Check!
the 204°movie!
77. 8 mm

超広角

ムービー

原寸 大

57. 4 mm

タフ×ハイスペック
アクションカメラ

感動が広がる! 超広角 204° タフ×ハイスペック アクションカメラ
※

※動画：Wideモード時 204°
／ Narrowモード時 151°
、静止画：Wideモード時 202°/ Narrowモード時 150°

WG accessories

大きな接着面でスノーボードや
カヌーなどの平らな面に固定。

WG アクセサリーで 撮影スタイルも「超」ワイドに！

WG粘着マウント2
接着面サイズ：
直径75mm

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

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

O-CM1533 3,500円（税別）
【JANコード】4549212 287787

超広 角204°
ムービーの圧倒的なスケール！
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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-CM1536 2,500円（税別）
【JANコード】4549212 287817

一般的なアクションカメラ

WG-M2（Narrowモード）

画角のイラストは
違いをわかりやすく表すためのイメージです。

WGハンドルバー
マウント

●雄大な自然をワイドに ● 狭い場所でも広く撮れる ● 疾走感の迫力がすごい

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

撮る・見る・シェアする。手元で遠隔操作

4Kの高精細な動画撮影はもちろん、Full HD 60p/HD 120pの

W G - M 2 は W i - F i 内 蔵 。専 用 アプリケーション「 I m a g e

動画記録にも対応し、動きの速いものもなめらかな映像で記録。

Sync」※ をインストール、接続すればスマートフォンやタブ

高ビットレート約100Mbps で、

レットなどから遠隔操作で撮影が可能。撮影後は動画・写真

情報量の多い美しい動画の撮影が

を手軽に転送して、
ＳＮＳへのアップロードも行えます。

可能になりました。

※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。

※４K、S.Fineに設定し、microSDXC UHS-I
Class3メモリーカードを使用した場合。

液晶モニターを搭載
水中でも陸上でもハウジングなしで

手ぶれ軽減「 Movie SR」で
ぶれを抑えた動画を記録できます。
※動画・Narrowモード時のみ、Movie SRのON/OFFを選択可能

WGサクションカップ
マウント

WG粘着マウント

接着面サイズ：43mm 39mm

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）

吸着面サイズ：直径80mm

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

※3個セット

磁石の力で固定。

WGマグネットマウント
吸着面サイズ：44mm 41mm

見やすく、モード設定や

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

構図決めなど
確実な操作が行えます。
Movie SR：OFF

グローブをした手でも

写真は機能を説明するためのイメージです。

吸盤の力で平らな面に固定。

両面テープでフラットな面に固定。

WG-M2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
O-CM1473 オープン価格
【JANコード】4549212 276033

