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〒174-8639 東京都板橋区前野町2-35-7

■ご用命は信用ある当店へ

■オートストロボ AF200FG
希望小売価格：18,000円（税込18,900円）
（ケース付） 
〈JANコード〉 4961333 133727

■リモートコントロール F
希望小売価格：3,000円（税込3,150円）　
〈JANコード〉 4961333 049035

■フリーレングスストラップ　O-ST842
希望小売価格：3,300円（税込3,465円）
〈JANコード〉4961333 153015

■ハンドストラップ　O-ST991
オープン価格
ホワイト：〈JANコード〉4961333 161720
レッド：〈JANコード〉4961333 161737
ブラック：〈JANコード〉4961333 161713

■イメージセンサー
クリーニングキットO-ICK1
希望小売価格：4,000円（税込4,200円）
〈JANコード〉4961333 124985

ACCESSORIES

■ストラップ　O-ST120
オープン価格
〈JANコード〉4549212 214554

ナビダイヤル 0570-001323 （市内通話料金でご利用いただけます） ナビダイヤルをご利用いただけない場合は右記番号におかけください。TEL.03-3960-5705

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、お客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター〈製品に関するお問い合わせ〉 ［営業時間］ 9：00～18：00（平日） 10:00～17：00（土・日・祝日） 年末年始および、ビルの施設点検日は休業

［営業時間］ 10：30～18：30（火曜日定休）
東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービルMB1階（中地下1階） TEL.03-3348-2941

写真文化の向上を目指す
情報発信スペース

ペンタックススクエア

ペンタックスフォーラム

ペンタックス製品愛用者の
写真クラブ

［営業時間］ 9：00～17：00（土・日・祝日休業）
東京都千代田区永田町1-11-1　三宅坂ビル　TEL.03-3580-2060

ペンタックスファミリー

■充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P
希望小売価格：8,000円（税込8,400円）　
〈JANコード〉 4549212 214042

■AC アダプターキット K-AC1202J
オープン価格　
〈JANコード〉 4549212 214431

■バッテリー充電器キット K-BC90PJ
希望小売価格：5,000円（税込5,250円）　
〈JANコード〉 4549212 213694

■は、K-01同梱物と同等品です。

高画質の作例写真などカタログでは語り尽くせないK-01の魅力は

ペンタックスのホームページでご覧いただけます。



Marc Newson
シドニー生まれ。現代デザイナーの中で最も称賛され、かつ影響
力を持つ人物の1人。世界各地で有名ブランドの家具や家庭用
品をはじめ、自転車や車、航空機、ヨットなど幅広い分野でさま
ざまな造形物を製作している。作品はニューヨーク近代美術館
ほか、多くの美術館の収蔵品として寄贈。米国〝TIME〟誌で、
世界で最も影響力のある100人のうちの1人に選出されるなど、
現代デザイナーの代表格としての地位を確立している。

時を超えた現代的なデザインを備えた最新のデジタルカメラです。
あらゆる無駄を削ぎ落としたコンパクトなボディに、本格的な機能を装備。
シンプルで整然としたラインは、エレガントで造形的な構成を生み出しています。
一つひとつの素材に至るまで、本格感とクオリティを伝えています。
機械成形のアルミニウムとラバーは、高度なテクノロジーによる
心地よい触感と高い信頼性を持つ人に与えるでしょう。

不朽、信頼、感触

マーク・ニューソン

A modern digital camera with a contemporary yet timeless design. 
The camera body is compact and trim whilst preserving 
all the functions of a professional camera. 
The lines are clean and simple creating an elegant graphical composition. 
The materials convey quality and honesty. 
Machined aluminium and rubber provide the user 
with a tactile and durable piece of technology.

