


●K10D（ボディ） ●K10Dレンズキット（ボディ+smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6AL） ●smc PENTAX-DA16-45mmF4ED AL（フード付）･･･すべてオープン価格
［付属品］●USBケーブル I-USB17 ●ビデオケーブル I-VC28 ●ストラップ O-ST53 ●MEファインダーキャップ ●充電式リチウムイオン電池D-LI50 ●充電器D-BC50

●ACコード ●ソフトウエア（CD-ROM）S-SW55 ●アイカップFP ●ホットシューカバーFK

◎さらに進化したボディ内蔵手ぶれ補正機構S R

◎解像度のきわめて高い画像を生む、有効1020万画素・大型C C D

◎ 420万階調を実現した22ビットA / D 変換と新開発の画像処理エンジンPRIME

◎意思とシーンに即応する6モードのAEとハイパー操作系

◎像倍率0.95倍 視野率95％のガラスペンタプリズムファインダー

◎撮影可能領域を広げる、高度な防塵・防滴構造

◎撮像素子部への異物付着を防ぐホコリ除去機能DR

※写真のK10D装着レンズはDA16-45mmF4ED AL（別売）です。



DA70mmF2.4Limited／1/25秒／F4.0／感度100／ホワイトバランス 曇天手ぶれ補正あり

手ぶれ補正なし

解像性能の高い撮像素子は、手ぶれに対し

ても敏感。鮮明な画質を得るためには、高画

素になるほど高精度な手ぶれ補正が必要です。

K10Dは、手ぶれ補正機構SRをボディに内蔵。

画質重視のコンセプトに基づき、低速シャッタ

ー時はもちろん高速シャッター時でも、SRを最

適に駆動させます。これにより、拡大プリント

時にはじめて気づくような、ごくわずかな手ぶ

れさえも良好に補正。緻密で鮮明な画像にこ

だわり、撮像素子が本来持っている解像性能

を引き出すための、ペンタックスの回答です。

K10Dの手ぶれ補正効果は、シャッター速度

に換算して約2.5～4段分と強力です。被写

界深度の浅い望遠レンズやマクロレンズの

使用時はもちろん、夕方や室内など光量の

不足しがちなシーンでも、手持ちによる軽快

な撮影、その場にある

光や雰囲気を活かし

たナチュラルな描写

が可能になり、対応で

きるシーンや表現の幅

が大きく広がります。

※シャッター速度換算。補正効果はレンズ種類や撮影条件により異なります。◎カメラを三脚に固定して撮影する場合は、SRをOF Fにしてください。

センタープレート
コイル

位置センサー

マグネット

手ぶれ補正機構SRはボディ内蔵。装着でき

るあらゆるレンズで効果を発揮する、合理的

なシステムです。マニュアルフォーカスレンズ

にももちろん対応。そのようなレンズの装着時

は自動的に「手ぶれ補正」設定画面が表示さ

れるため、レンズの焦点距離情報がスムーズ

にセットできます。※これまで愛用してきたレンズ

の描写力や「味」は、

カメラをK10Dに持

ち替えても健在です。

※ご利用にあたっては使用

　説明書をご覧ください。

K10Dの SRは、ペンタックス独自の撮像素

子シフト方式です。センタープレート上の撮像

素子を磁力により高速で移動させ、ぶれを補

正します。K10DのSRは、新しい撮像素子に

合わせて設計変更を行い、制御アルゴリズム

もチューニング。また、磁石、コイルなど駆動力

の強化によって、動作安定性もさらに向上。

従来を超える高い補正効果を獲得しました。

手ぶれ補正あり 手ぶれ補正なし

■SRによる解像感の向上 ◎SRは、解像感低下の原因となるわずかな手ぶれ“微ぶれ”も良好に補正。
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高精細
CCD

有効1020万画素

SRで
手ぶれを補正

高分解能
22bit A/D
コンバーター
最大420万階調ア

ナ
ロ
グ
信
号

デ
ジ
タ
ル
信
号

高速処理
新画像処理エンジン

SD
SDHC

メモリーカード

DDR2メモリー

800MB/s 高速処理

高
画
質
画
像

DA70mmF2.4Limited／1/250秒／F3.5／感度100／ホワイトバランス 太陽光

撮像素子の画素数は、解像感と直結する重

要なファクターです。K10 Dは有効画素数

1020万画素。A3サイズの大判プリントにも余

裕で対応する、高精細な描写力を身につけ

ました。23.5×15.7mmという大型サイズのた

めボケ味が美しく、大口径smcペンタックス
レンズのすぐれた光学性能をフルに引き出

すことが可能です。感度はISO100～1600相

当。また、広ダイナミックレンジのため、白飛

びや黒つぶれがしにくく、ハイライトからシャ

ドウまでを豊かな階調で表現します。高画素

でありながら、約3コマ/秒の軽快な連続撮

影を可能にする2チャンネル信号読み出し技

術を採用。カラーフィルターは、純度の高い

色情報が得られるRGB原色フィルターです。

ローパスフィルターは偽色抑制と解像感のバラ

ンスを考慮して最適設計。また、赤外カットフィル

ターと干渉タイプのシャープカット赤外カット

フィルターを追加し、赤成分のノイズを効果的に

低減、締りのある黒の再現を可能にしています。

撮像素子から出力されるアナログ信号を、

デジタル信号に変換する。すべてのデジタル

カメラで行われるプロセスに、K10Dはデジタ

ル一眼レフ最高レベルとなる22ビット（420万

階調）処理を採用しました。一般的な12ビット

（4096階調）処理に対して、1024倍もの

分解能を獲得。撮像素子が捉えた画像情報

を、余すことなく画像処理エンジンへと送り出

します。かつてない階調表現で、肌のデリケ

ートな色や透明感、マテリアルが持つ微妙な

質感までも、目にしたままを作品に。デジタル

画像処理に精通したペンタックスの発想が、

K10Dの高画質のすみずみに息づいています。

1020万画素、22ビット処理という膨大な情報

から画像を生成するため、画像処理エンジ

ンを新開発しました。「PRIME」と名づけら

れたこのエンジンは、90nmの半導体プロセ

スにより、高速処理能力と低消費電力を両立。

さらにD D R 2メモリーを採用し、800MB/sと

いう高速転送に対応。これまで以上に高度な

画像処理を瞬時に行い、いっそうナチュラル

な解像感と豊かな階調表現、緻密な色再現

を可能にしました。K10Dならではのリアリティ

あふれる高品位画像が、ここから生まれます。
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※イメージ図

一般的な12ビットA/D変換CCDから読み出した信号（アナログ） K10 Dの22ビットA/D変換



DA21mmF3.2AL Limited／1/250秒／F6.7／感度100／ホワイトバランス 太陽光／撮影モード 感度優先

DA50-200mmF4-5.6ED／1/15秒／F4.0／感度100／ホワイトバランス 太陽光／撮影モード シャッター速度＆絞り優先

1 グリーン（全自動）モード
露出をカメラが完全自動制御。
前後ダイヤル、各ボタンの誤操
作の防止にも効果的です。 

2 ハイパープログラム

3 感度優先AE 

4 シャッター速度優先AE

被写体の動きを止める、流すなど、
動感をコントロールしたい場合
に有効。

5 絞り優先AE

被写界深度＝ピントの合う範囲
をコントロールしたい場合に有効。 

6 シャッター速度＆絞り優先AE 

7 ハイパーマニュアル 

8 バルブ
任意の長時間露光が可能。
天体撮影などに有効。

9 シンクロ
シャッター速度をストロボ同
調速度＝1/180秒に。調光
絞りはカメラが自動コントロ
ール。 

10 USERポジション

8
1

2
7

6

9
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10

自由な露出コントロールは写真表現の醍醐味

です。一方でプログラムAEは、カメラまかせの

手軽さやシャッターチャンスへの即応力をもた

らしました。K10Dは、両者のメリットを併せ持

つハイパー操作系を搭載。写真本来の楽し

みを見つめる、ペンタックスのこだわりです。

通常はプログラムAE。しかし前ダイヤルを回せば

シャッター速度優先AE、後ダイヤルを回せば絞り

優先AEへと、瞬時に切り換わります。グリーンボタ

ンでいつでもプログラムAEに復帰。撮影モード

ダイヤルを操作する煩わしさを解消し、ひとつの

モードでスポーツや風景、ポートレートなど、幅広い

シーンに対応できます。プロやハイアマチュアの

評価が高い、ペンタックス独自のAEシステムです。

マニュアルモードで撮影時、グリーンボタンをワン

プッシュするだけで適正露出に設定できます。

さらに前ダイヤルでシャッター速度を、後ダイヤル

で絞りを操作して露出を調整。カメラのプログラ

ムラインを参考に、自分だけの適正露出が得ら

れるのがメリットです。さらに、任意の露出を設定

した後にAEロックボタンを押せばプログラム

シフトができる、合理的な仕様となっています。

シャッター速度、絞りに加え、ISO感度も露出

の大切な要素です。それが自在に変更できる

デジタル一眼レフのメリットを活かして、K10D

は2つの新しい露出モードを搭載しています。

後ダイヤルの操作でISO感度を設定、その感

度で適正露出になるよう、シャッター速度と絞りは

カメラが自動制御します。設定感度はファインダ

ー内に表示されるため、被写体から目を離す

必要はありません。たとえば、ロウソクの明かり

のみで人物をぶらさずに撮影したい場合は、

高感度に。三脚を使って夜景をじっくり撮影

するなら、低感度に。明るさが同じシーンでも、

撮影意図に応じた露出が手軽に得られます。

シャッター速度と絞りを任意で設定。その設定

値で適正露出になるよう、カメラがISO感度をコ

ントロールする、シンプルな発想の露出モードです。

これまで難しかったマニュアル撮影が簡単に。

明るさが目まぐるしく変化する状況の中、

被写界深度と動感をどちらも思い通りに表

現したいシーンなどでも威力を発揮します。
◎各モードの操作法は、カスタム機能で任意に変更できます。

よく使う撮影モードやISO感度、記録画質、

露出補正など、各種の設定をあらかじめ登録し

ておくことができます。ダイヤルを合わせるだけ

で、いちばん慣

れた撮影設定

を瞬時にセット。

撮影のたびに操

作を繰り返す手

間が省けます。
※設定した絞り値またはシャッター速度を活かしつつ適正露出を
  確保するよう、グリーンボタンの機能を設定可能。※絞り優先、シャッター速度優先AEもシームレスに切り換えられます。

前電子ダイヤル
シャッター速度の設定

後電子ダイヤル
絞り値の設定
（Svモード時はISO感度の設定）

グリーンボタン
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前ダイヤル

後ダイヤル

グリーンボタン

P
プログラムAE

Av
絞り優先AE

Tv
シャッター速度優先AE

グリーンボタン

Av
絞り値オート

Tv
シャッター速度オート

絞り値を調整 シャッター速度を調整

適正露出に自動設定

前ダイヤル

後ダイヤル

Av Tv

ISO
ISO感度を設定　
（1/2EVまたは　
1/3EVステップ）

後ダイヤル

絞り値
オート

シャッター速度
オート

Av

絞り値を設定

Tv

ISO 感度オート

シャッター速度を設定

前ダイヤル

後ダイヤル



DA50-200mmF4-5.6ED／1/250秒／F6.7／感度200／ホワイトバランス 太陽光

ハイスピードシンクロ：AF540FGZ使用／1/640秒／F3.5／感度100

11点の測距点で被写体を捉える、ワイドAFシ

ステムを搭載しました。しかも、中央の9点はタ

テヨコいずれのコントラストも検出できるクロス

センサー。被写体のパターンに影響されない、

信頼性の高いAFシステムとなっています。ペ

ンタックスが熟成を重ねてきたSAFOX VIIIを測

距センサーに採用し、高い合焦精度を獲得。

さらに、応答性に優れたAF駆動メカニズムを

搭載。ピント合わせはきわめてスピーディです。

11点の測距点をフルに活用し、被写体をカメ

ラが自動で検出します。測距点を広視野に配

置することにより、被写体が画面中央になくて

も的確に捕捉、すばやく合焦。構図の自由度

とシャッターチャンスへの強さを両立させました。

ポートレートやマクロ撮影など、あらかじめ構図

を決定してじっくり作画に集中したい場合は、

どの測距点を使うか任

意で選択しておくこと

ができます。カメラ背

面のダイヤル操作で

任意選択、測距点が

スムーズに切り換えら

れ、さまざまなシーンに

柔軟に対応できます。

露出モードは、16分割測光をはじめとする3種

類。光の状況や撮影者のスタイルに合わせて

選択できます。カメラ左上の測光モードレバー

を操作することですばやく切り換えられます。

光と影が入り組んでいる。逆光になっている。

そんな露出の判断が難しいシーンにも的確に

対応。被写体の明るさを重視しつつ、背景と

のバランスもとれた適正露出が得られます。

16の測光エリアは測距点との関連づけも可能。

画面の中央部分に

ウェイトをおきながら、

画面全体を測光。伝

統的な測光方式のひ

とつで、経験やカンを活かしつつ自ら露出を判断

したい撮影者に適した測光モードといえます。

画面中央の約2.5％

の範囲だけを測光。

画面全体の輝度に影

響されず、被写体だ

けを適正露出にしたい場合に有効です。ステー

ジや結婚式など、暗いシーンでスポットライトを浴

びた人物を撮影するときにも力を発揮します。

さまざまな光の条件や表現の意図に対応す

るため、露出補正とAEロックを搭載。ファイン

ダーを覗いたまま操作できるよう、カメラ右側、

自然に指が届く位置にボタンを配置しています。

カメラ背面の補正ボタンと

前ダイヤルの操作ですば

やく設定できます。補正

可能な範囲は、±3 E V

（1/2EVステップ）または±2EV(1/3EVステ

ップ）。なおステップ値は任意で選択できます。

カメラ背面のAE-Lボタン

を押すと、その時点での

露出をカメラが記憶。構

図を変更して画面の中の

輝度分布が変化しても、その影響を受けませ

ん。中央１点の測距点を選択し、ひんぱんに

フォーカスロックと構図変更を繰り返すような

撮影スタイルでは特に有効性の高い機能です。

オートブラケットは、露出を自動的にずらして

撮影する機能。適正、オーバー、アンダーの3

つの画像から、ベストショットを選べます。露出

補正の判断が難しいシーンで便利です。設

定範囲は±2EV（1/2、1/3EVステップとも）。

有効1020万画素の高画質でありながら、3コ

マ/秒の軽快な連続撮影が可能。大容量バッ

ファメモリーと高速書き込み技術の採用により、

記録メディアの容量いっぱいまで連続撮影を

続けることができます（記録画質がJPEG時）。

ひとつのコマに対して複数回シャッターを切る

多重露出撮影が可能です。異なる被写体を

1枚の写真に写しこみ、あたかも合成写真のよ

うに印象的な作品を得ることができます。また、

レンズを交換してそれぞれの被写体を異なる焦

点距離で撮影するといった活用も可能です。

調光制御にP-TTL自動調光システムを採用

しました。露光の直前にプリ発光を行い、そ

の結果を16分割測光。瞬時に調光補正を

行うことで、高精度な調光露出が得られます。

また被写体までの距離情報も考慮すること

により、背景の反射率などの影響を抑制。被

写体が白く飛んでしまったり、逆に暗く沈んで

しまったりと、ストロボ撮影にありがちだった

失敗をカメラが解決。シャッターを切るだけで、

誰でも簡単に美しい作品を手にできます。

内蔵ストロボは手動でポップアップさせる仕様

です。夜景ポートレートを美しく表現できるスロ

ーシンクロ、光跡を自然に表現できる後幕シンク

ロなど多彩な機能を搭載。ガイドナンバーは11

（ISO100･m）、同調速度1/180秒。広角28mm

レンズの画角（35ミリ判換算）をカバーします。

ペンタックスの専用ストロボシリーズとの連

動により、同調速度を超えたシャッター速度

に対応するハイスピードシンクロや、カメラ

から離れた場所に設置したストロボをコン

トロールできる

ワイヤレス制

御が可能。複

数のストロボ

を連動させた

高度な多灯ス

トロボ撮影も

フルオートです。

11点の測距点から
任意の1点を選択

中央1点の測距点を選択

クロスセンサー ラインセンサー

－1/3EV

±0

＋1/3EV
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DA70mmF2.4Limited／1/2500秒／F2.4／感度200／ホワイトバランス 太陽光

