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PENTAX K-S1 カラーコレクション

型式…P-TTLフラッシュ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ　レンズマウント…ペンタックスバヨネット K AF2マウント（AFカプラー・情報接点・電源接点付き）
使用レンズ…K AF3、K AF2（パワーズーム非対応）、K AF、K Aマウントレンズ

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　クロスプロセス…
シャッフル、プリセット１～３、お気に入り１～３   ノイズリダクション…長秒時NR、高感度NR　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、周辺光量補正、回折補正　デジタルフィルター…色抽出、色の置換え、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、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム　HDR撮影…オート／Type1／Type2／Type3、振り幅設定可、自動位置調整可

ファイル形式…MPEG-4 AVC／H.264（MOV）  記録サイズフレームレート…Full HD（1920×1080、30p／25p／24p）、HD（1280×720、 60p／50p）　音声…
内蔵ステレオマイク、録音レベル調整可能　記録時間…最大４GB、または最長25分  内部温度上昇時は自動終了　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　クロスプロセス…シャッフル、プリセット１～３、お気に入り１～３
デジタルフィルター…色抽出、色の置換え、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、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム

再生方法…1画像、マルチ画面表示（6、12、20、35、80画面）、拡大（最大16倍まで、クイック拡大可）、回転表示、ヒストグラム表示（Yヒストグラム、RGBヒストグラ
ム）、白とび警告表示、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、GPS情報（緯度、経度、標高、協定世界
時）、方位   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…ベースメイク、色抽出、色の置換え、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、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、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、モノトーン  RAW展開…RAW画像選択：1画像選択／複数画像選択／フォルダー選択  RAW展開パラメー
ター：記録形式（JPEG）、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間、ディスト―ション補正、倍率色収差補正、周辺光量補正、回折補正、フリンジ補正、ホワイ
トバランス、カスタムイメージ、デジタルフィルター、増減感、高感度NR、シャドー補正　編集機能…色モアレ補正、画像回転、リサイズ、トリミング（アスペクト比変更
可、傾き修正可）、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、Eye-Fi画像転送

カスタムファンクション…26項目　モードメモリ…11項目　ボタンカスタマイズ…グリーンボタン（グリーンボタン、ワンタッチRAW+、光学プレビュー、デジタルプレ
ビュー、測距点移動）、AF/AE-Lボタン（AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック、静止画動画で個別設定可能）、電子ダイヤル（順方向、逆方向）　オートフォー
カスカスタマイズ…AF.S:フォーカス優先／レリーズ優先から選択可。AF.C1コマ目の動作:レリーズ優先／オート／フォーカス優先から選択可。AF.C連続撮影中の動
作:フォーカス優先／オート／コマ速優先から選択可。AFホールド:オフ／弱／中／強から選択可。  文字サイズ…標準、大きい　ワールドタイム…世界75都市に対応

（28タイムゾーン）　AF微調整…±10ステップ、一律調整、個別調整（最大20本まで登録可）　著作権情報…「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソ
フトウェアで改ざんの有無を確認可能

使用電池…充電式リチウムイオンバッテリーD-L I109　ACアダプター…ACアダプターキット　K-AC128J（別売）　電池寿命…［撮影可能枚数］フラッシュ50％発
光：約410枚、フラッシュ発光なし：約480枚  ［再生時間］約270分  ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、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。

端子…USB2.0（micro-Bタイプ、ハイスピード対応）、HDMI出力端子（タイプD）   USB接続…MSC／PTP

外形寸法…約120mm（幅）×92.5mm（高）×69.5mm（厚） （突起部を除く）  質量…約558g（バッテリー、SDカード付き） 約498g（本体のみ）

同梱物…ストラップ O-ST132、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI109、バッテリー充電器D-BC109、ACコード、ソフトウエア（CD-ROM）S-SW151、スタートガイ
ド、アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー、レンズフロントリング（レンズキット、300Wズームキットのみ、DA L18-55mmレンズ同色が付属）　ソフト
ウェア…Digital Camera Util ity 5