TIMELESS, TRUSTY, TOUCHABLE 







PENTAX K-01, Designed by Marc Newson

※2012年3月1日現在、レンズ交換式デジタル一眼カメラ用交換レンズにおいて（当社調べ）

Color variation

B l a c k

×
B l a c k

W h i te

×
B l a c k

B l a c k

×
Yel low

Self-timer lamp/
Remote control 
receiver

AF assist light

Lens unlock button

Hot shoe

Red button

Mode dial

Card 
access lamp

全長9.2mm。パンケーキレンズよりもさらに薄い、通称“ビスケットレンズ”。
マーク・ニューソン氏によるデザインがK-01にマッチする、機動性の高い高性能レンズです。

世界最薄※  超軽量52g

smc PENTAX-DA40mmF2.8XS

Green button

エレガントで造形的な構成を生み出す、シンプルに整理された操作パーツ。

Clear graphic composition

3.0inches, 921,000dots LCD monitor

大きく見やすい3.0型、約92.1万ドットの高精細液晶モニターを採用しています。
上下左右それぞれ約170°の広い視野角により、
ローアングル・ハイアングル撮影なども快適におこなえます。

光学ファインダー系のないコンパクトなボディにダイヤルや各種ボタンを整然と配置し、

直線的ですっきりとしたラインで構成されたシンプルなデザイン。

質感の高いアルミニウム合金のダイヤルやスイッチ、ストロボカバー、

さらにはラバーのグリップが操作感触へのこだわりも体現しています。

また、起動画面をはじめ、ロゴやストラップにもマーク・ニューソン氏の

オリジナルデザインを採用、細部までこだわりのデザインを徹底しています。

K-01は、豊富なペンタックスKマウント交換レンズに完全対応。

視覚を超える魚眼ズームやミクロの世界を発見するマクロレンズ、

高品位Limited単焦点レンズ、高性能スターレンズまで、

レンズ交換式カメラならではの世界が存分に楽しめます。

カメラ本体に撮像シフト方式のSR（Shake Reduction）搭載で

あらゆるレンズで手ぶれ補正が可能です。

PENTAX K-mount Lenses

Clean geometric lines

直線的で洗練されたラインで構成された本体

E-dial

Terminal
cover
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Built-in retractable 
P-TTL auto pop-up flash

レンズの影が出にくい、ポップアップ式P-TTL内蔵ストロボ
ガイドナンバー12（ISO100･m）、
28mm（35ミリ判換算）の広い画角をカバー。
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quality

大型 APS-C サイズ新 CMOS センサー、
新画像処理エンジン PRIME M の高画質

撮像素子には、23.7mm×15.7mm（APS-C サイズ）の大きな撮像面積を持
つ、画像信号の高速読み出しが可能な新型のCMOSイメージセンサーを採用
し、有効約 1628万画素の高精細画像を実現しています。さらに、画像処理
エンジンには新開発の “PRIME M”を搭載し、デジタル一眼ではトップクラスと
なる優れた動画性能を実現しています。APS-Cサイズの大型センサーならでは
の被写体の前後をぼかした写真の撮影も容易です。

画像処理エンジン大型APS-C 新 CMOSセンサー

階調の幅を広げるD-Range 設定

逆光の影の部分などで生じる黒つぶれを防ぐシャドー補正。白い服、白い雲などに
生じやすい白とびを防ぐハイライト補正が可能です。再現できる階調の幅（ダイナ
ミックレンジ）を広げて、明暗差のあるシーンでも立体感のある作品が得られます。

AWB

充実のホワイトバランスモード

「オート」のほか、「太陽光」「日陰」「曇天」「蛍光灯（4 色）」「白熱灯」「ストロボ」
「CTE」「マニュアル」の 8 種類のモードをプリセット。異なる光源下でも白が色
転びしないよう調整する「AWB（オートホワイトバランス）」。AWB の逆で光源
の色温度を強調する「CTE」は、木々の緑や夕焼けの赤を印象的な仕上げにで
きるペンタックス独自のモードです。

シェイクリダクション OFF シェイクリダクション ON

ボディ内蔵手ぶれ補正機構 SR（Shake Reduction）

撮像素子シフト方式のボディ内手ぶれ補正機
構で、装着したすべてのレンズで手ぶれを低
減。どんなレンズでもぶれを抑えたシャープな写
真が撮れます。レンズ交換をして表現を楽しむ
一眼で、暗いシーンや望遠レンズ使用時でも
手持ちのまま軽快な撮影をサポートします。