フィルムカメラにおけるこだわりのひとつに、デイ

ライトやタングステンの使い分け、色温度変換

フィルターの使いこなしがあります。これと同じ

役割を果たすのが、デジタル一眼レフにおけ

るホワイトバランス機能。忠実な色再現や雰

囲気づくりが自在です。K 1 0 Dは、カメラが自

動で判断するオートのほか、充実の8種類を

プリセット。多彩な光源に、柔軟に対応できます。

それぞれのプリセット値は微調整が可能です。

調整結果は

カメラ背面の

液晶モニター

でプレビュー

し、効果を確

かめることが

できます。いつ

も特定の光源

下で撮影した

り、デリケート

な色合いに

こだわる場面

で有効です。

白く再現したいものを

撮影し、その画像か

らホワイトバランスを

測定・設定する機能

です。K10Dでは、対

象を撮影後、画面の

中のどの部分を白く

したいか指定可能。

測定時の画像に余

計なものが写りこん

でしまっても、その影

響を受けることなく、

適切なホワイトバラン

ス値が得られます。

ホワイトバランスやシャ

ープネス、彩度、コントラ

スト。任意の条件を段

階的にずらしながら撮

影できるのが、拡張ブラケットです。１カット

ごとに各パラメーターをわざわざ再調整する

手間が省けます。シャッターチャンスを重視

し、1回の露光で3つの画像を生成します。

撮影後、カメラ本体で画像にさまざまな効果

をプラスできる機能です。パソコンで加工処

理する手間がなく、ダイレクトプリントするだけ

で手軽に雰囲気のある作品が手にできます。

〈ソフト〉ソフトフィルターを使ったかのように印

象的な仕上がり。画像の芯を残しながら、被写

体をやわらかな光で演出します。効果は3段階。

〈白黒〉味のあるモノクロプリントのような効果

が得られます。通常の白黒フィルタ1種と、白

黒フィルム用カラーフィルターのように使える

RGBの3種のフィルタを用意。

〈セピア〉ノスタルジックな仕上がりが魅力です。

3種のフィルタから、好みの色合いが選べます。

〈カラー〉カラーフィルターを使ったように、色調を

思い通りに変えられます。中間色を含む18種

類（基本6色×各3段階）の調整が可能です。

〈明るさ〉撮影したあとから、画像の露光量

を調整したい場合に有効。効果は±8段階。

〈スリム〉縦横の比率を伸縮させ、被写体を細

くしたり太らせたり（縦位置撮影時には細らせ

る効果）することができます。効果は±8段階。

K10Dでは2種の画像仕上を用意。あたかも

フィルムを使い分けるように、シーンや好みに

合わせて設定を変えられます。「ナチュラル」（初

期設定）は実際のシーンに忠実な発色で、落

ち着いた印象に仕上がります。一方の「鮮やか」

は彩度が高く、より記憶色に近い再現性が得

られます。その華やかな色調やメリハリのある

コントラストは、ダイレクトプリントに好適です。

鮮やか

ナチュラル（初期設定）

11 12

ホワイトバランス
±0

ホワイトバランス
Magenta3

マゼンタ

ブルー

グリーン

ホワイトバランス
Green3

白熱球：光源に合ったホワイトバランスによりシャツの色を忠実に再現 オート：光源の色温度の低さを活かした、あたたかい印象
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写真表現上、もっとも重要なシャッター速度や

絞り値は大きく表示し、優れた視認性を確保。

それぞれの数字の下にあるバーは撮影モー

ドに応じて点灯し、調整可能か否かをわかり

やすくお伝えします。もちろん、露出補正値や

Svモード／TAvモード時のISO感度など、必

要な情報が、必要なときにつかめるよう配慮。

ファインダーをのぞいたまま、状況を的確に判

断することが可能です。また、ファインダー視

野内にはA Fフレームおよびスポット測光フレ

ームをレイアウト。合焦した測距点が赤く光る

スーパーインポーズ機能を装備しています。

※測距点はスーパーインポーズ時のみ表示されます。

ファインダーを覗くと、大きく見やすい視野が

広がり、撮影意欲が刺激される。K10Dは、「見

たままを撮影する」という一眼レフの醍醐味に

こだわり、ガラスペンタプリズムを採用。ペンタ

ミラー方式には望み得ない、高い倍率と見や

すさを実現しました。その倍率は0.9 5倍

（50mmF1.4・∞）。長時間撮影を続ける場合

はもちろん、マニュアルフォーカスでピントを合

わせるときもピントの山がわかりやすく、眼に負

担がかかりません。視野率は画面のすみず

みにまで配慮できる95%。また、ファインダー接

眼部には視度調整機構（-2.5～+1.5m-1）も

搭載。カメラを構え、ファインダーを覗くたびに、

クラスを超えた上質を実感することができます。

ファインダー像は明るいほど理想的です。しか

し、ピントの山を見やすくするためのマット面に

は、その明るさを損なう作用がありました。こ

のジレンマを解決するために、K10Dはナチュ

ラルブライトマットIIフォーカシングスクリーンを

採用。自然な明るさとピントのつかみやすさを

両立させています。マニュアルフォーカスでも、

快適に撮影できるファインダー像となっています。

フォーカシングスクリーンは交換が可能です。

標準のナチュラルブライトマットIIフォーカシン

グスクリーンLF-80のほか、2タイプを用意。

AF分割マットLL-80（別売）は、AFフレーム

に即したタテヨコのガイドラインを表示。地平

線や水平線、建物など、水平・垂直を厳密に

とりたい場合に役立ちます。また、AFスケー

ルマットLI-80（別売）は、十字スケールを表示。

月面などの天体撮影や、被写体の大きさを

比較・記録するような撮影用途に効果的です。

被写界深度をコントロールできる絞り。それを撮

影の前に設定値まで絞込み、効果を眼で確認（プ

レビュー）することができます。撮影中、すばやく

プレビューでき

るよう、表示ス

イッチはシャッ

ターボタンと一

体化してレイア

ウト。表示方

法は2種類。フ

ァインダーを覗

いた状態でプレビューできる「光学プレビ

ュー」のほか、液晶モニターでじっくり被写界

深度やホワイトバランス、露出などを確認でき

る「デジタルプレビュー」から選べます。白飛び

黒つぶれ警告、ヒストグラムの表示も可能です。

ボディ上部に大型の液晶表示パネルを搭載。

カメラの設定状態がひと目でつかめるよう、

それぞれの数字に十分な表示サイズを確

保しました。しかも、ISO表示対応の4桁カウ

ンター、直感的に露出設定や補正ができる

露出バーグラフを採用するなど、表示内容も

充実させています。暗い場所でも高い視認

性が得られるよう、バックライトを装備。露出

補正ボタンによって任意で点灯が可能です。

1 AFフレーム
2 スポット測光フレーム
3 測距点
4 手ぶれ補正表示
5 ストロボ発光表示
6 シャッター速度
7 絞り値
8 合焦マーク

 9 マニュアルフォーカス表示
10 露出バー
11 露出補正表示
12 ストロボ光量補正表示
13 AEロック表示
14 ISO感度警告表示
15 撮影可能枚数／露出補正値／
　 ISO感度確認