撮像素子…種類：原色フィルター／CMOS、サイズ：23.5×15.6mm　有効画素数…約2012万画素  総画素数…約2042万画素　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）…ISO AUTO／100～51200（1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ）　手ぶれ補正…撮像素子シフト方式

（SR:Shake Reduction）　ローパスセレクター…SRユニットを用いたモアレ低減機能、OFF／Type1／Type2／ブラケット

画像ファイル形式…RAW（PEF／DNG）、JPEG(Exif 2.3）準拠、DCF2.0準拠　記録サイズ（画素数）…［JPEG］L（20M：5472×3648）、M（12M:4224×2816）、
S（6M:3072×2048）、XS（2M:1920×1280） ［RAW］L（20M：5472×3648）  画質…［RAW（12bi t）］PEF、DNG  ［JPEG］★★★（スーパーファイン）、★★

（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、Eye -F iカード、FLU
カード（SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-1規格に対応）　記録フォルダー…フォルダー名設定：日付（100_1018、101_1019…）、任意（初期値はPENTX）  記録
ファイル…ファイル名設定可能（初期値はIMGP* * * *）ファイルNo.設定:連番設定、リセット

方式…ペンタプリズムファインダー  視野率…約100％　倍率…約0.95×（50mmF1.4・∞）  アイレリーフ長…約20.5mm（見口枠より）、約22.3mm（レンズ中心より）
視度調節機能…約-2.5～＋1.5m -1  フォーカシングスクリーン…ナチュラルブライトマットⅢ、交換式

方式…撮像素子によるTTL方式  フォーカス…コントラスト検出式（顔検出、顔検出アシスト、追尾、多点オート、セレクト、スポット）フォーカスアシスト（ON／OFF）　
表示…視野率約100%、拡大表示（2×、4×、8×、10×）、グリッド表示（16分割表示、黄金分割表示、スケール表示）、ヒストグラム表示、白とび警告

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、彩度、色調整

方式…撮像素子および光源検知センサーによる併用方式　ホワイトバランス…オートWB、マルチパターンオートWB、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、フラッシュ、CTE、マニュアル、色温度設定、撮影画像設定　微調整…A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可

測光方式…TTL開放77分割測光、分割測光／中央重点／スポット   露出範囲…EV0～22（ISO100・50mmF1.4）   露出モード…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）、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） ※夜景HDRはJPEGで固定、EFFECTモード（フェードカラー、さわや
か、極彩、ソリッドモノカラー、ビンテージカラー、クロスプロセス、さくらほのか、ハードモノクローム、赤外調、あでみやび）、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り
優先、シャッター＆絞り優先、マニュアル、バルブ　露出補正…±5EV（1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能）  AEロック…MenuにてAF／AE-Lボタンに割当可能

方式…電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター　シャッタースピード…オート：1/6000秒～30秒、マニュアル：1/6000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…［静止画］1コマ、連続（H、L）、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 ［動画］リモコン  連続撮影…［最高約5.4コマ
/秒］JPEG（L・★★★・連続H）：20コマまで、RAW：5コマまで  ［最高約3.0コマ/秒］JPEG（L・★★★・連続L）：100コマまで、RAW：8コマまで  ※連続撮影可能
コマ数はISO100のとき

商品ラインアップ型式

撮像部

記録形式

ファインダー

ライブビュー

画像モニター

ホワイト
バランス
オート

フォーカス

露出制御

シャッター

ドライブ

フラッシュ

撮影機能

動画

再生機能

カスタマイズ
機能

電源

外部インター
フェース

外形寸法・質量

付属品

●K-S1 ボディ
●smc PENTAX-DA L18-55mm
　F3.5-5.6AL
●smc PENTAX-DA L55-300mm
　F4-5.8ED
オープン価格