CTE

ISO感度 25600

新画像処理エンジンPRIME Mが高感度
ノイズを大幅に低減させ、標準設定で
ISO12800 まで、拡 張 設 定で最 高
ISO25600 までの超高感度撮影が可
能。わずかな光でも被写体をとらえ、暗い
室内や夜景シーンでも三脚やストロボの
使用なしで撮影できます。さらに高感度
ノイズリダクション機能によりISO感度に
応じて最適なノイズ除去をおこないます。

ISO12800、HDR 撮影

09

「HDR」とは、標準／アンダー／オーバーの３枚の異なる露出の画像を合成して暗部から明部までを1枚の画像で表現する手法です。

±1・±2・±3

電子ダイヤル

HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影

白とびしやすい明るい領域も黒くつぶれがちな暗部も階調をしっかりと残し、ダイナミックレンジの広い表現をす
るHDR機能が、モードダイヤルから直接選べる専用モードになりました。電子ダイヤルで露出を変化させる幅を
3段階（±１・±２・±３）で即座に変更することも可能。視覚に近い階調表現や、誇張したアーティスティック
なイメージがカメラだけで得られます。また自動位置調整機能で、手持ちでもHDR 撮影ができます。

±3±2

±1・±2・±3

電子ダイヤル
±1
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creative

トイカメラドラマチックアート

写真表現が大きく変わる１９種類のデジタルフィルター

トイカメラで撮影したような画像が撮影できる「トイカメラ」、コントラストを強調し
て印象的な写真に仕上げる「ハイコントラスト」、画像を反転して撮影する「ネガ
ポジ反転」、特定の 1 色または 2色だけを抽出し、他の部分を白黒で撮影する
「色抽出」などのフィルター効果を選んで撮影できます。それぞれのデジタルフィ
ルターごとにパラメーターを調整して好みのイメージを作ることも可能。さらにカ
スタムイメージと組み合わせれば膨大な種類のアートな写真も思いのままです。

カメラまかせで美しく撮影できる
オートピクチャーとシーンモード撮影

オートピクチャーモード（AUTO）は、夜景人物、動体、風景など、撮影場面に応
じた９種類の設定から最適な撮影モードをカメラが自動的に選択するので、カメ
ラ任せで撮影に集中できます。また、19 種類のシーンモード（SCN）は、ナイトス
ナップ、サーフ＆スノー、ペット、フォレスト、料理など、さらに細かく撮影シーンに
合わせて設定可能です。ストロボ発光も自動で行います。

SCN MODE　料理AUTO MODE　人物

【銀残し】 彩度を低く、コントラストを高く、
フィルム映画のような印象に仕上げます

【ポップチューン】 彩度を高く、
華やかな印象に仕上げます

フィルターを使って多彩な映像表現 レンズ交換で画角やぼけ味を楽しむ

仕上がりイメージを設定して撮影、
写真表現がさらに広がる11種類のカスタムイメージ

艶やかさを強調し、華やかに仕上げる「ポップチューン」、彩度を落としてコントラ
ストを高めた映画のような味わいを生む「銀残し」など、１１種類のカスタムイメー
ジの中から好みの仕上がりイメージを選んで撮影ができます。
さらにそれぞれのカスタムイメージで、彩度や色相、キー、コントラスト、シャープネ
スを調整してきめ細かいカスタマイズができるので“自分だけ”の仕上がりイメー
ジを作り上げることも可能です。シャープネスはより繊細な「ファインシャープネ
ス」を選択することもできます。

高精細、フルHD動画撮影

レッドボタン（動画記録ボタン）ひと押しで即座にムービー撮影に移れます。
デジタル一眼カメラの APS-C 大型センサーと高性能レンズが生み出す美しい
映像をフルハイビジョン（30fps、MPEG-4 AVC ／ H.264 形式）で記録できま
す。レンズを交換して画角やぼけ味を変えたり、カスタムイメージやデジタルフィル
ターなどのエフェクト効果で多彩な映像表現を楽しめます。露出モードもプログラ
ム、絞り優先、マニュアルから選択でき、絞り、シャッター速度、ＩＳＯ感度が自由に
設定できます。動画撮影中のオートフォーカスは、背面のＡＦボタンでAF 作動が
可能です。内蔵ステレオマイクによる録音のほか、外部マイク端子を装備してい
ますのでステレオマイク（市販品）を接続すればさらに高品位な録音ができます。