2

4 5 6 7 8 10 1113 15

12149

1 3

 1 シャッター速度
 2 絞り値
 3 ストロボモード表示
　　　　：内蔵ストロボ充電完了
　　　　（点滅はストロボお勧めまたは不適合レンズ警告）
　　　　：赤目軽減機能有効
　　　　：自動発光
　　　　：スローシンクロ
 4 ドライブモード
　　　　：1コマ撮影
　　　　：連続撮影
　　　　：セルフタイマー撮影
　　　　：リモコンモード撮影
 5 露出バー

 6 オートブラケット
　 （露出ブラケットと拡張ブラケット併用時は点滅）
 7 ストロボ光量補正表示
 8 露出補正表示
 9 電池残量表示
10 ホワイトバランス（オート設定時は非表示）
　　　　：ホワイトバランス補正
11 ISO感度警告表示
12　　　：RAW
　　　　：RAW +JPEG
13 撮影可能枚数／露出補正値／PC（Pb）
　（PC：マスストレージ、Pb：PictBridge）
14 多重露出

●AF分割マット
　LL-80（分割）
　構図決定をアシストする
　分轄線入り。

●AFスケールマット
　LI-80（十字線）
　目盛り付きの十字線入り。

1 7
8
9
12
11

14

4 10 13

6 5

2

3
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カメラ背面に2.5型の大画面TFTカラー液晶モ

ニターを搭載。約21万画素の高精細な表示で、

撮影した画像や撮影情報の確認が容易です。

視野角は上下左右140度と広いため、ロー／

ハイアングル撮影時の結果確認や､画像を複

数の人で見るのに便利。強い外光下では明る

く、室内では暗くするなど、条件によって最も

見やすくなるよう、任意で輝度を調整できます。

撮影情報は、単なる記録にとどまりません。そ

れは、経験の蓄積とカメラの特性の熟知、そ

して次の撮影のフィードバックのベースとなる

貴重なデータベースです。K 1 0 Dは、再生画

面と合わせて、各種の撮影情報を表示。全

画面表示とともに記録画質や露出といった基

本的な撮影情報を確認できるほか、露出モー

ドや露出・調光補正値、ISO感度、使用レンズ、

ホワイトバランスといったより詳細な情報を、サ

ムネイルと合わせて表示することも可能です。

縦位置で撮影したことをカメラが検知。再生

時は、画像を自動的に回転させて表示します。

もちろん、三脚などを用いてカメラを縦位置に

固定し、連続して撮影する場合も考慮。自動

回転表示を任意で解除できる仕様としました。

ピントの確認に力を発揮するのが、拡大再生

機能です。最大倍率は20倍。ファインダーで

はチェックできないレベルの、精密なピント確

認に役立ちます。拡大再生中は、画像のどこ

を再生しているか直感的につかめるガイドを

表示。また前ダイヤルを操作すると、拡大率

を維持したまま画像を送って表示できるため、

同じアングルで撮影した複数の画像もスピー

ディにチェックできます。さらにK10Dでは、撮

影直前のデジタルプレビュー、撮影直後のク

イックビューでも拡大再生が可能。撮影と画

像確認の作業を効率化するための配慮です。

画像の輝度分布を、ヒストグラムで表示（デジ

タルプレビュー／クイックビュー／画像再生

時とも）。グラフの山が右に偏っていれば露出

オーバー、左に偏っていればアンダーの傾向

を表しています。露出を客観的に判断し、露

出補正したい場合に役立ちます。また、白飛

びや黒つぶれ部分の警告表示も可能です。

さらにK10Dでは、RGBヒストグラムも表示でき

ます。これは光の3原色であるR（赤）、G（緑）、

B（青）の各色の濃度分布をグラフ化したもの。

各色のバランスを補正し、よりナチュラルな色

を再現したい場合に有効です。なお、輝度と

R G B、2つのヒストグラム表示は十字キーの上

下ボタンですばやく切り換えることが可能。ヒ

ストグラム表示の有無も、任意で選択できます。

撮影した画像は4画面、9画面、16画面でイン

デックス表示が可能。確認したい画像をすば

やく見つけられ、便

利です。また、画像

を撮影日付別にフ

ォルダで管理する

こともできます。そ

の際、フォルダにど

んな画像が記録さ

れているか、ひと目

でわかるサムネイ

ル表示機能を搭

載。フォルダからイ

ンデックス、そして

目指す画像へと、

直感的にアクセス

できる仕様です。

各種のメニュー設定を、より効率よく。K10Dは、

ユーザーインターフェースも熟成させています。

撮影／再生／詳細／カスタムの各タブ間は、

後ダイヤルで移動。さらに、各タブに分類された

メニューは、前ダイヤルで次ページにスキップさ

せることができるため、必要な機能にスムーズに

アクセスできます。カメラの進化に伴うメニュー

の多様化と、シンプルな操作で設定できるフレ

ンドリーさ。相反するテーマを見事に両立さ

せる、合理的なユーザーインターフェースです。

多機能になったぶん、使いこなしが難しくなっ

ては意味がありません。K10Dは、32項目にお

よぶカスタムメニューを搭載。撮影スタイルや

好みに応じていちばん使いやすくなるよう、各

種の機能と操作性を設定することができます。

高画質で画像調整の自由度も高いRAW画像。

K10Dは同じコマをJPEGとRAW、2つの方式

で同時に記録できます。しかも、カメラ側面に

R A Wボタンを新設。JPEGま

たはR A Wで撮影中、このボタ

ンをワンプッシュするだけで

JPEGとR A Wの同時記録モ

ードに切り換わります。いつもは撮影可能枚

数を重視してJPEG、必要なときのみ同時記

録すれば、記録メディアの容量がムダになりま

せん。※1枚撮影で解除、またはRAWボタン押しで解除。

RA Wの現像処理はパソコンで…そのデジタル

一眼レフの常識を打ち破りました。K10Dはカメ

ラ内でRA Wの現像処理が可能。パソコンを介

すことなく、高画

質なR A W画像

をダイレクトプリ

ントできるのは画

期的です。誰で

もK10D本来の

美しい描写をプリントして残せます。現像時は、

画質やホワイトバランス、彩度、シャープネス、コ

ントラスト、増減感など、各種の現像パラメータ

ーが液晶モニターを見ながら設定可能です。
※現像後はJPEG画像として新規記録されます。

前ダイヤル

後ダイヤル

十字キーの上下ボタン
で機能をひとつずつ移
動・選択

十字キーの左右ボタン
で各機能の項目を選択・
設定

OK

OK

前ダイヤルを操作すると、拡大率と表示位置
を維持したまま画像を送って表示できます。

拡大再生スタート時の倍
率を1.2～16倍の5段階で
設定することもできます。

 1.プログラムライン（ノーマル／高速優先／深度優先
　／MTF優先）
 2.露出設定ステップ（1/2EV／1/3EV）
 3.ISO感度ステップ（1EV／露出設定ステップ準拠）
 4.ISO感度警告表示（オフ／ISO400以上／ISO800
　 以上／ISO1600）
 5.測光作動時間（10秒／3秒／30秒）
 6.AFロック時のAE-L（オフ／オン）
 7.測距点と露出の関連付（オフ／オン）
 8.ブラケット撮影順（0－＋／－0＋／＋0－／0＋－）
 9.連動外の自動補正（オフ／オン）
10.ストロボ発光時のW B（変更しない／ストロボ）
11.A W Bの微調整（禁止／許可）
12.AFボタン機能（AF作動／AFキャンセル）
13.シャッター半押しのAF（オン／オフ）
14.スーパーインポーズ（オン／オフ）
15.リモコン時のAF（オフ／オン）
16.ノイズリダクション（オン／オフ）
17.色空間（sRGB/Adobe RGB）
18.色温度ステップ（ケルビン／ミレッド）