PENTAX K-S1 
300Wズームキット

●K-S1 ボディ
●smc PENTAX-DA L18-55mm
　F3.5-5.6AL
オープン価格

PENTAX K-S1 レンズキット

●K-S1 ボディ
オープン価格

PENTAX K-S1 ボディキット

別売アクセサリー
対応

GPSユニット…O-GPS1:GPS情報（緯度、経度、標高、協定世界時）、方位、電子コンパス、アストロトレーサー　
FLU CARD FOR PENTAX 16GB O-FC1:リモート撮影、画像閲覧

内蔵フラッシュ…ポップアップ機能付きP-TTL内蔵フラッシュ、ガイドナンバー約10（ISO100･m）、28mmレンズの画角（35ミリ判換算）をカバー　発光方式…自動発
光、自動発光+赤目軽減（オートピクチャー、シーンモード時）、強制発光、強制発光+赤目軽減、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、後幕シンクロ、マニュアル発
光（FULL～1/128）   シンクロ同調速度…1/180秒   フラッシュ光量補正…-2.0～+1.0EV   外付けフラッシュ…対応、P-TTL、先幕シンクロ、後幕シンクロ、光量比
制御、ハイスピードシンクロ ワイヤレスシンクロ可能（要2台）

方式…TTL位相差検出式　測距センサー…SAFOX IXi +、11点測距（中央9点はクロスタイプ）  輝度範囲…EV-1～18（ISO100、常温）　AFモード…シングルAF（AF.S）、
コンティニュアスAF（AF.C）、自動選択AF（AF.A）　AFエリア…5点オート、11点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット   AF補助光…専用LEDによるAF補助光

ブラック
K-S1 ボディキット
JAN：4549212 278433
K-S1 レンズキット
JAN：4549212 278549
K-S1 300Wズームキット
JAN：4549212 278624

ホワイト
K-S1 ボディキット
JAN：4549212 278778
K-S1 レンズキット
JAN：4549212 278884

K-S1 300Wズームキット
JAN：4549212 278969

ブルー
K-S1 ボディキット
JAN：4549212 279119

K-S1 レンズキット
JAN：4549212 279225

K-S1 300Wズームキット
JAN：4549212 279300
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すべてのレンズで手ぶれを抑える

ボディ内手ぶれ補正機構 SR
解像感とモアレ軽減 、２台分の活躍

ローパスセレクター
CMOSイメージセンサーの解像感を最大限に引き
出す、ローパスフィルターレス設計。さらに、セン
サーの微小駆 動によりモアレ軽減 効果を生む
ペンタックス独自機能の「ローパスセレクター」も
搭載。２台分のメリットをこの１台で得られます。

※1/1000秒より低いシャッタースピードでより効果的にご利用いただけ
　ます。また、“HDR”撮影時は利用できません。

※CIPA規格準拠［ f=135mm（35ミリ判換算 f=207mm）、
　SmC PENTAX-DA18-135ｍｍF3.5-5.6ED AL[IF]DC  WR使用時 ］

約0.95倍※、高倍率の

視野率約100％
光学ファインダー
ペンタックス上位機種と同等のスペックを有する
ガラスプリズムファインダーを採用 。 視野率約
100％、ファインダー倍率 約0.95倍 の大きく
見やすいファインダーで、ピント合わせや構図
の確認など、被写体に集中した撮影ができます。
※50mmF1.4・∞

暗いシーンに強い、超高感度

ISO 51200
APS-Cサイズの新型CMOSイメージセンサーと
画像処理エンジン“PRIME MⅡ”の採用により、
ISO 51200という超高感度を実現 。高感度でも
ノイズを効果的に抑え、今まで撮れなかった暗い
シーンでも表現力を存分に発揮します。

設定モードが光るから、
ひと目でわかって迷わない

撮影モード

撮影モードは充実の10モード。しかも設定時、
ダイヤル上のモードが光るため、暗い場所でも
的確に設定できます。

光路イメージ

手ぶれ補正機構をボディに搭載。どの交換レンズ
を使用しても、手ぶれを軽減します。手ぶれ補正
効果は3.5段※で、SRユニットの高速振動でゴミを
除去するクリーニング機構、DRも備えています。

他の追随を許さない

豊富な交換レンズ群
ペンタックスはAPS-Cに最適化された、小型で
機 動性が 高いレンズを豊富に取り揃えていま
す。遠くの被写体を大きく写せる望遠レンズ、風
景撮影に適した広角レンズなど、幅広いライン
アップの中から、シチュエーションや被写体に合
わせてお選びいただけます。

光のインターフェイスとペンタックス独自の先進機能。

ワンランク上の本 格性能で狙ったものを確実に撮りきる

デジタル一眼レフの新しい可能性を拓く、一台。

CMOSイメージセンサー

SRユニット

● 有効約2012万画素の高画質
● 1/6000秒高速シャッター

● 約5.4コマ/秒 高速連写
● 77分割測光

● SAFOX Ⅸi ＋による高精度AF 
● 回折補正など充実のレンズ補正機能

● 高精細・アスペクト比3：2の3.0型液晶モニター
● FLUCARD FOR PENTAX／Eye-Fiカード対応

● ライブビュー撮影
● 内蔵フラッシュ主な機能

● クリエイティブな作品に仕上げるエフェクトモード
● ステレオ音声のフルＨＤ動画

※2014年7月、リコーイメージング調べ

PENTAX

Brand A

Brand B

25

18

12

コンパクトボディに、本格性能を凝縮した、
革新のデジタル一眼レフ。

■APS-Cサイズイメージセンサーに最適化された
　レンズの数

設定中のモードは
グリーンで点灯します。

モードダイヤル操作時、
見やすいように白く点灯します。
（操作後、自動で消灯）

AUTO

P

Sv

Tv

Av

TAv

M

B

EFFECT

SCN

：（オートピクチャーモード）

：（プログラム）

：（感度優先）

：（シャッター優先）

：（絞り優先）

：（シャッター＆絞り優先）

：（マニュアル）

：（バルブ）

：（エフェクトモード）

：（シーンモード）

撮影モード
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PENTAX K-S1 カラーコレクション

型式…P-TTLフラッシュ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ　レンズマウント…ペンタックスバヨネット K AF2マウント（AFカプラー・情報接点・電源接点付き）
使用レンズ…K AF3、K AF2（パワーズーム非対応）、K AF、K Aマウントレンズ

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　クロスプロセス…
シャッフル、プリセット１～３、お気に入り１～３   ノイズリダクション…長秒時NR、高感度NR　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、周辺光量補正、回折補正　デジタルフィルター…色抽出、色の置換え、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、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム　HDR撮影…オート／Type1／Type2／Type3、振り幅設定可、自動位置調整可

ファイル形式…MPEG-4 AVC／H.264（MOV）  記録サイズフレームレート…Full HD（1920×1080、30p／25p／24p）、HD（1280×720、 60p／50p）　音声…
内蔵ステレオマイク、録音レベル調整可能　記録時間…最大４GB、または最長25分  内部温度上昇時は自動終了　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　クロスプロセス…シャッフル、プリセット１～３、お気に入り１～３
デジタルフィルター…色抽出、色の置換え、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、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム

再生方法…1画像、マルチ画面表示（6、12、20、35、80画面）、拡大（最大16倍まで、クイック拡大可）、回転表示、ヒストグラム表示（Yヒストグラム、RGBヒストグラ
ム）、白とび警告表示、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、GPS情報（緯度、経度、標高、協定世界
時）、方位   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…ベースメイク、色抽出、色の置換え、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、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、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、モノトーン  RAW展開…RAW画像選択：1画像選択／複数画像選択／フォルダー選択  RAW展開パラメー
ター：記録形式（JPEG）、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間、ディスト―ション補正、倍率色収差補正、周辺光量補正、回折補正、フリンジ補正、ホワイ
トバランス、カスタムイメージ、デジタルフィルター、増減感、高感度NR、シャドー補正　編集機能…色モアレ補正、画像回転、リサイズ、トリミング（アスペクト比変更
可、傾き修正可）、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、Eye-Fi画像転送

