラストAF、AF補助光付き�
センター固定AF／オートエリアAF�
シーン自動認識オート／プリセット（晴天／日陰／昼光色蛍光灯／昼白色蛍光灯／白色蛍光灯／電球／カスタム）�
約10秒／約2秒�
CCD調光によるオートストロボ�
撮影可能範囲（感度AUTO時）�広角：約30cm～6.5m／望遠：約30cm～4.0m�
オート／赤目軽減／強制発光／発光禁止／スローシンクロ／赤目軽減＋スローシンクロ�
ー�
ー�
2.5型  TFTカラー液晶モニター  約11.5万画素（視野率 約100％）�
640×480ピクセル／320×240ピクセル　30フレーム/秒､ 音声付き（モノラル）､ 最長で標準記録時間まで�
連続記録可、撮影中のズームはできません�
クイックショット、 アシストウインドウ、 ベストフレーミング、 コマNo.メモリー�
トリミング、 画像回転、 オートプレイ、 マルチ再生、 日付再生、 ボイスメモ�
PictBridge対応、 Exif Print対応、 PRINT Image Matching II対応、 言語設定（日／英）、�
世界時計（時差設定）、 ファインピックス フォトモード�
NTSC／PAL方式（モノラル音声付き）�
USB2.0 High-Speed�
専用ACパワーアダプター AC-5VW（付属）／AC-5VX（別売）�
充電式バッテリーNP-120（リチウムイオンタイプ）（付属）�
（幅）92.0mm×（高さ）58.2mm×（奥行き）27.3mm（突起部含まず）�
約155ｇ（バッテリー、 xD-ピクチャーカード含まず）�
約200ｇ（付属バッテリー、 xD-ピクチャーカード含む）�
0℃～40℃�
80％以下（結露しないこと）�
�

xD-ピクチャーカード標準撮影枚数／記録時間� 撮影枚数／記録時間は被写体により多少の増減があります。�

各部名称�

シャッターボタン�

バッテリー挿入部／�
xD-ピクチャーカードスロット�

マイク�

ストラップ取り付け部�

フォトモードボタン�
（　ボタン）�

DISP（表示）／�
BACK（戻る）ボタン�

MENU（メニュー）／�
OKボタン�

インジケーターランプ�

液晶モニター�

スピーカー�

W（広角ズーム）ボタン�
T（望遠ズーム）ボタン�

ストロボ�

AF補助光ランプ�

マルチコネクター�
アダプター接続端子�

セルフタイマー�
ランプ�

モードレバー�

レンズ�
（レンズカバー）�

再生ボタン�

1コマのデータサイズ�

記録画素数�
（ピクセル）�

16MB�

32MB�

64MB�

128MB�

256MB�

512MB�
1GB

画質モード／フレーム数� FINE�
約3.0MB

5�

10�

21�

42�

85�

170�
341

2848×2136
【6M】�

NORMAL�
約1.5MB

10�

20�

42�

84�

169�

339�
680

3024×2016
＜3：2＞�

－�
約1.5MB

10�

20�

42�

84�

169�

339�
680

【6M】�
2048×1536

－�
約780KB

19�

40�

81�

162�

325�

651�
1305

【3M】� 【0.3M】�
640×480

－�
約130KB

122�

247�

497�

997�

1997�

3993�
7995

【2M】�
1600×1200

－�
約630KB

25�

50�

101�

204�

409�

818�
1639

30フレーム/秒�

（640×480）�
動画�

13秒�

27秒�

55秒�

1分51秒�

3分43秒�

7分26秒�
14分54秒�

－�

（320×240）�
動画�

26秒�

54秒�

1分49秒�

3分39秒�

7分19秒�

14分39秒�
29分20秒�

－�

※1：「DCF」は電子情報技術産業協会（JEITA）の登録商標で規格「Design rule for Camera File system」の略称です。※2：Exi f Ver.2.2は、詳細な設定情報などをプリント画質に反映できる規格です。ただし、�
Exi f対応の機器で機能が制限されるものがあります。※3：「DPOF（Digital Print Order Format）」は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するための�
フォーマットです。※4：撮影モードによりシャッタースピードは異なります。※5：初期設定の記録画素数において。※6：寒冷地（10℃以下）では電池の性能が低下し、使用時間が短くなります。�

POWER（電源）ボタン�

※8：対応OS（日本語版）Windows98/98ＳＥ/Ｍｅ/2000Ｐｒｏ/ＸＰ、Ｍａｃ ＯＳ  Ｘ（10.2.8～10.3.7）なお、Mac OS Xでは動画再生できないなど、�
一部の機能が制限されます。詳細はhttp://www.finepix.com/をご覧ください。�
○Windows95での画像取り込みにはPCカードスロットのあるパソコンとPCカードアダプターが別途必要です。�

オプション周辺機器（別売）�
ご購入の際には、カタログ、製品パッケージ等に記載されている動作環境をご確認のうえ、お買い求めください。�

PCカードアダプター�
（xD-ピクチャーカード、スマートメディア 3.3V 兼用）�

DPC-AD・・・・・・・・・・・・オープン価格�

USB対応イメージメモリーカードリーダー�
（xD-ピクチャーカード、スマートメディア 3.3V�
両用 ダブルスロット）�
DPC-R1・・・・・・・・・・・・オープン価格�

付属品�
●充電式バッテリーNP-120（リチウムイオンタイプ）（本体内充電時間 約4時間） ●ストラップ�

●USBケーブル（mini-B） ●専用A/Vケーブル ●ACパワーアダプターAC-5VW ●マルチコネクター�

アダプター ●CD-ROM［画像ビュアーソフト「FinePixViewer※8」等］ ●使用説明書・保証書一式�

価格は全てメーカー希望小売価格です。�

容量いろいろ、ニーズで選べるxD-ピクチャーカード�

DPC-16（16MB）�
DPC-32（32MB）�
DPC-64（64MB）�
DPC-128（128MB）�

DPC-256（256MB）�
DPC-512（512MB）�
DPC-M1GB（1GB）�
・・・・・・すべてオープン価格�
�

xD-ピクチャーカードTMUSBドライブ�

※メディアは同梱しておりません。�

DPC-UD1※�
・・・・オープン価格�

スマートに収納できるソフトケース�

（十字）ボタン�
ー撮影時ー�
/   （マクロ）ボタン�
/  （ストロボ）ボタン�

　/   （画面明るさアップ）ボタン�
/   （セルフタイマー）ボタン�
ー再生時ー�
/   （1コマ消去）ボタン�

デジタルカメラ "FinePix F10"のご相談・ご用命は…�

0424-81-1673
0570-00-1060

（受付時間：月曜日～金曜日  午前9：00～午後5：40�  　　　　  土曜日   午前10：00～午後5：00　�
　　　　　 日・祝日・年末年始を除く　　　　　　） 

FUJIFILMのホームページ　http: / / fu j i f i lm. jp/FinePixのホームページ�http://www.finepix.com/

宣伝物コード 70001470
宣－05・2－F2586・450－2（F9711）�2005年2月作成�

●本製品についてのお客様からのお問い合わせは FinePix サポートセンター へ�

携帯電話・PHS等からご利用の場合は�

FAXからご利用の場合は� 0424-81-0162

ナビダイヤル�
全国どこからでも�
市内通話料金でご利用いただけます�

光 学�

3倍�
ズーム�

2.5型カラー�
液晶モニター�

有効画素数�
 630万�

許容水深40mの�
本格的な防水ケース�

FinePix F10専用 防水プロテクター WP-FXF10�
・・・・・・・25,000円（税込み26,250円）�

（受付時間：24時間　返信時間：上記電話受付時間と同様です）�

NEW

NEW NEW

※NP-120の充電時間は約225分�

ソフトケース SC-FXF10�
・・・・・・・・・3,500円（税込み3,675円）�

ISO
AUTO/80�
100/200/400�
800/1600

●スーパーCCDハニカムは富士写真フイルム㈱の登録商標です。●xD-Picture Cardは富士写真フイルム㈱の商標です。●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。●Macintoshは、米国および他の国で登録されたApple Computer,Inc.の商標です。その他の社名、
商品名などは、日本及び海外における各社の商標または登録商標です。●この商品は日本国内仕様です。保証書は日本国内でのみ有効です。●本カタログに�
掲載しておりますデジタルカメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しております。●液晶パネルは非常に高精密度の技術で作られていますが、
0.01％以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがあります。●この商品はクラスB情報処理装置で、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI
）基準に適合していますが、ラジオ、テレビなどの受信障害の原因になることがあります。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、�
権利者に無断で使用できません。●仕様および外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で�
多少異なる場合があります。●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。●この商品には保証書がついています。お求めの販売会社で所定事項を記入した
保証書を必ずお受け取りください。●本カタログに記載されている商品の価格は、ご購入の際の目安となるものです。●プリントおよびモニター画面はハメコミ合成です。�

バッテリー寿命（撮影可能枚数の目安）�
バッテリーの種類�

充電式バッテリー NP-120

  CIPA規格※7�

約 500枚�

※7：CIPA（カメラ映像機器工業会：Camera＆ Imaging Products Association）規格に
よる電池寿命測定方法（抜粋）液晶モニターON、温度（23℃）、記録メディアはｘD-ピクチャー
カードを使用、30秒毎に1回撮影、撮影毎に光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り
返して端点まで移動し、2回に1回ストロボをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。
＊注意：バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す撮影
可能枚数を保証するものではありません。低温時では撮影可能枚数が少なくなります。� xD-ピクチャーカードは別売となっております。�


