豪華賞品が当たる！

プレゼントアンケート
応募方法の詳細は

A

賞

PANASONIC

LUMIX DC-TZ95 （ホワイト）

1名様

B

賞

提供：パナソニック

D

賞

ARTISAN&ARTIST*

アタッチメント式イージースライダー

32Pへ

RICOH

RICOH WG-7 （レッド）

1名様

C

賞

INSTA360

Insta360 ONE X2

提供：リコーイメージング

1名様

AOSTA

E

賞

ACAM-25（ブラック）

アテッサ ボディーバッグ M

1名様

提供：Insta360 Japan

1名様

F

賞

SUNTECH

サンテックライト X56Kit

1名様
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G

賞

LEOFOTO

MT-02C+MBC-20

提供：ケンコー・トキナー

1名様

H

賞

（カモフラージュ）

SENNHEISER

MKE 200 Mobile Kit

提供：サンテック

1名様

BENQ

I

賞

SW240

1名様

※スマートフォンは賞品に含まれません

提供：ワイドトレード

J

賞

GODOX

ソフトボックスM 60X60cm
スピードライト用

提供：ケンコープロフェッショナルイメージング

提供：ゼンハイザージャパン

1名様

K

賞

NEXTORAGE

NRS-HA128（128GB）

提供：Nextorage

提供：ベンキュージャパン

1名様

L

賞

WD

1名様

WD Elements SE SSD（1TB）

提供：ウエスタンデジタル
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提供：アルティザン・アンド・アーティスト

堂々 3冠 達成
DGP審査委員が語る
「3冠」
達成の理由
DGP審査委員長

山田久美夫氏

DGP審査委員

藤井智弘氏

時代の要求に応えた
プロ御用達モデルの進化版

無線ライブ配信にも対応し
際立つ映像の発信力！

ミラーレスによる本格的な動画撮影の分野
を常にリードし続けるLUMIX「GHシリーズ」。
この「DC-GH5M2」は、そのGHシリーズの
中でも、特に高いポテンシャルを備え、プロの
愛用者も多いGH5の進化モデルです。静止
画の画質もGH5より向上し、スマートフォン連
携による無線ライブ配信にも対応。時代の要
求に応え、新たな可能性を広げた、審査委
員特別賞、技術賞、部門金賞の3冠に相応
しいモデルといえるでしょう。

定評のあるGH5の動画機能がさらに向上
し、V-Log Lを標準でサポート。手ブレ補正
の効果も高まり、手持ち撮影が一層快適にな
りました。また、無線ライブ配信への対応も見
逃せません。アクティブな配信も簡単かつ高
画質。新たな映像表現の可能性を広げる機
能といえるでしょう。しかも写真画質もGH5か
ら進化。動画撮影、ライブ配信、写真撮影、
その全てを高い機動力と高画質で実現する、
映像の発信力が際立つカメラです。

DGP審査委員

河田一規氏

DGP審査委員

川村容一氏

DGP審査委員

桃井一至氏

アワード “三冠” に相応しい
唯一無二の硬派な資質
映像制作の定番として実績あるLUMIX
「GHシリーズ」。近年は動画系SNSなどの普
及を後押しに、その勢いをより加速させていま
す。そして最新版となる本機では、無線ライ
ブ配信にも対応。普及を見越した先取り機能
を搭載し、さらに魅力を磨いています。交換
レンズも充実。ともすれば動画専用機と思わ
れがちですが、写真撮影でも実力を備え、
両刀遣いのユーザーに嬉しい内容。唯一無
二の硬派な資質と内容は三冠に値します。

DGP審査委員

会田 肇氏

かつてない完成度に到達した
静止画と動画のハイブリッド機

表現方法の多様化に
この1台が頼りになる

着実な技術的進化により
誰でも美しい映像を残せる

どんなによく出来たカメラでも、発売から数
年もするとちょっとした時代との「ズレ」が生
じてしまいます。こうした「ズレ」を非常に丁
寧にコツコツとアップデートしたのが本機です。
改良規模もGH5の後継機として相応しいプロ
も納得の内容で、ユーザーへの気配りを強く
感じます。静止画と動画をハイブリッドに楽し
むためのカメラとして、かつてないレベルの完
成度に到達しており、三冠は当然の結果とい
えるでしょう。