カスタムファンクション…26項目　モードメモリ…11項目　ボタンカスタマイズ…グリーンボタン（グリーンボタン、ワンタッチRAW+、光学プレビュー、デジタルプレ
ビュー、測距点移動）、AF/AE-Lボタン（AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック、静止画動画で個別設定可能）、電子ダイヤル（順方向、逆方向）　オートフォー
カスカスタマイズ…AF.S:フォーカス優先／レリーズ優先から選択可。AF.C1コマ目の動作:レリーズ優先／オート／フォーカス優先から選択可。AF.C連続撮影中の動
作:フォーカス優先／オート／コマ速優先から選択可。AFホールド:オフ／弱／中／強から選択可。  文字サイズ…標準、大きい　ワールドタイム…世界75都市に対応

（28タイムゾーン）　AF微調整…±10ステップ、一律調整、個別調整（最大20本まで登録可）　著作権情報…「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソ
フトウェアで改ざんの有無を確認可能

使用電池…充電式リチウムイオンバッテリーD-L I109　ACアダプター…ACアダプターキット　K-AC128J（別売）　電池寿命…［撮影可能枚数］フラッシュ50％発
光：約410枚、フラッシュ発光なし：約480枚  ［再生時間］約270分  ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、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。

端子…USB2.0（micro-Bタイプ、ハイスピード対応）、HDMI出力端子（タイプD）   USB接続…MSC／PTP

外形寸法…約120mm（幅）×92.5mm（高）×69.5mm（厚） （突起部を除く）  質量…約558g（バッテリー、SDカード付き） 約498g（本体のみ）

同梱物…ストラップ O-ST132、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI109、バッテリー充電器D-BC109、ACコード、ソフトウエア（CD-ROM）S-SW151、スタートガイ
ド、アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー、レンズフロントリング（レンズキット、300Wズームキットのみ、DA L18-55mmレンズ同色が付属）　ソフト
ウェア…Digital Camera Util ity 5

撮像素子…種類：原色フィルター／CMOS、サイズ：23.5×15.6mm　有効画素数…約2012万画素  総画素数…約2042万画素　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）…ISO AUTO／100～51200（1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ）　手ぶれ補正…撮像素子シフト方式

（SR:Shake Reduction）　ローパスセレクター…SRユニットを用いたモアレ低減機能、OFF／Type1／Type2／ブラケット

画像ファイル形式…RAW（PEF／DNG）、JPEG(Exif 2.3）準拠、DCF2.0準拠　記録サイズ（画素数）…［JPEG］L（20M：5472×3648）、M（12M:4224×2816）、
S（6M:3072×2048）、XS（2M:1920×1280） ［RAW］L（20M：5472×3648）  画質…［RAW（12bi t）］PEF、DNG  ［JPEG］★★★（スーパーファイン）、★★

（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、Eye -F iカード、FLU
カード（SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-1規格に対応）　記録フォルダー…フォルダー名設定：日付（100_1018、101_1019…）、任意（初期値はPENTX）  記録
ファイル…ファイル名設定可能（初期値はIMGP* * * *）ファイルNo.設定:連番設定、リセット

方式…ペンタプリズムファインダー  視野率…約100％　倍率…約0.95×（50mmF1.4・∞）  アイレリーフ長…約20.5mm（見口枠より）、約22.3mm（レンズ中心より）
視度調節機能…約-2.5～＋1.5m -1  フォーカシングスクリーン…ナチュラルブライトマットⅢ、交換式

方式…撮像素子によるTTL方式  フォーカス…コントラスト検出式（顔検出、顔検出アシスト、追尾、多点オート、セレクト、スポット）フォーカスアシスト（ON／OFF）　
表示…視野率約100%、拡大表示（2×、4×、8×、10×）、グリッド表示（16分割表示、黄金分割表示、スケール表示）、ヒストグラム表示、白とび警告