19.Pでの電子ダイヤル（前：Tv、後：Av／前：露出補正、
　後：プログラムシフト／前：プログラムシフト、後：露出
　補正／なし）
20.Svでの電子ダイヤル（前：なし、後：ISO／前：プログ
　ラムシフト、後：ISO／前：ISO、後：プログラムシフト）
21.Tvでの電子ダイヤル（前：Tv、後：なし／前：Tv、後：
　 露出補正／前：露出補正、後：Tv）
22.Avでの電子ダイヤル（前：なし、後：Av／前：露出補
　 正、後：Av／前：Av、後：露出補正）
23.M時のグリーンボタン（プログラムライン／Tvシフト／
　 Avシフト）
24.ワンタッチR A W（1回／継続）
25.表示パネルの照明（オン／オフ）
26.充電中のレリーズ（オフ／オン）
27.プレビュー方式（光学式／デジタルプレビュー）
28.撮影可能枚数表示（撮影可能枚数／連続撮影可
　 能枚数）
29.拡大再生の開始倍率（1.2／2／4／8／16）
30.画像の自動回転（オン／オフ）
31.回転情報の記録（オン／オフ）
32.絞りリングの使用（禁止／許可）
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メカ機構、電子機構を実装するシャシーに、

高強度かつ耐食性にすぐれ、精密加工にも

適したステンレス鋼を採用。これを立体構造

とすることで、外部からの衝撃に強いK 1 0 D

のボディが生まれます。また、ステンレス鋼は

鉄と比較して熱による膨張や収縮が小さい

ため、急激かつ大きな温度差といった熱衝

撃に対する高い信頼性にも結びついています。

K10Dの撮像素子サイズに最適化された、小

型・軽量のシャッターユニットを搭載。実績の

ある電子制御式縦走行フォーカルプレーンを

ベースに、信頼性をさらに向上させたユニット

です。開発テーマは、徹底的に使い込んでも、

はじめてシャッターを切ったときと同じく確実・

高精度に動作すること。そのため、実用レベ

ルを超えるレリーズテストを実施。入念なチュ

ーニングを施し、10万回もの動作に耐える高

耐久シャッターユニットを完成させています。

撮像素子部にゴミやホコリが付着し、画像に

写りこむ問題をどう解決するか。K10Dは、異

物付着の「予防」と、付着した異物の「除去」

という2重の対策によって撮像素子部をクリ

ーンに保つ、独自のDR機構を搭載しました。

水分が仲立ちとなって、粒子どうしを引き寄

せあう。DRでは、付着という現象がこの「液

架橋力」に起因することに着目。そこで、撮

像素子を覆うローパスフィルター表面に、SP

（Super Protect）コーティングを施しました。

これは特殊なフッ素系材料を用い、きわめて

ドライな皮膜を形成するもの。ホコリの付着

を原因から絶ち、写りこみを抑制しています。

さらに、手ぶれ補正機構SRを活用し、撮像素

子部のクリーニングを自動化しました。電源を

入れるたびに撮像素子部を上下振動させ、

付着した異物を除去。SRユニットの下部に

設けた特殊な吸着シートでキャッチし、再び

付着するのを許しません。なお、このクリーニ

ング機能は任意で動作させることも可能です。

K10Dの電源は専用の充電式リチウムイオン

バッテリーD-LI50です。小型・軽量でありなが

ら大容量で、約500枚
※
の連続撮影が可能。

この強力かつ安定した電源は、連写スピード

など駆動レスポンス

の向上にも貢献して

います。※フル充電
された新品D-LI50使

用、23°C、ストロボ不使

用。CIPA規格に準じた

目安です。実際の使用

条件により変わります。

バッテリーグリップD-BG2（別売）装着時は、

カメラとグリップそれぞれに電源を装備した

デュアルバッテリーシステムとなり、撮影可能

枚数が飛躍的にアップします。また、どちらの

バッテリーを優先的に使用するか設定できる

ため、任意のバッテリーを先に使いきって充

電に備える、といった柔軟な運用が可能です。

撮影可能コマ数を拡大するだけでなく、

操作性も向上。シャッターをはじめ、縦

位置撮影用に主要なボタンとダイヤルを

装備。横位置で構えるのと同じグリップ

感と使いやすさが得られます。

雨滴や湿気、砂埃など。さまざまな撮影環

境に対応するため、K10Dにはプロ用フィ

ールドカメラに匹敵する防塵・防滴構造が

与えられました。すべての操作ダイヤル、

ボタンはもちろん、ボディの合わせ目など、

カメラ本体だけで72カ所におよぶシーリン

グを施し、水滴や異物の浸入をシャットアウ

ト。厳しい試験を繰り返し、その耐環境性

能を検証しています。さらに、バッテリーグ

リップD-B G 2（別売）も38カ所を入念にシ

ーリング。装着時にはカメラと完全に一体

となり、シームレスな高気密システムとして

機能します。異物の侵入から先進の内部

メカニズムを守り、常に確実に動作すること。

さまざまなフィールドを想定し、信頼性を追

求する。K10Dのこだわりに、隙はありません。
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CCD

ローパスフィルター

ホコリ　

SPコーティングにより
異物の付着を予防

SR駆動系を活用した
上下振動で異物を除去

ボディ下部の吸着シートで
異物をキャッチ



現像の条件をさまざまに調整し、自分らしい高

画質を追求できるのは、デジタル一眼レフなら

ではの楽しみのひとつです。K 1 0 Dには、

RAW画像の現像・画像処理ソフトウェアとし

て「PENTAX P H O T O  Laboratory 3」が付

属。定評あるSILKYPIXを現像エンジンに採

用し、高速な現像と調整結果のプレビューを

実現。P E F、D N G ※の両ファイル形式の現像

とファイル変換に対応しているため、現像した

画像を他のさまざまな画像処理アプリケーショ

ンに取り込み、加工するのも容易です。直感

的なユーザーインターフェースで、手軽に

フォトクリエイティブの醍醐味が味わえます。

プレビューパネル上に、現像したRAW画像を

展開・表示します。画像調整を行った場合、

その効果をリアルタイムで反映させることが可

能。仕上がり具合を肉眼で確認でき、便利です。

デリケートな色の再現性にこだわりたいとき

ホワイトバランスパネルが役に立ちます。ホワ

イトバランスモードを変更したり、画面の任意

の点を選んでホワイトバランスを設定するなど、

さまざまな調整機能を搭載。スライダーを操

作することでアンバー／ブルー、マゼンタ／グ

リーン方向に微調整するのも容易です。

トーンパネルではトーンカーブとヒストグラムの

設定ができます。明るさとコントラスト調整は、

トーンカーブをマウスで変更するだけ。R G B

のヒストグラム表示や、白飛び/黒つぶれ部

分の点滅表示を参照しながら、より好みの階

調の作品に仕立てることができます。

その他のパラメーターパネルを使って、感度

や明暗差、色の鮮やかさ、輪郭の出方を調

整可能。人物をよりシックな発色とやわらか

な輪郭で表現したり、風景をヴィヴィッドな色

彩と硬調な印象で仕上げたりと、イメージを

自在に画像へ反映させられます。

画面がざらついたようなノイズ。実際にはな

い色が再現されてしまう偽色信号。これら

はノイズリダクションパネルの設定で、効果

的に除去することができます。

「PENTAX PHOTO Laboratory 3」のユニ

ークな機能が、レンズ収差の補正です。レン

ズ収差補正パネルのタブをクリックすると、周

辺光量や歪曲収差、倍率色収差の補正パ

ネルを表示。撮影時の条件が悪かった場合や、

古いレンズを使用して撮影した場合など、収

差が気になる場合に力を発揮します。

R A W 画像の展開

明るさ・濃度・コントラストの調整

ホワイトバランスの調整

「PENTAX PHOTO Browser 3」は、K10Dで

撮影した画像をパソコンに取り込み、編集した

り閲覧したりするためのソフトウェアです。表

示速度は高速で、大量に撮影した画像もスム

ーズに閲覧・整理できます。撮影情報の確認

やファイル形式の変更、連続再生（スライド

ショー）、プリントなど、豊富な機能が魅力です。

サムネイルペインで選択した画像を拡大表示

します。1/16～4倍までの縮小・拡大、回転表

示などが可能。また、画像といっしょに、撮影・

測光モードやホワイトバランス、露出値、露出

補正値といった詳細な撮影情報も確認できます。

RAW画像を閲覧後、JPEG／TIFF（8bit、16bit）
／BITMAP／PN G／PICTのいずれかの形

式を選んで保存できます。一般のソフトウェア

に取り込んだり、画像加工ソフトウェアで表示・

加工することが可能になります。

任意の画像を選んで印できます。レイアウトや

キャプションも設定できるため、テーマ別のア

ルバムが手軽に作成可能。家族や仲間に配

るなど、撮影した後も楽しみが広がります。

システム環境について　●推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
カメラからパソコンに画像を転送し、PENTAX PHOTO Browser 3およびPENTAX PHOTO Laboratory 3をインストールして使用するには、次のシステム環境が必要です。