初代機の登場から4年余り、さらなる進化を
遂げたGHシリーズの最新鋭となる本機。無
線ライブ配信に対応するなど、優れた動画機
能がいっそう洗練されました。また、最新技
術が注ぎ込まれた静止画の画質、機能も抜
かりなく、まさにハイエンド・ハイブリッド・ミラ
ーレスと呼ぶに相応しい実力を備えます。先
代機からバッテリー容量もアップし、放熱対策
もバッチリで長時間撮影も安心。表現方法の
多様化にこの1台が頼りになります。

映像エンジンの着実な技術的進化により、
iAモードでも十分にリアル感の伝わる動画を
撮影することができ、誰でも美しい映像を残
すことができます。また、「頭部認識」により
横を向いた状態でも人物にフォーカスが合うた
め、ライブ配信なども快適に行えます。メニュ
ー階層が3層まで同時表示できるようになった
点や、録画ボタン全体が赤くなり、より使いや
すさを増している点など、細かな部分の改善
も見逃せないポイントです。

表現力
ライブ配信

Panasonic

LUMIX DC-GH5M2
Special Prize

無線ライブ配信機能の開発および
「LUMIX DC-GH5M2」
への実装に対して
PANASONIC

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/フルサイズ＞

LUMIX S 50mm F1.8

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/フルサイズ＞

Gold Prize

LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6
MACRO O.I.S.

ミラーレス＜ムービー＞

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/マイクロフォーサーズ＞

フルサイズミラーレス＜ミドルクラス＞

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/マイクロフォーサーズ＞

LUMIX DC-S5

LEICA DG VARIO-SUMMILUX
25-50mm / F1.7 ASPH.

フルサイズミラーレス＜ムービー＞

コンパクト＜スタンダード＞

LUMIX DC-GH5M2

LUMIX DC-S1H

LEICA DG VARIO-SUMMILUX
10-25mm / F1.7 ASPH.

LUMIX DC-TZ95

写 真 家 、評 論 家 、販 売 店 が

厳選アイテムだ
コロナ禍に写 真や動 画の 価 値 が見 直されています
人と人との距離が遠のくなか、元気な笑顔を届けようとアルバ

しかし、いざ店頭に足を運んでも、その製品数の多さにお探し

ムを作って送ったり、年賀状を写真付きにしてみたり、そんな動

のアイテムを見つけきれずに迷ってしまう方も多いのではないでしょ

きが活発になっています。今や写真や動画の楽しみは「撮る」だ

うか。そこでご活用いただきたいのが、この
「デジタルカメラグランプ

けに止まりません。撮った写真や動画をメールやSNSでシェアす

リ受賞製品お買い物ガイド」。デジタルイメージング製品に精通し

ることも、テレビやプロジェクターを使って大画面で楽しむことも、

た審査委員に加え、毎日製品の品定めをしている全国の有力販

とても簡単です。しかもそうした写真や動画の新たな魅力を、よ

売店が、自信を持っておすすめできるアイテムだけを、カテゴリーご

りいっそう深く味わえる意欲的なアイテムも、各社より続々と発売

とに厳選してご紹介します。あなたにぴったりのアイテムを見つける
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されています。今こそ写真や動画を存分に楽しんでみませんか？

ためのお買い物ガイドとしてお役立ていただければ幸いです。
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写真のプロ
山田久美夫 氏
（審査委員長）
写真家。1978年に初の個
展を 開 催 。1 9 9 9 年 より
「DigitalCamera.jp」
（http://digitalcamera.jp）
を運営する。

