
アクションカメラ

オレンジ 
【JANコード】4549212 280016

RICOH WG-M1の防水・防塵・耐衝撃性能について
●JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級（IP68）準拠の防水・防塵性能。水深10ｍ、連続60分の水中使用が可能な防水性能を持っています。● 耐衝撃性能は、MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準（高さ:
2m、落下面:厚さ5cm合板）での落下テストをクリアしています。●本製品の防水/耐衝撃性能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。●本製品をぶつけたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。● 防
水・防塵性能を維持するために、レンズプロテクターは、必ず取り付けてお使いください。特に水中撮影時に水中レンズプロテクターが取り付けられていない場合、防水性能は保証しません。

安全にお使いいただくために
●歩行中、自動車、バイク、自転車など乗り物の運転中、水中などでご使用になるときは、周囲の状況、安全面に十分に配慮してご使用ください。●本製品の防水/防塵/耐衝撃/耐寒性能は、過激な場所での使用を推奨するものではありません。●カメラの防水性能を
維持するために、1年に1度は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。（有料）

■RICOH WG-M1を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、
著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99％以上の有効画素があり
ますが、0,01％以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画素には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間
ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハメコミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の
都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、また
は一部を無断で複製、送信等をすることはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。ご注意

オープン価格

ブラック 
【JANコード】4549212 279881

■ 手元を明るく照らす
 LEDライト機能

■ 暗闇でも時刻確認が容易な
 LEDデジタル表示

■ 振動で知らせる
 バイブレーションアラーム

■ 定期的な電池交換が不要な
 無接点電磁誘導充電

■ 10気圧防水
LEDデジタル表示点灯時
オレンジ
【JANコード】287855

WＧシリーズならではのデザインで

※撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。 ※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
＊1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 ＊2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

RICOH WG-M1 記録時間・記録枚数（目安）
1920×1080

0：00：46
30fps

1：03：37
0：31：39

0：00：46
50fps

1：03：36
0：31：39

1280×960

0：01：15
30fps

1：39：45
0：49：40

0：00：52
60fps

1：10：43
0：35：11

1280×720

0：01：38
30fps

2：08：02
1：03：45

0：01：38
60fps

2：07：57
1：03：43

848×480

0：00：52
120fps

1：10：40
0：35：10

フレーム数
動画

内蔵メモリー
4GB
8GB

14M［4：3］
（4320×3240）

24

1828
911

10M［16：9］
（4320×2432）

32

2424
1208

5M［4：3］
（2592×1944）

64

4800
2391

静止画

内蔵メモリー
4GB
8GB

フォーカス 固定焦点

RICOH WG-M1 主な仕様

レンズ

方式

空気中 （レンズプロテクター、水中レンズプロテクター装着）：60cm～∞　
水中 （水中レンズプロテクター装着）：80cm～∞

フォーカス
範囲

ホワイトバランス

画像モニター

自動、晴天、曇天、蛍光灯、水中

1.5型 約11.5万ドットLCD

露出制御 AiAE、顔AE（切り替え不可）

撮影/ドライブモード 撮影：静止画、動画、タイムラプス動画、エンドレス録画、動体検知録画
ドライブモード：一枚撮り、連写

顔検出（人数） 10人

記録媒体

電源

内蔵メモリー（約100MB）、microSD/microSDHCメモリーカード　
クラス4以上のmicroSDカード推奨

リチャージャブルバッテリー DB-65

外部インターフェイス USB2.0（ハイスピード対応）、 HDMI端子（タイプD）

防水/防塵性能 JIS保護等級8級相当／JIS保護等級6級相当

外形・寸法

付属品

約66.5（幅）×42.5（高）×89.5（厚）mm （操作部材、突起部を除く）

質量（重さ） 約190g（電池、メモリーカード、レンズプロテクター含む）

リチャージャブルバッテリー DB-65、充電用電源アダプター GAC-03-JP、
USBケーブル I-USB152、カラビナストラップ、かんたん操作ガイド、使用説明書
（CD-ROM）、WＧ粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター

WireLessインターフェイス 規格：802.11b/g/n　使用周波数：2.4GHz帯　セキュリティ：WPA2

撮影時

静止画撮影：約350枚（専用バッテリー使用）＊1、
動画撮影時間：約150分（専用バッテリー使用）＊2、
再生時間：約400分（専用バッテリー使用）＊2

電池寿命

手ぶれ軽減 電子式手ぶれ補正（動画のみ）

画角 ワイド、ミディアム、ナロー、水中

記録方式 JPEG（Exif 2.3）、DCF2.0準拠静止画

MOV/H.264、30fps/50fps/60fps/120fps（フレーム／秒）動　画

PCM方式・ステレオ音声付音　声

有効画素数 約1400万画素

撮像素子 1/2.3型 CMOS

感度 自動（ISO100～800）

記録画素数 （4:3）14M:4320×3240、5M:2592×1944　（16:9）10M:4320×2432静止画

1920×1080（30fps）、1280×960（50fps）、1280×960（30fps）、
1280×720（60fps）、1280×720（30fps）、
848×480（60fps）、848×480（120fps）

動　画

RICOHレンズ  6群6枚（非球面レンズ2枚使用）、
焦点距離：3mm（35ミリ判換算 約16.8mm）、最大画角：静止画 約160°（4:3、ワイド時）、
動画 約137°（1280×960時）、明るさ：F2.8

LEDデジタル表示点灯時
ブラック
【JANコード】287879

LEDライト点灯時
ブルー
【JANコード】287862

時間：分：秒 枚

※各JANコードの数字の前には4549212が入ります。

RICOH WG-M1 その他のアクセサリー

商品名 希望小売価格

リチャージャブルバッテリー　DB-65 4,000円（税別）

バッテリーチャージャー　BJ-6 4,000円（税別）

充電用電源アダプター　GAC-03-JP オープン価格

USBケーブル　I-USB152 オープン価格

JANコード

4961311 855535

4961311 020728

4549212 286254

4549212 286230

測光方式　

※microSDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。 ※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。 ※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※iOSの商標は
米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。 ※HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 ※Wi-Fiは
Wi-Fi Allianceの商標です。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

2016年6月現在

http://www.ricoh-imaging.co.jp/
製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

ショールーム・ギャラリー リコーイメージング主催の写真クラブ

ペンタックスリコー
ファミリークラブ（旧：ペンタックスフォーラム） （旧：RING CUBE）

0570-001313お客様相談センター

東京都中央区銀座5-7-2 
三愛ドリームセンター8.9階（受付9階）
 営 11時～19時（火曜定休）TEL:03-3289-1521

（旧：ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー）

大阪市中央区南船場1-17-9
パールビル2階
 営 9時～17時（土日祝定休）TEL:06-6271-7996

東京都新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルMB（中地下1階）
 営 10時30分～18時30分（火曜定休）TEL:03-3348-2941

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB
（中地下1階） リコーイメージングスクエア新宿内
 営 10時30分～18時30分（火土日祝定休）TEL:03-3348-2945

●受付時間：平日（月～金）９時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
＊ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。 
＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0008をご利用ください。 

●お問い合わせ・ご用命は・・・

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

ピックアップ
リペアサービス

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555



撮影した映像を本体だけで
すぐに確認できる液晶モニターを搭載。
自然に目に入る位置にあるから、
構図決めがしやすい！

押しやすい大型操作ボタン採用！

液晶モニターを搭載 !
最大画角160°※、F2.8の明るいレンズと
有効約1400万画素の高画質で
静止画も美しく記録。※4：3、ワイド時　

写真もキレイ !

タフ設計で防水ハウジングが不要だから
音がこもらない。
ステレオ録音で臨場感が違う！

音声がクリア !

手袋でも操作しやすい大型ボタン。

臨場感を
まるごと
記録。

●防水･防塵：JIS防水保護等級8級相当、JIS防塵保護等級6級（IP68）
準拠  ●耐衝撃性能：MIL-Standard 810F Method516.5-Shockの測
定方法に準じた、当社独自の基準（高さ:2m、落下面:厚さ5cm合板）での落
下テストをクリアしています。 ●耐寒性能：使用環境温度が下がると一時的
にバッテリーの消耗が早くなることがあります。

小型軽量 & ハウジング不要の機動力が頼もしい。

ハンズフリーの新しい撮影スタイルで、動画も写真も楽しい！

※WGアクセサリーをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリーの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。
 また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。 十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。

吸盤の力で
カメラを平坦な場所に固定。

WGサクションカップ
マウント
吸着面サイズ：
直径80mm

O-CM1473　オープン価格
【JANコード】4549212 276033

ハンドルバーなどの
丸い棒状のものを挟んで固定。

WGハンドルバー
マウント
対応パイプ径：
直径20mm～35mm

O-CM1472　オープン価格
【JANコード】4549212 276026

フルHD、超広角137°※の画角で
想い出をまるごと記録。※1280×960撮影時

今度のWGは動画がスゴイ !

