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パワフルな光学 21 倍ズーム、シュナイダーレンズを搭載

Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ新発売
コダック株式会社（代表取締役社長：松浦規之）と加賀ハイテック株式会社（代表取締役社長：中川良博）は、
本日、新製品『Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ』の発売について発表を行いました。
『Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ』の特長
パワフルな『ドイツの名門 Schneider（シュナイダー）』光学 21 倍ズームレンズ搭載
コンパクトなボディに光学式手ぶれ補正機能（CCD シフト式）を内蔵。
スマートキャプチャー機能
全自動撮影モードはどんな撮影状況にもカメラが自動的にシーンを認識し、最適な設定を行うので誰にでも
カンタンに美しい写真を撮影できます。
＊自動トーンカーブ調整：明るさ・光源の状態からシーンを認識し、シーンに合ったトーンカーブ調整
＊自動設定：撮影の難しい場面でも、露出・ピント・ISO 感度などをカメラが自動設定
＊画像の最適化：暗い場所の撮影で発生しやすいノイズを軽減し、見た目どおりの色調を再現
連写機能 （※P モード/M モード時）
＊14MP 設定の場合： 最大８コマ（0.9 コマ/秒）
＊10MP 設定の場合： 最大 9 コマ（1 コマ/秒）
＊6MP 設定の場合： 最大 17 コマ（1 コマ/秒）
＊3MP 設定の場合： 最大 31 コマ（1 コマ/秒）
静止画・動画編集機能
静止画トリミング、パノラマステッチ機能で 2 枚または 3 枚の連続した写真をつなぎ合わせ、ワイドな画像が
作成可能。静止画だけでなく迫力ある高画質ビデオ（720p/30fps）も撮影・編集ができます。
＊トリミング： 不要な部分をカメラ本体でカット
＊静止画切り出し： 動画をコマ送りし、ベストタイミングの静止画を切り出して作成
＊9 分割アクションプリント： 動画から連続した 9 分割のコマを１画像データとして作成
コダック株式会社コンシューマービジネス事業部マネージングディレクター・藤原浩は「今までぶれやすく
失敗の多かった遠景の撮影をカメラまかせで気軽に撮影したい方にも、こだわって被写体ごとに機能を使い
分けたい方にも、それぞれのシチュエーションにお応えできる機能が満載です。価格的にもご満足いただけ
るズームカメラと思います。又、市販のアルカリ単三乾電池（4 本）仕様というのもおすすめ特長のひとつで
す。」と述べています。
加賀ハイテック取引先販売店、およびオンライン・ショッピング・サイト【SHOPPING KODAK】
（http://kodak.shop-kagaht.jp/）などで10月初旬に発売をいたします。

【製品画像】

●製品名：Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ
●JANコード：0041771350925
● 価格： オープン価格 (SHOPPING KODAK 価格 \19,800・税込)
● 発売日： 2011年10月初旬
【 主な仕様・機能 】
イメージセンサー
有効画素数
ズーム
焦点距離
F値
手ぶれ補正
液晶画面
内蔵メモリー
記録メディア
フェイス検出
基本スペック

シャッター速度
フォーカスモード

1/2.3 型 1450 万画素 CCD
1400 万画素（4368 x 3256 ピクセル）
光学 21 倍（シュナイダーレンズ）、デジタル 5 倍
25 - 525 mm (35mm 換算）
f/3.1 〜 f/8.7 (広角側)、f/5.8 〜 f/16.3 (望遠側)
静止画： 光学式（CCD シフト）
動画： デジタル式
3.0 型カラー液晶、23 万画素
128 MB （画像保存用として 84 MB）
SD または SDHC カード（別売：32GB まで動作確認済み）
（SD ロゴは、SD Card Association の商標です。）
あり
スマートキャプチャーモード：オート（1/2～1/1500 秒）
Ｓ／Ｍモード：1/6～1/1500 秒
ノーマル AF、マクロ AF、無限遠
[広角] 10ｃm～無限遠

フォーカス範囲

[望遠] 1.6m～無限遠
（スマートキャプチャーモード）

AF モード

コンティニュアス AF, シングル AF

AF ゾーン

マルチゾーン AF、中央部 AF、フェイス優先 AF

露出計
露出補正
AE/AF ロック
ISO 感度

マルチパターン、中央重点、フェイス優先露出
±2.0 EV（1/3 EV ステップ）
シャッターボタン半押しによる
オート、64、100、200、400、800、1600（P モード／M モードで設定可）

フラッシュ到達距離
フラッシュ発光モード
フラッシュ補正
撮影モード

撮影機能

シーンモード
セルフタイマーモード
連写モード
画像記録フォーマット

0.5～5.6 m（広角）、1.0～4.2 m（望遠）
（スマートキャプチャーモード時）
オート発光、強制発光、赤目軽減発光、オフ
±1.0 EV（1/3 EV ステップ）
スマートキャプチャー、P モード、M モード、シーンモード（SCN）、スポーツ、
ポートレート、パノラマ、遠景、夜景、動画
チャイルド、逆光、高 ISO、サンセット、セルフポートレート、
夜景ポートレート、キャンドルライト、舞台、花火、フラワー
10 秒、2 秒、2 連写
毎秒 0.8 枚、最大 8 枚（スマートキャプチャーモード、14MP）
JPEG（EXIF2.3）
14 MP(4:3) 4288 ｘ 3216 ピクセル
12 MP（3:2） 4288 x 2848 ピクセル

記録画素数

6 MP（4:3） 2832 x 2128 ピクセル

静止画撮影・再生

3 MP（4:3） 2048 x 1536 ピクセル
カラーモード
縦横位置センサー

あり
１画面、マルチ画面（サムネイル）、拡大、スライドショー

編集

トリミング、コダックパーフェクトタッチ処理、画像のコピー

記録画素数

AVI Motion JPEG
HD720p (1280ｘ720), 30 フレーム/秒
VGA(640 x 480)、30 フレーム／秒

動画 AF コントロール

コンティニュアス／シングル AF

動画撮影時のズーム

可

マイク

あり （モノラル）

スピーカー

あり （モノラル）

撮影時間

再生
編集
インターフェース
電源
製品仕様

ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア

再生

画像記録フォーマット

動画撮影・再生

10 MP（16:9） 4288 x 2416 ピクセル

サイズ
重量

HD：最大 2GB または 29 分
VGA：最大 2GB または 29 分
早送り/巻き戻し、一時停止、コマ送り、音量調整、
マルチ画面（サムネイル）、スライドショー
静止画、トリミング、9 画面連写プリント、コピー
USB 2.0（USB マイクロ B 端子）
単三形ニッケル水素充電池（2100ｍAH 以上）
または単三型アルカリ電池 ４本
117.7(W) x 80.8(H) x 78.7(D) mm（本体のみ）
493 g (単三形ニッケル水素充電池 4 本含む)
473 g (単三形アルカリ電池 4 本含む)

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。発売時に内容が変更となる場合もございますのであらかじめご了承ください。

＜この発表に関するお問い合わせ先＞
◆ 報道関係者 コダック株式会社 広報 担当 河原・本間
加賀ハイテック株式会社 広報 担当 木島・富山

◆ ユーザー

コダック株式会社 お客様相談センター

TEL：03-5577-1606
FAX：03-5282-1619
TEL：03-4455-3197
FAX：03-3254-7237
TEL：03-5540-9002