〜受賞結果の発表に先立ち〜
コロナ禍により厳しさが続くデジタルイメージン
グ市場ですが、回復の兆しも徐々に見え始
め、魅力的な製品も続々と登場しています。
そうした中、今回のアワードはエントリー数が
大幅に増加。1000を超える過去最多の製
品が集まりました。Vlogなど映像表現の幅も
広がり、各社の動画への取り組みも本格化。
ますます目が離せなくなっています。こうした
新たなトレンドも含め今回も受賞製品が出揃
いました。ぜひ本アワードを参考に、デジタ
ルイメージングの世界を楽しんでいただければ
幸いです。

＜審査委員のご紹介＞

藤井智弘氏
写 真 家 。東 京 工
芸大学短期大学
部写真技術科卒
業。カメラ専門誌
での撮 影や執 筆
を中 心 に 、各 種
媒体で活躍中。

川村容一氏

桃井一至氏
写真家。人物ポー
トレート、海 外 の
風 景などを得 意
分野とし、各種媒
体での撮 影や執
筆、
カタログ撮影
などで活躍中。

河田一規氏
写 真 家 。各 種 媒
体での撮影から、
カメラやレンズの
レビュー記事、ハ
ウツー記 事 の 執
筆など、多岐にわ
たり活躍中。

会田 肇氏

新井敏彦氏

アウトドア系オー
ディオビジュアル
ライターの 第 一
人 者として、デジ
タルカメラ、
ビデオ
カメラの 批 評 活
動で活躍。

株式会社
ヨドバシカメラ
マルチメディア
新宿西口本店
カメラ専門チーム
マネージャ

野村憲広氏

永野伸次氏

木寺 務

株式会社
ビックカメラ
商品部 AVC
セールス
プロモーター

株式会社
キタムラ
商品部
カメラ担当

株式会社
音元出版
デジカメ
CHANNEL
編集長

写 真 家 。雑 誌や
広報誌の取材か
ら、大 判フィルム
を使 用した 製 品
撮 影 に 加え、写
真添削講座の講
師も務める。

おすすめする

けをご紹介！
受賞モデルはこうして決まる!

DIGITAL CAMERA
GRAND-PRIX
2022

＜受賞製品決定までの流れ＞

ノミネートモデル
を選出

各部門の
部門賞を選定

全受賞モデルの中から
総合金賞を決定！

メーカーや輸入商社からのエ
ントリー、審査委員および審
査パネル店からの推薦モデル
を対象に、審査委員、審査
パネル店による第一次審査
（投票）
を実施。 本審査会で
審議するノミネートモデルを各
部門ごとに選出します。

第一次審査（投票）の結果を
もとに、本審査会を実施。審
査委員による厳正な審査によ
り、各部門の中から優れた製
品を
「金賞」
「銀賞」
「銅賞」
と
して選定します。
（部門によっ
ては銀賞、銅賞の製品が選
定されない場合もあります。）

部門賞の中から、性能や機能はもちろん、デザイン
やコストパフォーマンス、市場創造性、提案性など、
あらゆる側面を加味し、もっとも優秀であると評価さ
れた製品を総合金賞として選出、決定します。また、
デジタルイメージング分野において、画期的なイノ
ベーションとなる製品や技術、企画、提案を特別賞と
して選出、
決定します。
（ 該当する製品や技術、
企画、
提案がない場合は、選出されない場合もあります。）
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＜審査パネル店のご紹介＞

エディオン、
カメラのキタムラ、
コイデカメラ、
コジマ、
ジョーシン、
ソフマップ、
ビックカメラ、100満ボルト、
マップカメラ、
ヤマダデンキ、
ヨドバシカメラ ※以上、
五十音順
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カメラのプロ

ニコン Z マウントシステム

総合金賞
W受賞 達成
Zマウント初となる
渾身のマイクロレンズ

Nikon

NIKKOR Z
MC 105mm
f/2.8 VR S
Zマウントの恩恵により
理想的なレンズ配置を実現
Z マウントの大口径、ショートフランジバ
ックを活かして、後玉に大口径非球面
レンズを採用しセンサー近くに配置。さ
らに3枚のEDレンズを使用することで、
ニコン伝統の中望遠マイクロレンズの
仕様を踏襲しつつ、きわめて高い光学
性能を実現。