新ジャンル「WG」 アクションカメラ登場！

Freezeproof
-100C

耐寒性能

Shockproof
2m

耐衝撃性能

Waterproof
10m

防水性能

Tough!

ハウジング
不要

14 megapixels

静止画
有効14メガ

full HD!

動画
フルHD

水中レンズプロテクター ／ WG粘着マウント が付属

Wi -Fi内蔵。専用アプリケーション※を
インストール、接続すればお使いの
スマートフォン上で「撮影」「再生」「編集」が可能。
動画・写真シェアも手軽に行うことができます。

スマートフォンでリモート操作！
決定的瞬間を逃さない！！

使用シーンを選ばず、インドア／アウトドア どんな状況に
も溶けこむデザインです。(カラビナストラップ付属）

WGシリーズらしい
オールマイティデザイン

WG accessories

O-CM1536　2,500円（税別）　【JANコード】4549212 287817

ストラップを使って
ヘルメットにカメラを固定。

WGヘルメット
ストラップマウント

O-MA1531　2,500円（税別）　【JANコード】4549212 287824 O-CM1533　3,500円（税別）　【JANコード】4549212 287787 O-CM1534　3,000円（税別）　【JANコード】4549212 287794

手首や腕に固定。
サーフィンやスキー、シュノーケリングに。

WGリストストラップ
マウント

手持ち撮影をより快適に。

WGグリップアダプター
（WG-M1・M2専用）

O-CM1471　オープン価格
【JANコード】4549212 276019

両面テープで
フラットな面に固定。

WG粘着マウント ※3個セット
接着面サイズ：
43mm×39mm

O-CM1535　4,500円（税別）
【JANコード】4549212 287800

磁石の力で
カメラを簡単に固定。

WGマグネットマウント
吸着面サイズ：44mm×41mm

O-CM1532　2,500円（税別）
【JANコード】4549212 287770

大きな接着面で
カヌーなどの平らな面に固定。

WG粘着マウント2
接着面サイズ：直径75mm

O-MA1532　
1,200円（税別）
【JANコード】
4549212 287831

WG-M1の固定角度を
より自由に変える。

WGアングルアダプター 
※3個セット

※Google Play™、またはApp Storeから、無償でダウンロードできます。
※iOSとAndroid™の対応OSについては、ホームページまたは、お客様相談センターに
てご確認ください。

地面に刺し込みカメラを固定。
キャンプやゴルフのスイングチェックに。

WGペグマウント

※WG粘着マウント2との
　組み合わせイメージです。

価格は希望小売価格です。



アクションカメラ

オレンジ 
【JANコード】4549212 280016
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■RICOH WG-M1を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、
著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99％以上の有効画素があり
ますが、0,01％以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画素には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間
ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハメコミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の
都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、また
は一部を無断で複製、送信等をすることはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。ご注意

オープン価格

ブラック 
【JANコード】4549212 279881

■ 手元を明るく照らす
 LEDライト機能

■ 暗闇でも時刻確認が容易な
 LEDデジタル表示

■ 振動で知らせる
 バイブレーションアラーム

■ 定期的な電池交換が不要な
 無接点電磁誘導充電

■ 10気圧防水
LEDデジタル表示点灯時
オレンジ
【JANコード】287855

WＧシリーズならではのデザインで

※撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。 ※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
＊1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 ＊2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