Windowsのシステム環境
●USB接続 ●Windows 2000／XP(Home Edition・Professional)がプリインストールされたパソコン ●USBポートが標準で搭載されていること
●アプリケーションソフト＜PENTAX PHOTO Browser 3／PENTAX PHOTO Laboratory 3＞
●OS Windows 2000／XP（Home Edition・Professional）・CPU Pentium 4以上（Pentium 4 2.0GHz以上を推奨）●メモリー512MB以上（1.0GB以上を推奨）
●モニター1024×768以上（1280×1024以上を推奨）、24bitフルカラー（約1677万色）表示可能なもの ●ハードディスクの空容量 250MB以上（500MB以上を推奨）

Macintoshのシステム環境
●USB接続 ●Mac OS X 10.2以降がプリインストールされたMacintosh ●USBポートが標準で搭載されていること
●アプリケーションソフト＜PENTAX PHOTO Browser 3／PENTAX PHOTO Laboratory 3＞
●OS Mac OS X 10.2以降 ●CPU PowerPC G4以上（Intel CoreプロセッサまたはPowerPC G5を推奨。Universal Binary対応） ●メモリー512MB以上（1.0GB以上を推奨）
●モニター1024×768以上（1280×1024以上を推奨）、24bitフルカラー（約1677万色）表示可能なもの ●ハードディスクの空容量 250MB以上（500MB以上を推奨）

高機能な画像閲覧ソフト高機能な画像閲覧ソフト

R A WR A Wデータの現像・画像処理ソフトデータの現像・画像処理ソフト

※K10Dで撮影した画像またはPENTAX Photo Browserで変換した画像のみ対応。

プレビューパネル

ツールバー

ホワイトバランスパネル

トーンパネル

サムネイルペイン

チェック画像ペイン

撮影情報ペイン

ノイズリダクションパネル

レンズ収差補正パネル

その他のパラメーターパネル

ツールバー

フォルダ
ツリーペイン

プレビューペイン

〈バージョン3.10〉

〈バージョン3.10〉
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デジタル一眼レフはもちろん、35ミリ一眼レフ

兼用の交換レンズを豊富にラインアップ。超

望遠から超広角、さらには特殊効果を持つ

レンズまで、あらゆる撮影領域に対応します。

また、アダプターによりペンタックス645用、67

用や、スクリューマウントのSレンズも装着する

ことが可能。表現の世界を豊かに広げます。

DAレンズは、撮像素子のサイズに合わせてイ

メージサークルを最適化。すぐれた光学特性

と小型軽量化を両立させた、デジタル専用レ

ンズです。また、D FAレンズは35ミリフィルム

サイズをカバーするイメージサークルを持ち、

デジタルと35ミリ、両一眼レフで兼用できます。

K10Dは、これまで誕生した数々のsmcペ
ンタックスレンズが装着できるのはもちろんの

こと、静粛でスムーズなAF作動を実現する

超音波モーターレンズ※にも対応。次世代レ

ンズとのコンビネーションにより、いっそう快適

で軽快な撮影が楽しめます。※開発中

特殊低分散ガラス、非球面レンズを使用し、各種
の収差を補正。広角から標準、中望遠までの画
角をカバーするため汎用性が高く、スナップに最
適な1本です。

107 m m（35ミリ判換算）の焦点距離でありながら、厚さ26mmを実現した薄型・
軽量レンズ。開放F2.4の明るさと柔らかな描写力はポートレートにおすすめです。

対角線画角180度の視野と歪曲した描写は、魚眼ならでは。パースペクティブを
極端に誇張した、ユニークな表現が楽しめます。最短撮影距離はレンズ前2.5cm。

特殊低分散ガラスを採用し、シャープな描写を実現。最大306mm（35ミリ判換
算）を誇る望遠ズームで、ポートレートやスポーツ撮影などに力を発揮します。

小さな世界を等倍（最大撮影倍率1.0×）で撮影できる高倍率レンズ。十分な
ワーキングディスタンスが確保でき、ライティングの自由度が高いのも魅力です。

非球面レンズを用いて小型化と高性能化を両立。
広角から中望遠までをカバーする3倍ズームで、
日常目にするほとんどの被写体とシーンに対応
できます。

肉眼では捉えられない、ワイドな画角と強いパース
ペクティブが持ち味。広い視野を凝縮して表現でき、
風景はもちろん、狭い室内でも頼りがいのある1本
です。

厚さわずか15mmの超薄型レンズ。見た目に近
い画角でポートレートなどにも好適です。開放
F2.8と明るく、美しいボケ味が楽しめます。鏡
筒はアルミ削り出し。

シャープな描写と高い質感を兼備した、スリム
な単焦点レンズ。32m m（35ミリ判換算）の画
角はスナップの定番です。アルミ削り出しの鏡
筒とキャップを採用。

最大撮影倍率1.0×。小型軽量でありながら等
倍撮影が可能な接写レンズです。通常撮影は
もちろん、複写などにも最適です。

18.5mm（35ミリ判換算）相当までをカバーする
超広角ズーム。風景はもちろん、パースペクティ
ブを強調した立体感のあるポートレートなど、表
現力は多彩です。

望 遠

超広角超広角

標準標準ズームズーム

マクロマクロ マクロマクロ

フィッシュフィッシュアイアイズームズーム

広角広角

準標準準標準

望遠望遠ズームズーム

広角広角ズームズーム

超広角超広角ズームズーム

新発売新発売

デジタル専用

35ミリ判換算107mm
JANコード：4961333 124787

35ミリ判換算32mm
JANコード：4961333 122165

35ミリ判換算61mm
JANコード：4961333 111008

35ミリ判換算21.5mm
JANコード：4961333 086092

35ミリ判換算27.5～84mm
JANコード：4961333 108640

35ミリ判換算153.5mm
JANコード：4961333 108626

35ミリ判換算24.5～69mm
JANコード：4961333 079766

35ミリ判換算18.5～37mm
JANコード：4961333 114177

35ミリ判換算76.5mm
JANコード：4961333 108633

35ミリ判換算76.5～306mm
JANコード：4961333 113699

JANコード：4961333 117284

デジタル専用

デジタル& 35ミリ判
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オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格