カメラを持つ歓びが
軽量小型ボディに凝縮

Nikon

Z fc
外装を全6色から選んで
自分好みにカスタム可能！

Z fcの発売を記念して購入者（レンズキット含む）を
対象に、ボディの人工皮革部分を好みのカラー（全6
色）に無料で張り替えられる「プレミアムエクステリア
張替キャンペーン」を実施中。 期間終了後は有料
（4,950円／税込）になるので、今がチャンス！

カメラや写真の醍醐味を
誰もが楽しめるシステムに進化
DGP審査委員長／山田久美夫氏

今回、総合金賞を受賞した「Z fc」。手頃な価格帯の高画質、高
機能なAPS-Cミラーレスであり、クラシカルなヘリテージデザインを
採用することで、カメラとしての品格を高め、モノとしての魅力をさら
に高めています。スマートフォンとは一線を画す “カメラを持つ喜び、
操る楽しさ” を感じさせる新世代モデルといえるでしょう。一方、レン
ズ部門で総合金賞を受賞した「NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S」
は、Zシリーズらしい卓越した描写力を備えた本格派マクロレンズ。
これらの登場により、ニコン「Z マウントシステム」は、カメラや写
真の醍醐味を、よりいっそう多くの人が楽しめる、さらに魅力的なシ
ステムへと進化を遂げました。

クラシカルなZ fcと高画質レンズ
この融合はニコンだからこそ
DGP審査委員／藤井智弘氏

クラシカルで新しい待望モデルと
鉄板レンズのフュージョン
DGP審査委員／桃井一至氏

Z マウントならではの懐の広さ
応用力ある展開は今後も期待大
DGP審査委員／河田一規氏

Z マウントシステムの魅力が
この新製品の登場で益々広がる
DGP審査委員／川村容一氏

“F”の魅力を継承しながら
ミラーレスへ展開した高い技術力
DGP審査委員／会田

肇氏

特別賞

受賞モデル

総合金賞＜ミラーレス＞

CANON

EOS R3

＜投票No.1＞

卓越した基本性能と動体性能を備えた
シリーズ待望のプロフェッショナル機
キヤノンのミラーレス「EOS Rシリーズ」待望となるプロ仕様モデル「EOS R3」が
ついに登場。自社開発の2410万画素フルサイズ裏面照射積層型CMOSセンサ
ーを搭載し、AF／AE追従で秒間最高約30コマの高速連写性能を実現。スト
ロボ撮影時でも秒間最高約20コマの連写が可能。さらに、カメラが撮影者の視
線を検出し、視線の位置にAFフレーム／AFエリアを移動できる視線入力機能
も盛り込むなど、従来の延長線上ではなく、次世代を見据えたプロ機として仕上
げてきた点を高く評価します。

総合金賞＜ミラーレス＞

NIKON

Z fc

10

＜投票No.2＞
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カメラの醍醐味を軽快に楽しめる
Zシリーズの新APS-Cミラーレス
「Z fc」は、ニコンのミラーレス
「Zシリーズ」の最新モデルとなるAPS-Cミラーレス。
クラシカルなボディデザインは、フィルム時代の名機「ニコン FM2」にインスパイア
されたもので、ロゴの刻印やダイヤルデザインなど、細部にまでそのエッセンスが
散りばめられています。また小型軽量ながらも、基本性能は「Z 50」
とほぼ同等
の実力派。操作性もシンプルで、カメラ初心者、入門者の方も安心です。カメ
ラを手にする歓び、写真を撮る楽しみといった醍醐味を、肩肘張らず軽快に楽
しめるモデルに仕上がっています。

視線入力対応ファインダーの
開発および
「EOS R3」への実装に対して

CANON

カメラが撮影者の視線の動きを検出、視線の位置に素早くAFフレーム／AFエリア
を移動させることで、動きの激しい動体撮影などでも、素早く狙い通りのピント合わ
せを可能にした点を高く評価します。