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、彩度、色調整

方式…撮像素子および光源検知センサーによる併用方式　ホワイトバランス…オートWB、マルチパターンオートWB、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、フラッシュ、CTE、マニュアル、色温度設定、撮影画像設定　微調整…A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可

測光方式…TTL開放77分割測光、分割測光／中央重点／スポット   露出範囲…EV0～22（ISO100・50mmF1.4）   露出モード…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）、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） ※夜景HDRはJPEGで固定、EFFECTモード（フェードカラー、さわや
か、極彩、ソリッドモノカラー、ビンテージカラー、クロスプロセス、さくらほのか、ハードモノクローム、赤外調、あでみやび）、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り
優先、シャッター＆絞り優先、マニュアル、バルブ　露出補正…±5EV（1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能）  AEロック…MenuにてAF／AE-Lボタンに割当可能

方式…電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター　シャッタースピード…オート：1/6000秒～30秒、マニュアル：1/6000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…［静止画］1コマ、連続（H、L）、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 ［動画］リモコン  連続撮影…［最高約5.4コマ
/秒］JPEG（L・★★★・連続H）：20コマまで、RAW：5コマまで  ［最高約3.0コマ/秒］JPEG（L・★★★・連続L）：100コマまで、RAW：8コマまで  ※連続撮影可能
コマ数はISO100のとき

商品ラインアップ型式

撮像部

記録形式

ファインダー
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撮影機能
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電源
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外形寸法・質量

付属品

●K-S1 ボディ
●smc PENTAX-DA L18-55mm
　F3.5-5.6AL
●smc PENTAX-DA L55-300mm
　F4-5.8ED
オープン価格

PENTAX K-S1 
300Wズームキット

●K-S1 ボディ
●smc PENTAX-DA L18-55mm
　F3.5-5.6AL
オープン価格

PENTAX K-S1 レンズキット

●K-S1 ボディ
オープン価格

PENTAX K-S1 ボディキット

別売アクセサリー
対応

GPSユニット…O-GPS1:GPS情報（緯度、経度、標高、協定世界時）、方位、電子コンパス、アストロトレーサー　
FLU CARD FOR PENTAX 16GB O-FC1:リモート撮影、画像閲覧

内蔵フラッシュ…ポップアップ機能付きP-TTL内蔵フラッシュ、ガイドナンバー約10（ISO100･m）、28mmレンズの画角（35ミリ判換算）をカバー　発光方式…自動発
光、自動発光+赤目軽減（オートピクチャー、シーンモード時）、強制発光、強制発光+赤目軽減、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、後幕シンクロ、マニュアル発
光（FULL～1/128）   シンクロ同調速度…1/180秒   フラッシュ光量補正…-2.0～+1.0EV   外付けフラッシュ…対応、P-TTL、先幕シンクロ、後幕シンクロ、光量比
制御、ハイスピードシンクロ ワイヤレスシンクロ可能（要2台）

方式…TTL位相差検出式　測距センサー…SAFOX IXi +、11点測距（中央9点はクロスタイプ）  輝度範囲…EV-1～18（ISO100、常温）　AFモード…シングルAF（AF.S）、
コンティニュアスAF（AF.C）、自動選択AF（AF.A）　AFエリア…5点オート、11点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット   AF補助光…専用LEDによるAF補助光

ブラック
K-S1 ボディキット
JAN：4549212 278433
K-S1 レンズキット
JAN：4549212 278549
K-S1 300Wズームキット
JAN：4549212 278624

ホワイト
K-S1 ボディキット
JAN：4549212 278778
K-S1 レンズキット
JAN：4549212 278884

K-S1 300Wズームキット
JAN：4549212 278969

ブルー
K-S1 ボディキット
JAN：4549212 279119

K-S1 レンズキット
JAN：4549212 279225

K-S1 300Wズームキット
JAN：4549212 279300
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