インターバル撮影・インターバル動画撮影

設定した時刻から一定間隔で最大999枚まで撮影できる「インターバル撮影」
機能。設定した時刻から一定間隔で静止画を撮影し、1つの動画ファイルとして
記録する「インターバル動画撮影」機能を搭載しています。花の開花や街角の
人の流れなど、被写体の長時間の変化や現象をとらえる定点観測に便利です。
HDRでの撮影にも対応しています。

手軽に楽しい合成写真ができる多重露出

2 ～ 9 枚の写真を撮影して、1 枚の画像に重ね合わせて、アートのような合成写
真ができます。シャッターボタンを押すたびに、合成された画像を液晶モニターの
クイックビューで確認。合成後の露出を自動で適正に補正する事もできます。

グリッド表示も可能な液晶モニター（3：2/VGA）

広視野角 3.0 型で見やすい視野率約100％の液晶モニターを搭載。構図を決
めるのに便利な黄金分割などのグリッド表示、画像の明るさ分布が見られるヒスト
グラム、白とび黒つぶれ警告も表示でき正確な撮影をアシストします。
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RAWファイルの現像、調整ができる付属ソフトウェア
SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX

画像の管理・閲覧と、さまざまな機能を駆使した仕上げが、ひとつのソフトウェ
アでシームレスに楽しめます。定評ある「SILKYPIX」の現像処理エンジンを
ベースに、高速のRAW展開を実現。また、コントロールパネルをタブページごと
にまとめ、よく使う機能をいちばん使いやすい場所に表示させられるなど、カスタ
マイズも自在です。

●緑と赤のカスタムボタン
グリーンボタンとレッドボタン（動画記録ボタン）は、カスタマイズして使用することができ
ます。フォーカスアシストやワンタッチＲＡＷ＋、プレビューなどの機能の割り当てができ
るので、ワンプッシュで目的の操作にアクセスすることができます。

●4 種類のアスペクト比
基本の 3：2 をはじめ、迫力のあるワイドな写真にできるハイビジョンサイズの 16 : 9、
整然とした印象の写真になる正方形の 1 : 1、645 判フィルムと同じ4：3。
撮影したいイメージに合わせて選べます。

●1/4000秒高速シャッター　

●高速６コマ / 秒連写
最高約 6コマ/秒の高速連続撮影が可能です。ミラーのない本体構造により、静粛性
に優れています。

●レンズ収差補正（DA・DA L・D FA・FA Limitedレンズに対応）
広角レンズやズームレンズで発生しやすい樽型や糸巻き型の歪みを補正する歪曲収差
（ディストーション）補正と、色のにじみを補正する倍率色収差補正を搭載。
シャープな輪郭の高品位な画像が得られます。

●CMOS センサーのゴミをふるい落とす DR（Dust Removal）
CMOSセンサーに付着したホコリの写り込みを防ぐため、ホコリの付きにくい SPコー
ティングとセンサー振動によりゴミやホコリを落とすことができます。任意での作動、また
は電源 ON/OFF 時に作動する設定も可能です。

●高精度１０２４分割測光 / 中央重点測光 / スポット測光

●カメラ内ＲＡＷ展開 /ＪＰＥＧをＲＡＷで保存できる「バッファＲＡＷ保存」

●約５００枚撮影可能な省電力設計、大容量バッテリー
フル充電で約５００枚（ストロボ５０％発光 /ＣＩＰＡ規格準拠）の撮影が可能です。

function

正確なオートフォーカス

人物の顔を検出し追尾する「顔検出」、シャッター半押しでピントが合った被写
体を追尾し続ける「追尾」、81点の AF 領域から任意の範囲に設定・任意の
領域にピントを合わる「セレクト」、中央の限られた範囲にピントを合わせる「ス
ポット」と、撮影に応じてオートフォーカスを設定可能。さらに AF アルゴリズムの
進化で、合焦速度・精度も向上しています。