無線ライブ配信機能の
開発および
「LUMIX DC-GH5M2」への実装に対して

PANASONIC

スマートフォンと専用アプリを使用することで、本格的で高画質なライブ配信をPCレ
ス、ワイヤレスで実現。屋内外で時間制限なく、いつでもどこからでも簡単にライ
ブ配信を行えるようにした点を高く評価します。

受賞の背景／審査委員長 山田久美夫氏

総合金賞＜デジタル一眼＞

PENTAX

PENTAX K-3 Mark Ⅲ

＜投票No.3＞

“一眼レフ”ならではの魅力を凝縮した
APS-Cデジタル一眼の新フラグシップ
「PENTAX K-3 Mark III」は、ペンタックス
「Kシリーズ」のAPS-C一眼の新フラ
グシップです。最新技術を惜しみなく投入すると同時に、一眼レフカメラとしての
本質的な価値にもこだわった設計で、中でも光学ファインダーの出来栄えは特筆
もの。新開発の高屈折率ガラスペンタプリズムの採用により、APS-C機ながらもフ
ルサイズ機に匹敵する大きな視野、歪みがなくクリアな見え味を獲得しています。
一眼レフカメラならではの魅力を存分に体感させてくれるモデルといえるでしょう。

総合金賞＜ライフログ/ニューコンセプトカメラ＞

INSTA360

Insta360 GO 2

＜投票No.4＞
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日常を気軽に映像化して残せる
超小型軽量ライフログカメラ
「Insta360 GO 2」は、世界最小、重さわずか27gの超小型軽量ボディに、日常
を気軽に映像化して残せる機能がギュッと詰め込まれたライフログカメラ。効果
の高い手振れ補正機能、IPX8相当の防水性能を備え、自らの視点の延長のよ
うな感覚で、撮ることを意識せずに動画を撮影できます。また、付属の充電ケー
スもよく練られており、本体の充電はもちろん、リモコン、三脚、グリップとしても
使用可能。AIを搭載した専用アプリで撮影動画を自動編集、すぐにショートムー
ビーにして楽しめるなど、スマートフォンとの連携も秀逸です。

高品位・高性能な
光学ファインダーの開発および
「PENTAX K-3 Mark III」への実装に対して

RICOH

1型センサー採用の
カメラ機能を搭載したスマートフォン
「AQUOS R6」の開発に対して

SHARP

K-3 Mark IIIの光学ファインダーは、
新開発の高屈折率ガラスペンタプリズムにより、 プレミアムコンパクトでも採用例が多く、スマートフォンとしては最大級となる1型セン
APS-C機ながらもフルサイズ機に匹敵する大きな視野を実現。一眼レフの本質を サーを、従来とほぼ変わらない厚みのボディに搭載。スマートフォンのカメラ機能の
追求した取り組みとして高く評価します。
新たな可能性を示した点を高く評価します。

特別賞

受賞モデル

総合金賞＜交換レンズ/ミラーレス＞

NIKON

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

＜投票No.5＞

Zマウントレンズ初となる
ニコン自信作の中望遠マクロレンズ
「NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S」は、ニコンZマウントレンズ初のマクロレ
ンズとなる待望の中望遠マクロレンズです。ニコンZマウントレンズの中でも、特に
高い基準を満たした「S-Line」にラインアップされるだけあり、描写はきわめてハイ
レベル。緻密で繊細ながらもけっして硬くなく、自然な立体感を感じさせる描写で、
美しいボケも大きな魅力です。手ブレ補正の効きもよく“
、このレンズを使うためにZ
マウントボディを選ぶ”
という選択肢もアリだと思わせるほど、高い実力を備えたク
ラストップレベルのレンズといえるでしょう。