RICOH WG-M1 記録時間・記録枚数（目安）
1920×1080

0：00：46
30fps

1：03：37
0：31：39

0：00：46
50fps

1：03：36
0：31：39

1280×960

0：01：15
30fps

1：39：45
0：49：40

0：00：52
60fps

1：10：43
0：35：11

1280×720

0：01：38
30fps

2：08：02
1：03：45

0：01：38
60fps

2：07：57
1：03：43

848×480

0：00：52
120fps

1：10：40
0：35：10

フレーム数
動画

内蔵メモリー
4GB
8GB

14M［4：3］
（4320×3240）

24

1828
911

10M［16：9］
（4320×2432）

32

2424
1208

5M［4：3］
（2592×1944）

64

4800
2391

静止画

内蔵メモリー
4GB
8GB

フォーカス 固定焦点

RICOH WG-M1 主な仕様

レンズ

方式

空気中 （レンズプロテクター、水中レンズプロテクター装着）：60cm～∞　
水中 （水中レンズプロテクター装着）：80cm～∞

フォーカス
範囲

ホワイトバランス

画像モニター

自動、晴天、曇天、蛍光灯、水中

1.5型 約11.5万ドットLCD

露出制御 AiAE、顔AE（切り替え不可）

撮影/ドライブモード 撮影：静止画、動画、タイムラプス動画、エンドレス録画、動体検知録画
ドライブモード：一枚撮り、連写

顔検出（人数） 10人

記録媒体

電源

内蔵メモリー（約100MB）、microSD/microSDHCメモリーカード　
クラス4以上のmicroSDカード推奨

リチャージャブルバッテリー DB-65

外部インターフェイス USB2.0（ハイスピード対応）、 HDMI端子（タイプD）

防水/防塵性能 JIS保護等級8級相当／JIS保護等級6級相当

外形・寸法

付属品

約66.5（幅）×42.5（高）×89.5（厚）mm （操作部材、突起部を除く）

質量（重さ） 約190g（電池、メモリーカード、レンズプロテクター含む）

リチャージャブルバッテリー DB-65、充電用電源アダプター GAC-03-JP、
USBケーブル I-USB152、カラビナストラップ、かんたん操作ガイド、使用説明書
（CD-ROM）、WＧ粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター

WireLessインターフェイス 規格：802.11b/g/n　使用周波数：2.4GHz帯　セキュリティ：WPA2

撮影時

静止画撮影：約350枚（専用バッテリー使用）＊1、
動画撮影時間：約150分（専用バッテリー使用）＊2、
再生時間：約400分（専用バッテリー使用）＊2

電池寿命

手ぶれ軽減 電子式手ぶれ補正（動画のみ）

画角 ワイド、ミディアム、ナロー、水中

記録方式 JPEG（Exif 2.3）、DCF2.0準拠静止画

MOV/H.264、30fps/50fps/60fps/120fps（フレーム／秒）動　画

PCM方式・ステレオ音声付音　声

有効画素数 約1400万画素

撮像素子 1/2.3型 CMOS

感度 自動（ISO100～800）

記録画素数 （4:3）14M:4320×3240、5M:2592×1944　（16:9）10M:4320×2432静止画

1920×1080（30fps）、1280×960（50fps）、1280×960（30fps）、
1280×720（60fps）、1280×720（30fps）、
848×480（60fps）、848×480（120fps）

動　画

RICOHレンズ  6群6枚（非球面レンズ2枚使用）、
焦点距離：3mm（35ミリ判換算 約16.8mm）、最大画角：静止画 約160°（4:3、ワイド時）、
動画 約137°（1280×960時）、明るさ：F2.8

LEDデジタル表示点灯時
ブラック
【JANコード】287879

LEDライト点灯時
ブルー
【JANコード】287862

時間：分：秒 枚

※各JANコードの数字の前には4549212が入ります。

RICOH WG-M1 その他のアクセサリー

商品名 希望小売価格

リチャージャブルバッテリー　DB-65 4,000円（税別）

バッテリーチャージャー　BJ-6 4,000円（税別）

充電用電源アダプター　GAC-03-JP オープン価格

USBケーブル　I-USB152 オープン価格

JANコード

4961311 855535

4961311 020728

4549212 286254

4549212 286230

測光方式　

※microSDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。 ※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。 ※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※iOSの商標は
米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。 ※HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 ※Wi-Fiは
Wi-Fi Allianceの商標です。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

2016年6月現在

http://www.ricoh-imaging.co.jp/
製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

ショールーム・ギャラリー リコーイメージング主催の写真クラブ

ペンタックスリコー
ファミリークラブ（旧：ペンタックスフォーラム） （旧：RING CUBE）

0570-001313お客様相談センター

東京都中央区銀座5-7-2 
三愛ドリームセンター8.9階（受付9階）
 営 11時～19時（火曜定休）TEL:03-3289-1521

（旧：ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー）

大阪市中央区南船場1-17-9
パールビル2階
 営 9時～17時（土日祝定休）TEL:06-6271-7996

東京都新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルMB（中地下1階）
 営 10時30分～18時30分（火曜定休）TEL:03-3348-2941

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB
（中地下1階） リコーイメージングスクエア新宿内
 営 10時30分～18時30分（火土日祝定休）TEL:03-3348-2945

●受付時間：平日（月～金）９時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
＊ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。 
＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0008をご利用ください。 

●お問い合わせ・ご用命は・・・

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

ピックアップ
リペアサービス

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555