スムーズなマニュアルフォーカス

マニュアルフォーカス時に 2×、4×、6×に拡大できるのでピント合わせが容易
です。またフォーカスアシスト機能により、ピントのあった部分の輪郭が強調され
るので見やすくスムーズなＭＦ操作が可能です。
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■PENTAX K-01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。なお、実演や
興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的であっても、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％以上の有効画素数がありますが、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ので、あらかじめご了承ください。また記録される画像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、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画像です。 ■カ
タログと実際の製品色とは、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
ログ記載の価格はすべて「希望小売価格」です。 ■仕様、価格、デザインなど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

※SDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。※SILKYPIX は株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。 ※本製品はPRINT 
Image Matching II I に対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンターでの出力及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。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターで
は、一部機能が反映されません。 ※「PRINT Image Matching」「PRINT Image　Matching II」「PRINT Image Matching III」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。 ※この製品はAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の
許可のもと、DNG技術を取り入れています。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。 ※Machintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 
※Microsoft、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。Windows Vistaは米国
Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition 
Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの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。

型式

型式 レンズ交換式デジタル一眼カメラ

レンズマウント 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）

使用レンズ KAF3、KAF2（パワーズーム非対応）、KAF、KAマウントレンズ

撮像部

撮像素子 種類：原色フィルター/CMOS、サイズ：23.7×15.7mm

有効画素数 約1628万画素

総画素数 約1649万画素

ダストリムーバル 撮像素子駆動およびSPコーティング

感度（標準出力感度） AUTO/100～12800 （1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ） 、
カスタム設定により拡張ISO100～25600使用可能

手ぶれ補正 撮像素子シフト方式

記録形式

画像ファイル形式 RAW（DNG）、JPEG（Exif 2.3）準拠、DCF2.0準拠

記録サイズ（画素数）

画質 RAW（12bit）：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

色空間 sRGB、AdobeRGB

記録媒体 SD、SDHC、SDXCメモリーカード

記録フォルダー 日付（100_1018、100_1019…）／PENTX（100PENTX、101PENTX…）

形式 TFTカラーＬＣＤ、広視野角タイプ

イメージサイズ 3.0型

ドット数 約92.1万ドット

調整 明るさ調整、色調整

表示 視野率約100%、グリッド表示（16分割表示、黄金分割表示、スケール表示）、
白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示

オート 撮像素子によるTTL方式

プリセット 太陽光、日陰、曇天、蛍光灯（D：昼光色、N：昼白色、W：白色、L：電球色）、白熱灯、
ストロボ、CTE、マニュアル

マニュアル モニター確認による設定

微調整 A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可

方式 コントラスト検出式

輝度範囲 EV1～18（ISO100・F1.4レンズ使用時）

フォーカスモード AF/MF切替式 

AF方式 顔検出、追尾、セレクト、スポット

AF補助投光 専用LEDによるAF補助光

フォーカス補助 AF時の自動拡大（オフ／×2／×4／×6）、フォーカスアシスト、
MF時OKボタンで拡大表示可

ホワイトバランス

フォーカス

JPEG
3:2／16M（4928×3264）, 12M（4224×2816）, 8M（3456×2304）, 5M（2688×1792）
4:3／14M（4352×3264）, 11M（3840×2880）, 7M（3072×2304）, 4M（2304×1728）
16:9／13M（4928×2776）, 10M（4224×2376）, 6M（3456×1944）, 4M（2688×1512）
1:1／10M（3264×3264）, 8M（2880×2880）, 5M（2304×2304）, 3M（1728×1728）

画像モニター

RAW
3：2／16M（4928×3264）

PENTAX K-01

PENTAX K-01  性能諸元

すべてオープン価格　※レンズキットのDA L18-55mmF3.5-5.6ALは、ボディ色が「ホワイト／ブラック」はホワイト色、「ブラック／ブラック」と「ブラック／イエロー」はブラック色となります。

動作確認済みのSD（SDHC、SDXC）メモリーカード　●パナソニック製 ●東芝製 ●サンディスク製
○SDメモリーカード容量：1GB、2GB ○SDHCメモリーカード容量：4GB、8GB、16GB、32GB ○SDXCメモリーカード容量：64GB
2012年2月現在　※動作確認とは弊社が動作の確認を行い、お客様への便宜を図っているもので当社がお客様に保証をするものでは
ありません。※UHS-Iスピードクラスに対応しています。※動画を撮影する場合は、高速のSDメモリーカードを使用してください。書き込みが
間に合わなくなると、撮影途中で終了する場合があります。