総合金賞＜交換レンズ/ミラーレス＞

SIGMA

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports
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＜投票No.6＞
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超望遠の世界をグッと身近にする
ミラーレス専用超望遠ズームレンズ
「150-600mm F5-6.3 DG DN OS ¦ Sports」は、Sportsライン初となるミラーレス
専用超望遠ズームレンズ。同スペックのデジタル一眼用レンズ「150-600mm F56.3 DG OS HSM ¦ Sports」の高画質と、
「150-600mm F5-6.3 DG OS HSM ¦
Contemporary」の軽さの両方を兼ね備えたバランスのよさが大きな魅力です。
手ブレ補正の効きもよく、Lマウント版はテレコンバーターにも対応。価格もリーズ
ナブルで、超望遠の世界をグッと身近にしてくれる存在といえるでしょう。

デュアルPDセンサー搭載機初の
可変式望遠レンズを備えたスマートフォン
「Xperia 1 III」の開発に対して

SONY

１つのレンズで2つの焦点距離を切り替えることができる可変式望遠レンズを、デュ
アルPDセンサー搭載のスマートフォンとして世界初搭載。構図の自由度をよりいっ
そう広げる取り組みとして高く評価します。

8Kカラーマネジメントディスプレイ
「8M-B32C1」の
開発に対して

SHARP

8Kの圧倒的な解像力と正確な色域、多彩なカラーマネージメント機能により、写真
や映像などを忠実表示。業務モデルながらも、現在考えられる最高のカラーマネ
ージメントモニターを具現化した点を高く評価します。

受賞の背景／審査委員長 山田久美夫氏

審査委員特別賞

PANASONIC

LUMIX DC-GH5M2

＜投票No.7＞

無線ライブ配信にも対応した
GHシリーズ待望の最新モデル
「LUMIX DC-GH5M2」は、LUMIXのマイクロフォーサーズ機の中でも、特に
動画撮影性能にこだわったハイエンド機「GHシリーズ」の最新モデルです。映像
制作のプロにも愛用者が多い実力機「LUMIX DC-GH5」の後継機として、外
観こそ先代を踏襲するものの中身は一新。画質や使い勝手など基本性能、動
画撮影性能の向上はもちろん、新たにLUMIX初となる
「無線ライブ配信機能」
も搭載。より動画表現の幅が広がりました。本格的な動画撮影に挑戦したいとい
う方にとって、まさに最適解となるモデルといえるでしょう。

審査委員特別賞

SONY

VLOGCAM ZV-E10

＜投票No.8＞
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快適なVlog撮影を楽しめる
レンズ交換に対応した“VLOGCAM”
“Vlog”
という新たな切り口に特化した、1インチセンサー搭載プレミアムコンパクト
「VLOGCAM ZV-1」。そのコンセプトをAPS-Cミラーレスで実現したのが、この
「VLOGCAM ZV-E10」です。小型軽量なボディにZV-1同様、バリアングルモ
ニターや指向性3カプセルマイクを搭載。また商品などを動画で紹介する際、顔
と商品間のスムーズなフォーカス切り替えを実現する
「商品レビュー用設定」など、
Vlog撮影を快適にサポートしてくれる機能も充実。手頃な価格設定も見逃せな
い魅力です。

超高画質の世界を身近にする
中判デジタル「FUJIFILM GFX50S II」の
開発に対して

FUJIFILM

小型軽量ボディに強力な手ブレ補正機構を搭載。中判デジタルながらも手持ちで
軽快な撮影を実現し、価格設定もリーズナブル。レンズキットも用意するなど、超
高画質の世界を身近にする取り組みとして高く評価します。

カメラメーカーとの共同企画による
XLRマイクアダプター
「TASCAM CA-XLR2d」の開発に対して

TEAC

カメラメーカー各社と協業することで、それぞれに最適化したXLRマイクアダプター
を開発。デジタル音声伝送（キヤノンキット／富士フイルムキット）
など、プロ品質で
の動画音声収録を実現した点を高く評価します。