フィッシュアイズーム
超広角ズーム
広角ズーム
標準ズーム
望遠ズーム
超広角
広角
準標準
望遠

マクロ

広角ズーム

標準ズーム

望遠ズーム

標準

準標準

望遠

超望遠

×
×
△
○
○
×
○
○
○
○
○
△

○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×

180～100
99～61
83～35
76～29
31.5～8.1
90
68
39
23
31.5
16

76～44

70～44
53～20
53～15.5
21.5～5.4
49
44
36.5
31.5
21
5.4
2.7

0.14
0.3
0.28
0.25
1.1
0.17
0.2
0.4
0.7
0.195
0.303
0.28

0.3
0.4
0.5
1.3
0.3
0.3
0.45
0.45
0.7
2.0
5.0

―
18.5～37
24.5～69
27.5～84
76.5～306
21.5
32
61
107
76.5
153.5

27.5～53.5

30.5～53.5
43～122.5
43～161
115～460
47.5
53.5
66
76.5
118
460
920.5

種類 レンズ名 対角線画角［度］最短撮影距離［m］ 価格［円］35ミリ判換算
焦点距離［mm］

内蔵ストロボ
使用区分

広角・標準・望遠などの種類は、K10Dのボディに装着した場合の区分けです。35ミリ判フィルム一眼レフに使用した場合は異なります。
K10Dで使用可能なレンズは、原則として絞りA（オート）ポジションのあるレンズとDA、FA Jレンズです。Aポジションのないレンズは、カスタムファンクションの設定変更により使用可能となりますが、使用できる機能には制限があります。
内蔵ストロボ使用区分：○＝フードなし、フィルター付きで可　△＝焦点距離により周辺部光量不足または鏡筒によるケラレあり　×＝周辺部光量不足または鏡筒によるケラレのため使用不可　受 ＝受注生産
※レンズに関しては、デジタル／35ミリ一眼レフ用レンズカタログをご参照下さい。またK10Dへの適用に関してはお客様相談センターにお問い合わせ下さい。＊ブラックは各3,000円（税込3,150円）高になります。

79,000（税込 82,950）
22,000（税込 23,100）
48,000（税込 50,400）
33,000（税込 34,650）

127,000（税込 133,350）*
43,000（税込 45,150）
69,500（税込 72,975）*
33,000（税込 34,650）
97,000（税込 101,850）*
530,000（税込 556,500）
1,000,000（税込 1,050,000）



記録メディアはSDメモリーカードです。さらに

新規格SDHC（SD High-Capacity）に対応。

2GB以上の次世代メモリーカードを挿入すれば、

高画質なK10Dの画像ファイルも余裕を持って

記録が可能に。撮影可能な残り枚数への

気遣いが減り、いっそう撮影に集中できます。

パソコンやテレビ、プリンターなど、汎用性の高い

sRGBと、色の再現域が広く商業印刷に適した

Adobe RGB。必要な色空間を選択できます。
※Adobe R G Bは画像

調整の自由度が高い

一方、sRGB対応機器

で再生すると低彩度な

画像となります。

y

x

Adobe RGB
sRGB

付 属 の U S B ケーブルでカメラと
PictBridge対応のプリンターを接続。
パソコンを介さず、簡単にプリントできま
す。高画質なRAW画像もカメラ内で現
像し、プリントすることが可能です。

バッテリーグリップ
D-BG2
23,000円
（税込24,150円）
＜JANコード＞
4961333 123636

拡大アイカップ
O-ME53
3,000円（税込3,150円）
＜JANコード＞
4961333 123117

※その他のアクセサリーについては、デジタル／35ミリ一眼レフ用アクセサリーカタログをご参照ください。

ケーブルスイッチ
CS-205
3,500円
（税込3,675円）
＜JANコード＞
4961333 057955

ACアダプターキット
K-AC50J
10,000円
（税込10,500円）
＜JANコード＞
4961333 126095

充電式リチウム
イオンバッテリー
D-LI50
8,000円
（税込8,400円）
＜JANコード＞
4961333 126040

バッテリー
充電器キット
K-BC50J
5,000円
（税込5,250円）
＜JANコード＞
4961333 126170

カメラケース
O-CC55
6,000円
（税込6,300円）
＜JANコード＞
4961333 126033

リモート
コントロールF
3,000円
（税込3,150円）
＜JANコード＞
4961333 049035

オートストロボ
AF540FGZ
50,000円
（税込52,500円）
（ケース・スタンド付）
＜JANコード＞
4961333 116263

オートストロボ
AF360FGZ
30,000円
（税込31,500円）
（ケース付）
＜JANコード＞
4961333 051182

フォーカシングスクリーン
AFフレームマットLF-80（標準）
4,000円（税込4,200円）
＜JANコード＞4961333 126002

フォーカシングスクリーン
AF分割マットLL-80（分割）
4,000円（税込4,200円）
＜JANコード＞4961333 126019

前電子ダイヤル

カードカバー

マウント指標

セルフタイマーランプ
／リモコン受光部

レンズ取外しボタン

測光モードレバー

　 ボタン

露出ブラケットボタン

M E N Uボタン

INFOボタン

液晶モニター

端子カバー

　  ボタン

三脚ねじ穴

内蔵ストロボ

ホットシュー

モードダイヤル

バッテリーカバー開放レバー

カードアクセスランプ

OKボタン

　ボタン

AFボタン

AE -L/　　 ボタン

後電子ダイヤル

十字キー（ 　　　）
測距点切替ダイヤル

レンズ情報接点

AFカプラー

電源接点

フォーカスモード切替レバー

吊り金具

　UPボタン

RAWボタン
ミラー

カードカバー開放レバー

手ぶれ補正スイッチ

Fnボタン

ファインダー

表示パネル

グリーンボタン

シャッターボタン

電源レバー

セルフタイマーランプ/リモコン受光部

バッテリーグリップ接続端子カバー バッテリーカバー
ビデオ入力端子を備えたテレビと、付属
のビデオケーブルで接続。大画面で再
生し、家族や仲間とみんなで鑑賞する
ことができます。

フォーカシングスクリーン
AFスケールマットLI-80（十字線）
4,000円（税込4,200円）
＜JANコード＞4961333 126026
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記録サイズ
（ピクセル）

　画質

 128MB

 256MB

 512MB

 1GB

 2GB

 4GB

3872×2592

PEF

7
15
29
59
120
237

RAW

3872×2592

DNG

7
15
29
59
120
237

RAW JPEG

3872×2592

★★★

26
50
101
202
409
804

★★

44
87
172
345
698
1371

★

76
149
296
592
1205
2366

3008×2000

★★★

43
85
168
337
682
1340

★★

74
145
287
575
1159
2277

★

128
249
495
990
1982
3893

1824×1216

★★★

118
230
457
915
1862
3657

★★

200
390
774
1549
3073
6034

★

339
662
1313
2627
5121
10057

（枚）

SDHCメモリー
カード

カメラケース
O-CC55

ACアダプター
K-AC50J

SDメモリー
カード

DAレンズ
シリーズ

TRパワーパック
3型

AF540
FGZ

AF360
FGZ

AF
280T

AF
200SA

レフコンバーターA マグニファイヤーFB 視度調整レンズ
アダプターM

アイカップMII

D FAレンズ
シリーズ

FA/FA Jレンズ
シリーズ

Aレンズ
シリーズ

67レンズ
シリーズ

Sマウント
レンズ
シリーズ

マウント
アダプターK

接写リングKセット

ヘリコイド接写リングKリバース
アダプターK

交換レンズ
※

交換レンズ
※

※DA、FA Jレンズ不可

スポッティング
スコープ

カメラ
アダプター
PF-CA35

645レンズ
シリーズ

67レンズ用
アダプターK

645レンズ用
アダプターK

充電式リチウム
イオンバッテリー
D-LI50（付属）

バッテリー
充電器

D-BC50（付属）

アイカップFP
（付属）

拡大
アイカップ
O-ME53

リモートコントロールF

テレビ

記録媒体

バッテリーグリップ D-BG2

電源

プリンター

交換レンズ ステレオアダプターDセット

パーソナル
コンピュータ

ソフトウェア
S-SW55

PENTAX
PHOTO Browser 3
PHOTO Laboratory 3

（付属）

ビデオケーブル
I-VC28（付属）

USBケーブル
I-USB17（付属）

ケーブルスイッチ
CS-205

交換フォーカシング
スクリーン

FLASH SYSTEM FINDER ACCESSORIES

OUTPUT

3D PHOTOGRAPHY

REMOTE CONTROL

LENS SYSTEM

CLOSE-UP SYSTEM
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ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ

ご用命は信用ある当店へ

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36- 9

営 午前10：30～午後6：30
（年末年始を除き年中無休）

TEL.03-3348-2941 
〒163-0401 
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

営 9：30～17：00(土・日・祝日休館)
TEL.0285-72-1111(代表)
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町塙858 

受 9：00～12：00/13：00～17：00(土・日・祝日休業)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639東京都板橋区前野町2-36-9

営 午前9：00～午後6：00
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

   ナビダイヤル 0570-001313
（市内通話料金でご利用いただけます）
携帯電話・PHS・IP電話の方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200 
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

■K 1 0 D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、ご利用頂けませんのでご注意ください。■液晶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、記憶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、予備電池の携帯をおすすめします。■液晶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。■お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。■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。

ピックアップリペアサービス 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、下記ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください。

ご 注 意 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。

■SDおよびSDHCロゴは商標です。■ペンタックス、PENTAXおよびsmc PENTAXは、ペンタックス株式会社の登録商標です。■K10D、PENTAX PHOTO Browser、PENTAX PHOTO Laboratoryは、ペンタックス株式会社の登録商標です。 ■本製品はPRINT 
Image MatchingIIIに対応しています。PRINT Image MatchingIII対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。■PRINT Image Matching、PRINT Image MatchingII、
およびPRINT Image MatchingIIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。■SILKYPIX は株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。■DNGロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における
商標または登録商標です。 ■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。

●K10Dボディ
●smc PENTAX-DA18-55mm F3.5-5.6AL
………………………………………オープン価格

●USBケーブル I-USB17
●ビデオケーブル I-VC28
●ストラップ O-ST53　●MEファインダーキャップ
●充電式リチウムイオン電池 D-LI50
●充電器D-BC50　●ACコード
●ソフトウエア（CD-ROM） S-SW55
●アイカップFP　●ホットシューカバーFK

＜JANコード＞4961333 125968

※QVGAサイズ（240×320）以上のディスプレイを持つ、i-mode、EZweb、Soft Bank
　対応の携帯電話を対象としております。（一部、正常に表示できない端末もございます。）

型式

有効画素数

撮像素子

記録画素数

感度

記録方式

画質

記録媒体

ホワイトバランス

ファインダー

液晶モニター

プレビュー

再生機能

オートフォーカス

露出制御

AEロック

P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ

1020万画素

総画素数1075万画素　
原色フィルター／インターラインインターレーススキャンCCD／サイズ：23.5×15.7mm

JPEG・・・10M（3872×2592 ピクセル）、6M（3008×2000 ピクセル）、
　　　 2M（1824×1216 ピクセル）
RAW・・・10M（3872×2592 ピクセル）

AUTO／100～1600 （1/3EVステップまたは1/2EVステップ）

RAW、JPEG（Exif 2.21）、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image MatchingIII対応

RAW（12bit）・・・PEF、DNG 
JPEG・・・★★★（S.ファイン）、★★（ファイン）、★（エコノミー）、RAWとJPEGの同時記録可能

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード

撮像素子によるTTL方式
オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯（D：昼光色、N：昼白色、W：白色）、
白熱灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定（3種）

ペンタプリズムファインダー、ナチュラルブライトマットIIフォーカシングスクリーン
視野率95％、倍率0.95×（50mmF1.4・∞）、視度調整機構付（-2.5～+1.5m-1）
フォーカシングスクリーン交換式

2.5型 約21万画素、低温ポリシリコンTFTカラーLCD、
広視野角タイプ、明るさ調整機能付

プレビュー方式・・・光学プレビュー／デジタルプレビュー

1コマ、9画面、拡大（最大20倍まで）、スクロール、回転表示、フォルダ表示、
スライドショー、ヒストグラム、白飛び黒つぶれ警告表示
デジタルフィルタ・・・白黒：4種、セピア：3種、カラー：18種類、
ソフト：ソフト量を3段階に調整可能、スリム：±8段階に調整可能、
明るさ：±8段階に調整可能 （すべて再生時）

形式・・・TTL位相差検出式
測距センサー・・・SAFOX VIII（11点測距）
AFモード切替・・・シングルAF（AF.S）、コンティニュアスAF（AF.C）切り替え可能
AFエリアは、オート／セレクト／中央の切り替え可能、スーパーインポーズあり、
内蔵ストロボによるAF補助光可能

測光方式・・・TTL開放16分割測光、中央重点測光、スポット測光、
測光範囲EV0～21（ISO100・50mmF1.4）
露出モード・・・グリーン、プログラム、感度優先、シャッター速度優先、絞り優先、
シャッター速度&絞り優先、マニュアル、バルブ、X
露出補正・・・±3EV（1/2EVステップ ）、±2EV（1/3EVステップ）

ボタン式（タイマー式：カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍）、
シャッターボタン半押しで継続

ドライブモード

内蔵ストロボ

シンクロ

手ぶれ補正

ダストリムーバル

時計機能

記録フォルダ

電源

バッテリー寿命

入出力ポート 

外部インターフェース

ビデオ出力方式

PictBridge
対応プリンター

レンズマウント 

使用レンズ

大きさ

質量（重さ）

同梱ソフトウエア
(S-SW55)

対応言語

1コマ、連続、セルフタイマー（12秒後、2秒後）、リモコン（即、3秒後）、
オートブラケット、拡張ブラケット、多重露出
連続撮影・・・約3コマ/秒、JPEG（10M・★★★）：カード空き容量まで RAW：9コマまで

形式・・・ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ
ガイドナンバー11（ISO100･m）、15.6（ISO200・m）、28mmレンズの画角（35ミリ換算）をカバー
同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、設定により -2～+1EVで発光量調整可能

ホットシュー、同調速度1/180秒、P-TTLシンクロのみ対応、ハイスピードシンクロ、
ワイヤレスシンクロ可能（対応外付ストロボをマスターまたはコントロール発光させる場合。）

方式・・・撮像素子シフト方式

方式・・・撮像素子駆動およびSPコーティング

ワールドタイム・・・世界71都市に対応（28タイムゾーン）

フォルダ名・・・標準（100PENTX、101PENTX ・・・）／日付（100_1018、100_1019・・・）

専用リチウムイオン充電池 D-LI50

撮影可能枚数・・・ストロボ発光無し：約500枚、ストロボ50％発光：約480枚
再生時間・・・約330分
※新品でフル充電のD-LI50使用、23°C、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条
件による目安ですが、使用条件により変わります。

USB／ビデオ端子、外部電源端子、外部レリーズ端子

USB2.0（ハイスピード）インターフェース

NTSC／PAL

“PictBridge”対応のプリンター
印刷モード・・・1画像印刷、全画像印刷、DPOF指定印刷、用紙サイズ指定、
用紙タイプ指定、印刷品質指定、ふち指定
用紙サイズ指定・・・カード、L、2L、ハガキ、100×150、4”×6”、8”×10”、レター、
11”×17”、A4、A3、プリンター設定
用紙タイプ指定・・・★★★、★★、★、プリンター設定
印刷品質設定・・・★★★、★★、★、プリンター設定
ふち指定・・・あり、なし、プリンター設定

ペンタックスバヨネット KAF2マウント（AFカプラー・情報接点・電源接点付）

KAF2、KAF、KAマウントレンズ

141.5mm（幅）×101mm（高）×70mm（厚） （突起部を除く）

710g（本体のみ） 、790g（電池、SDカード付き）

PENTAX PHOTO Browser3、PENTAX PHOTO Laboratory3（Ver.3.10）

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、スウェーデン語、オランダ語、
イタリア語、ロシア語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、ポルトガル語

シャッター
電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター　オート：1/4000秒～30秒（無段階）、
マニュアル：1/4000秒～30秒（1/3EVステップまたは1/2EVステップ）、バルブ
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