アスペクト比

16：9

JPEG 画質

13M（4928×2776）
10M（4224×2376）
6M（3456×1944）
4M（2688×1512）

16M（4928×3264）
12M（4224×2816）
8M（3456×2304）
5M（2688×1792）

記録サイズ（画素数）
494
★★★

674

1630

874
★★

1183

2806

1724
★

2320

5247

150
997 1749 3352

RAW

3：2

421
569

1387

744
1005

2413

1471
1978

4641

150
843 1489 2873

14M（4352×3264）
11M（3840×2880）
7M（3072×2304）
4M（2304×1728）

4：3

477
612

1653

843
1077

2873

1653
2117

5485

150
950 1653 3176

10M（3264×3264）
8M（2880×2880）
5M（2304×2304）
3M（1728×1728）

1：1

635
809

2194

1117
1419

3771

2194
2742

7099

150
1257 2194 4161

撮影可能枚数の目安（4GB のメモリーカードを使用した場合）

画質★★★
記録サイズ Full HD 1920×1080（16：9）

16分05秒
HD 1280×720（16：9）

27分33秒
VGA 640×480（4：3）

40分12秒

動画記録時間の目安（4GB のメモリーカードを使用した場合）

smc PENTAX-DA40mmF2.8XS
オープン価格（ケースDA40別売）　〈ＪＡＮコード〉4549212 214561

レンズマウント ペンタックスKAFマウント

焦点距離 40mm（35ミリ判換算：約61mm）

開放絞り F2.8

最小絞り F22

レンズ構成 4群 5枚

画角 39°

最短撮影距離 0.4m

最大撮影倍率 0.13倍

絞り羽根枚数 9枚

フィルター径 27mm

大きさ 62.9mm（最大径）×9.2mm（長さ）

重さ 約52g（レンズ本体）

その他 円形絞り、SPコーティング

再生方法 1画像、マルチ画面表示（4、9、16、36、81画面）、拡大（最大16倍まで、スクロール可、
クイック拡大可）、回転表示、ヒストグラム（Yヒストグラム、RGBヒストグラム）、白とび
黒つぶれ警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示（撮影者名、
著作権者名）、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ

消去機能 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去

デジタルフィルター モノトーン、色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、
ネガポジ反転、カラー、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、
ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、ベースメイク

RAW展開 記録形式（JPEG）、記録設定（アスペクト比、記録サイズ、画質、色空間）、
カスタムイメージ、ホワイトバランス、増減感、高感度NR、シャドー補正、
ディストーション補正、倍率色収差補正

編集機能 リサイズ、トリミング（アスペクト比変更可、傾き修正可）、インデックス、
動画編集（分割および不要部分削除）、動画フレーム画像JPEG保存、
バッファRAW保存

カスタムファンクション 16項目

モードメモリ 11項目

カスタムボタン グリーンボタン（グリーンボタン、ワンタッチRAW+、プレビュー、フォーカスアシスト、
カスタムイメージ、デジタルフィルター）、レッドボタン（動画記録、ワンタッチRAW+、
プレビュー、フォーカスアシスト、カスタムイメージ、デジタルフィルター）
AF／AE-Lボタン （AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック）

ワールドタイム 世界75都市に対応（28タイムゾーン）

カスタマイズ機能

電源

著作権情報

端子

USB接続

「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録

再生機能

電池寿命 撮影可能枚数…ストロボ50％発光：約500枚、
ストロボ発光無し：約540枚　再生時間…約320分
※新品の専用バッテリー使用、23℃、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。

ACアダプター ACアダプターキット　K-AC1202J（別売）

使用電池 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P

USB2.0（ハイスピード対応）/AV出力端子、HDMI出力端子、ステレオマイク入力端子

MSC/PTP

ビデオ出力方式 NTSC/PAL

外形寸法 約121mm（幅）×79mm（高）×59mm（厚）（ホットシュー、操作部材除く）

質量 約560g（専用電池、SDカード付き）、約480g（本体のみ）

同梱物 USBケーブル I-USB7、ストラップ O-ST120、充電式リチウムイオンバッテリー 
D-LI90P、専用充電器D-BC90P、ACコードD-CO2J、
ソフトウェア（CD-ROM）S-SW120、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー

ソフトウェア SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX

付属品

外形寸法・質量

外部インターフェイス

カスタムイメージ 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅（MIYABI）、ポップチューン、ほのか、銀残し、
リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス

ノイズリダクション 長秒時NR、高感度NR

撮影機能

ダイナミックレンジ設定 ハイライト補正、シャドー補正

レンズ収差補正 ディストーション補正、倍率色収差補正

デジタルフィルター 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、
ネガポジ反転、カラー

HDR撮影 オート、HDR1、HDR2、HDR3、自動位置調整可

多重露出 撮影回数2～9回、自動露出調整

インターバル 撮影間隔（1秒～24時間）、最大撮影枚数999枚、開始トリガー（即時、時刻指定）

ファイル形式 MPEG‒4 AVC／H.264

動画

記録サイズ

画質

音声

記録時間

カスタムイメージ

デジタルフィルター 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、ネガポジ反転、カラー

インターバル動画 撮影間隔（1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間）、撮影所要時間（4秒～
99時間）、開始トリガー（即時、時刻指定）　※記録形式はMotionJPEG（AVI）

FullHD（1920×1080, 16:9, 30fps/25fps/24fps） 
HD（1280×720, 16:9, 60fps/50fps/30fps/25fps/24fps） 
VGA（640×480, 4:3, 30fps/25fps/24fps）

★★★（S.ファイン）、★★（ファイン）、★（エコノミー） 

内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク端子、録音レベル

最長約25分、内部温度上昇時は自動終了

鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅（MIYABI）、ポップチューン、ほのか、銀残し、
リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス

露出制御

測光方式

露出範囲

露出モード

露出補正

AEロック

シャッター

TTL撮像センサー測光、分割測光／中央重点測光／スポット測光

EV-1～21（ISO100・F1.4レンズ使用時）

オートピクチャーモード（標準、人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、
フォレストを自動選択）、シーンモード（人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、
青空、フォレスト、夜景、夜景HDR、ナイトスナップ、料理、ペット、キッズ、サーフ＆
スノー、逆光シルエット、キャンドルライト、ステージライト、美術館）
プログラム、シャッター優先、絞り優先、マニュアル、バルブ、
HDR（±1EV、±2EV、±3EV切替可）※HDR、夜景HDRはJPEGで固定

±3EV（1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能）

MenuにてAF/AE-Lボタンに割当可能

オート：1/4000秒～30秒、
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

ドライブモード １コマ、連続（Hi、Lo）、 セルフタイマー（12秒後、2秒後）、 
リモコン（即、3秒後）、露出ブラケット（3コマ）

連続撮影 約6.0コマ／秒（JPEG、連続Hi時）
約3.0コマ／秒（JPEG、連続Lo時）

内蔵ストロボ オートポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ、
ガイドナンバー約12（ISO100･m）、28mmレンズの画角（35ミリ判換算）をカバー

発光方式 P-TTL、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ、
ハイスピードシンクロ（対応外付けストロボ）