デジタルカメラ部門 受賞モデル

コンパクト＜スタンダード＞
PANASONIC

CANON

LUMIX DC-TZ95
¥OPEN

有効画素数

2030万

＜投票№9＞

光学ズーム

レンズ

30倍

広角24㎜

外形寸法：112.0W×68.8H×41.6D㎜ 質量：328g
撮影可能枚数：約380枚

PowerShot SX740 HS
使い勝手を磨き上げた
定番ハイズームの最新版
ハイズームコンパクトの定番
モデル、TZシリーズの最新
モデルです。基本性能こそ先
代機を踏襲するものの、使い
勝手は大幅に向上。中でも高
精細化されたEVFは、進化
が一目でわかるほどです。望
遠時にフレームアウトした被
写体を素早く探せる「ズーム
バック機能」
も新たに搭載し、
望遠撮影を強力にサポートし
てくれます。
（山田）

¥OPEN

＜投票№10＞

充実の基本性能を備えた
薄型軽量・高倍率モデル
有効画素数
約2030万

光学ズーム

40倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：110.1W×63.8H×39.9D㎜
撮影可能枚数：約265枚

質量：約299g

SONY

Cyber-shot DSC-WX350
¥OPEN

＜投票№11＞

光学20倍ズームを搭載！
ブレにも強いスリムモデル
有効画素数
約1820万

光学ズーム

20倍

レンズ

広角25㎜

外形寸法：96.0W×54.9H×25.7D㎜
撮影可能枚数：約470枚

質量：約164g

コンパクト＜タフ＞
OLYMPUS

FUJIFILM

Tough TG-6
¥OPEN

＜投票№12＞
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有効画素数

1200万

光学ズーム

4倍

レンズ

広角25㎜

外形寸法：113.0W×66.0H×32.4D㎜ 質量：約253g
撮影可能枚数：約340枚

FinePix XP140
水中撮影機能が進化！
定番タフカメラの最高峰
タフカメラの定番、オリンパ
ス「Toughシリーズ」の最
高峰モデルです。定評あるタ
フ性能はそのままに、レンズ
先端から1cmまで被写体に
寄れる「顕微鏡モード」が水
中撮影にも対応。さらに水中
専用のホワイトバランスも3
種類に増えるなど、水中撮影
の可能性をさらに拡げるユニ
ークな機能が目白押しです。
（山田）

¥OPEN

＜投票№13＞

ワイヤレス機能が充実した
カジュアルなタフモデル
有効画素数

1635万

光学ズーム

5倍

レンズ

広角28㎜

外形寸法：109.6W×71.0H×27.8D㎜ 質量：約207.4g
撮影可能枚数：約210枚

RICOH

RICOH WG-7
¥OPEN

＜投票№14＞

WEBカメラ機能を搭載！
ハイグレードタフモデル
有効画素数
約2000万

光学ズーム

5倍

レンズ

広角約28㎜

外形寸法：118.2W×65.5H×33.1D㎜ 質量：約246g
撮影可能枚数：約340枚

コンパクト＜高倍率ズーム＞
SONY

Cyber-shot DSC-HX99
¥OPEN

有効画素数
約1820万

光学ズーム

28倍

＜投票№15＞

レンズ

広角24㎜

コンパクトなボディに
光学28倍ズームを搭載！
広角24mmから望遠720mm
相当までの画角をカバーする
光学28倍ズームレンズ、ポ
ップアップ式の有機ELファ
インダー、180度チルト対応
のタッチモニターなど、本格
的な撮影機能を小型軽量ボデ
ィに凝縮。ストレスなく持ち
歩ける携帯性抜群の高倍率ズ
ーム機として、魅力的な選択
肢といえるでしょう。
（山田）