O-MA1531 2,500円（税別）
【JANコード】4549212 287824

● ハウジングなしのクリアな音をチェック！

Movie SR：ON

充電式リチウムイオンバッテリー
D-LI68 オープン価格
【JANコード】4961333 131051

クッション性のある

カメラを傷から守る

近日発売

近日発売 ※カメラ本体は付属していません。

カメラケース

O-CC163 3,900円（税別）
【JANコード】
4549212 296833

バッテリー充電器キット
K-BC115J オープン価格
【JANコード】4961333 208852

プロテクタージャケット

O-CC1631 3,200円（税別）
【JANコード】
4549212 296703

ACアダプターキット
K-AC115J オープン価格
【JANコード】4961333 209095

HDMIケーブル
HC-1 3,000円（税別）
【JANコード】4961311 864063

※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。

※WG粘着マウントとの
組み合わせイメージです。

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

※

撮影できるので液晶モニターが

操作しやすい大型ボタン採用

O-CM1534 3,000円（税別）
【JANコード】4549212 287794

対応パイプ径：
直径20mm〜35mm

204°
の超ワイド体験ができる動画はこちら！

※

WGペグマウント

ハンドルバーなどの丸い棒状の
ものを挟んで固定。

WG-M2（Wideモード）

話題の4Kで動画撮影を楽しむ

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。

汗や水に強い

スポーツストラップ
O-ST81 1,500円（税別）
【JANコード】
4961333 118328

バイブレーション機能や
かっこいいエフェクトなど
WG-M2 ならではの
機能をチェック！

WＧシリーズならではのデザイン

ブルー
（LEDライト点灯時）
【JANコード】
4549212 287862

WG Watch

オープン価格

■ 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

水中レンズ
プロテクター装着時
オレンジ
【JANコード】4549212 296178

オレンジ
（LEDデジタル表示点灯時）
【JANコード】4549212 287855

シルバー
【JANコード】4549212 296277

ブラック
（LEDデジタル表示点灯時）
【JANコード】4549212 287879

主な仕様
レンズ
最大画角
（対角）※1

手ぶれ軽減
ファイル方式

記録画素数

RICOHレンズ 8群8枚（非球面レンズ6枚使用）※1
1.6mm（35ミリ判換算 約14mm）
、明るさ：F2.0、撮影範囲：0.2m〜∞

露出制御

プログラムAE
測光方式：分割測光、スポット測光

静止画 約202°
（Wide）約150°
（Narrow）
動画 約204°
（Wide）約151°
（Narrow）

撮影モード

静止画、水中静止画、高速連写、
動画、水中動画、タイムラプス動画、エンドレス動画、ハイスピード動画

電子式（Movie SR）※2

エフェクト

鮮やか、ナチュラル、モノトーン、シェーディング、銀残し、
ハードモノクローム、ハイコントラスト ※4

静 止 画

JPEG（Exif 2.3）
、DCF2.0準拠、PRINT Image MatchingⅢ対応

動

画

MPEG-4 AVC / H.264（MOV）

音

声

PCM方式、ステレオ

静 止 画
動

画

（4:3）8M:3264×2448, 5M:2592×1944
（16:9）6M:3264×1840, 4M:2592×1464 （1:1）6M:2448×2448

露出補正：±2EV（1/2EVステップ）

再生機能

静止画保存、動画分割、画像コピー

シャッタースピード

1/24000秒 - 1/4秒

記録媒体

内蔵メモリー（約68MB）、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード

電源

リチウムイオンバッテリー D-LI68
静止画撮影：約450枚（専用バッテリー使用）※5
録画時間：約80分（4K・Fine設定時）※5 再生時間：約160分（4K・Fine設定時）※6

電池寿命

4K（3840×2160:30fps）、Full HD（1920×1080:60fps/30fps）、
HD（1280×720:120fps/60fps/30fps）

画質

静止画：固定（Fine）、動画：S.Fine/Fine ※3

外部インターフェイス

USB2.0（microB）、HDMI端子（タイプD）

有効画素数（静止画）

約800万画素

WireLessインターフェイス

規格：802.11b/g/n

撮像素子

1/2.3型 CMOS

防水/防塵性能

JIS保護等級8級相当／JIS保護等級6級相当

感度（標準出力感度）

静止画:ISO AUTO/AUTO-Hi/200/400/800/1600/3200/6400
動画:ISO AUTO/AUTO-Hi

外形・寸法

ホワイトバランス

オート、屋外オート、マニュアル

画像モニター

1.5型 約11.5万ドットLCD

使用周波数：2.4GHz帯

セキュリティ：WPA2

約57.4（幅）
×34.1（高）
×77.8（厚）mm（操作部材、突起部を除く）※1

質量（重さ）

撮影時

約136 g（ 電池、
メモリーカード、
レンズプロテクターを含む）

付属品

充電式リチウムイオンバッテリーD-LI68、充電用電源アダプター、
USBケーブルI-USB157、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター

※1 レンズプロテクター装着時。※2 動画モードで画角Narrow設定時のみ使用可、Movie SRがONの時は画角が狭くなります。※3 撮影モード「動画」以外は固定（Fine）。※4 静止画、水中静止画、高速連写時は、鮮やか、ナチュラル、モノ
トーンのみ選択可。※5 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。
（ CIPA規格抜粋：液晶モニターON、23℃）※6 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-M2 記録時間・記録枚数（目安）
動画
フレーム数

時間：分：秒

4K 3840×2160
30fps S.Fine

Full HD 1980×1080

HD 1280×720

30fps Fine

60fps S.Fine

60fps Fine

30fps S.Fine

30fps Fine

120fps Fine

60fps Fine

30fps Fine

枚
静止画

8M［4：3］
6M［16：9］
6M［1：1］
（3264×2448）（3264×1840）（2448×2448）

内蔵メモリー

ー

ー

0：00：12

0：00：18

0：00：22

0：00：33

0：00：21

0：00：33

0：00：52

内蔵メモリー

38

46

46

8GB

0：10：19

0：17：06

0：24：09

0：35：55

0：44：18

1：04：18

0：41：31

1：04：18

1：42：14

8GB

4199

5092

5092

32GB

0：41：29

1：08：43

1：37：02

2：24：15

2：57：55

4：18：15

2：46：47

4：18：14

6：50：32

32GB

16857

20444

20444

※動画の連続記録可能時間・サイズは、１ファイルにつき最大25分、あるいは4GBまでです。 ※1280ｘ720/120fps設定時の記録可能時間は、１ファイルにつき最大4分までです。

RICOH WG-M2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20ｍ、連続120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。

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）
※microSDXC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、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。

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。

■本製品を使 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。9 9.9 9％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。

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
（旧：RING CUBE）

（旧：ペンタックスフォーラム）

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

ペンタックスリコー
ファミリークラブ

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

●お問い合わせ・ご用命は・・・

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

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。

0570-001313

お 客 様 相 談センター

●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、
をご利用ください。

ピックアップ
リペアサービス

03-4330-0008

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。

2016年 3月現在