シンクロ同調速度 同調速度1/180秒

ストロボ光量補正 －2.0～＋1.0EV

ストロボ

ドライブ

K-01レンズキット 
DA40mmF2.8XS付き

K-01ホワイト／ブラック 
〈JANコード〉4549212 215964

K-01ブラック／ブラック 
〈JANコード〉4549212 214615

K-01ブラック／イエロー 
〈JANコード〉4549212 215551

K-01ダブルズームキット
DA L18-55mmF3.5-5.6AL／
DA L55-300mmF4-5.8ED付き

K-01ホワイト／ブラック 
〈JANコード〉4549212 216220

K-01ブラック／ブラック 
〈JANコード〉4549212 214905

K-01ブラック／イエロー 
〈JANコード〉4549212 215810

K-01ズームレンズキット 
DA L18-55mmF3.5-5.6AL付き

K-01ホワイト／ブラック 
〈JANコード〉4549212 216060

K-01ブラック／ブラック 
〈JANコード〉4549212 214721

K-01ブラック／イエロー 
〈JANコード〉4549212 215667

※DA40mmF2.8XSの単体発売は、2012年4月下旬予定です。

《Windowsのシステム環境》
●OS Windows 7（32bit／64bit）／Windows Vista（32bit／64bit）／Windows XP（SP3以降、Home／Pro 32bit） ※64bit
版では32bitアプリケーションとして動作可能 ●CPU Intel Pentium互換プロセッサ（Pentium 4／Athlon XP以上推奨）• マルチコア
（Intel Core i7, i5／Core 2 Quad, Duo／AMD Phenom II X6, X4／Athlon II X4, X2等）対応 ●メモリ 1GB以上（2GB以上推
奨） ●ハードディスクの空き容量 プログラムのインストール・起動時：100MB以上の空き容量、画像ファイル保存：1ファイルあたり10MB
程度 ●モニター 1024×768ドット、24bitフルカラー以上 ●USB2.0ポート標準搭載 ●その他 キーボード、マウス等の入力デバイス

《Macintoshのシステム環境》
●OS Mac OS X 10.7／10.6／10.5 ●CPU Intelプロセッサ対応／Power PC ●メモリ 1GB以上（2GB以上推奨） ●ハードディ
スクの空き容量 プログラムのインストール・起動時：100MB以上の空き容量、画像ファイル保存：1ファイルあたり10MB程度 ●モニター 
1024×768ドット、24bitフルカラー以上 ●USB2.0ポート標準搭載 ●その他 キーボード、マウス等の入力デバイス
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。 ※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。
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〒174-8639 東京都板橋区前野町2-35-7

■ご用命は信用ある当店へ

■オートストロボ AF200FG
希望小売価格：18,000円（税込18,900円）
（ケース付） 
〈JANコード〉 4961333 133727

■リモートコントロール F
希望小売価格：3,000円（税込3,150円）　
〈JANコード〉 4961333 049035

■フリーレングスストラップ　O-ST842
希望小売価格：3,300円（税込3,465円）
〈JANコード〉4961333 153015

■ハンドストラップ　O-ST991
オープン価格
ホワイト：〈JANコード〉4961333 161720
レッド：〈JANコード〉4961333 161737
ブラック：〈JANコード〉4961333 161713

■イメージセンサー
クリーニングキットO-ICK1
希望小売価格：4,000円（税込4,200円）
〈JANコード〉4961333 124985

ACCESSORIES

■ストラップ　O-ST120
オープン価格
〈JANコード〉4549212 214554

ナビダイヤル 0570-001323 （市内通話料金でご利用いただけます） ナビダイヤルをご利用いただけない場合は右記番号におかけください。TEL.03-3960-5705

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、お客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター〈製品に関するお問い合わせ〉 ［営業時間］ 9：00～18：00（平日） 10:00～17：00（土・日・祝日） 年末年始および、ビルの施設点検日は休業

［営業時間］ 10：30～18：30（火曜日定休）
東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービルMB1階（中地下1階） TEL.03-3348-2941

写真文化の向上を目指す
情報発信スペース

ペンタックススクエア

ペンタックスフォーラム

ペンタックス製品愛用者の
写真クラブ

［営業時間］ 9：00～17：00（土・日・祝日休業）
東京都千代田区永田町1-11-1　三宅坂ビル　TEL.03-3580-2060

ペンタックスファミリー

■充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P
希望小売価格：8,000円（税込8,400円）　
〈JANコード〉 4549212 214042

■AC アダプターキット K-AC1202J
オープン価格　
〈JANコード〉 4549212 214431

■バッテリー充電器キット K-BC90PJ
希望小売価格：5,000円（税込5,250円）　
〈JANコード〉 4549212 213694

■は、K-01同梱物と同等品です。

高画質の作例写真などカタログでは語り尽くせないK-01の魅力は

ペンタックスのホームページでご覧いただけます。


	PENTAX K-01
	不朽、信頼、感触　マーク・ニューソン
	detail-1
	detail-2
	Designed by Marc Newson
	Quality　新COMSセンサー、ボディ内手ぶれ補正、HDR撮影
	Creative,Function　11種類のカスタムイメージ、19種類のデジタルフィルター、フルHD動画撮影
	主な仕様
	アクセサリー