外形寸法：102.0W×58.1H×35.5D㎜ 質量：約242g
撮影可能枚数：約370枚

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。掲載価格は全て税込価格となります。

PANASONIC

LUMIX DC-FZ85
¥OPEN

＜投票№16＞

光学60倍ズームを搭載し
幅広い被写体をカバー！
有効画素数

1810万

光学ズーム

60倍

レンズ

広角20㎜

外形寸法：約130.2W×94.3H×119.2D㎜ 質量：約616g
撮影可能枚数：約330枚

CANON

PowerShot SX70 HS
¥OPEN

＜投票№17＞

超望遠からマクロまで！
光学65倍ズーム搭載機
有効画素数
約2030万

光学ズーム

65倍

レンズ

広角21㎜

外形寸法：127.1W×90.9H×116.6D㎜ 質量：約610g
撮影可能枚数：約325枚

コンパクト

ミラーレス

デジタル一眼

ライフログ/ニューコンセプト

プレミアムコンパクト＜スタンダード＞
SONY

SONY

Cyber-shot DSC-RX100M7
¥OPEN

有効画素数
約2010万

＜投票№18＞

光学ズーム

高速性能を磨き上げた
RX100シリーズ最新版

レンズ

8倍

広角24㎜

外形寸法：101.6W×58.1H×42.8D㎜
撮影可能枚数：約260枚

VLOGCAM ZV-1

質量：約302g

プレミアムコンパクトの代表
格、
ソニー「RX100シリーズ」
の最新モデルです。ミラーレ
ス機「αシリーズ」の上級モ
デル「α9」で培われた技術
が惜しみなく盛り込まれてお
り、シリーズ最高クラスの高
速性能を実現。本格的な動体
撮影にも対応するなど、従来
からの完成度の高さに、より
いっそう磨きがかかりまし
た。
（山田）

¥OPEN

＜投票№19＞

Vlog撮影に特化した
“VLOGCAM”の第1弾
有効画素数
約2010万

光学ズーム

2.7倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：約105.5W×60.0H×43.5D㎜
撮影可能枚数：約260枚

質量：約294g

CANON

PowerShot G5 X Mark II
¥OPEN

＜投票№20＞

1.0型センサー＆EVFを
小型軽量ボディに凝縮
有効画素数
約2010万

光学ズーム

5倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：約110.9W×60.9H×46.0D㎜
撮影可能枚数：約230枚

質量：約340g

プレミアムコンパクト＜大型センサー＞
FUJIFILM

RICOH

RICOH GR Ⅲ

FUJIFILM X100V
¥OPEN

約2610万

光学ズーム

単焦点

レンズ

広角約35㎜

シリーズ５世代目となり
画質がさらに進化！
高級コンパクトの代名詞、フ
ジフイルム「X100シリーズ」
の最新モデルです。シリーズ
5世代目となり、外観の印象
を踏襲しながら中身は一新。
有効約2610万画素を誇る独
自イメージセンサーと、その
実力を存分に引き出す新設計
レンズを搭載し、従来より定
評のある画質がよりいっそう
磨き上げられました。
（山田）

¥OPEN

＜投票№22＞

撮りたい瞬間を逃さない
スナップカメラの代名詞
有効画素数
約2424万

光学ズーム

単焦点
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レンズ

広角約28㎜

外形寸法：約109.4W×61.9H×33.2D㎜
撮影可能枚数：約200枚

質量：約257g

RICOH

RICOH GR Ⅲ x
¥OPEN

＜投票№23＞

新開発レンズを搭載した
標準域画角の“GR III”
有効画素数
約2424万

外形寸法：128.0W×74.8H×53.3D㎜ 質量：約478g
撮影可能枚数：約420枚
（OVF）

光学ズーム

単焦点

レンズ

広角約40㎜

外形寸法：約109.4W×61.9H×35.2D㎜ 質量：約262g
撮影可能枚数：約200枚

プレミアムコンパクト＜高倍率ズーム＞
NIKON

NIKON

COOLPIX P1000
¥OPEN

有効画素数

1605万

光学ズーム

125倍

＜投票№24＞

レンズ

広角24㎜

外形寸法：約146.3W×118.8H×181.3D㎜ 質量：約1415g
撮影可能枚数：約250枚

COOLPIX P950
光学125倍を実現した
画期的な超高倍率モデル
広角24㎜から超望遠3000㎜
相当までの画角をカバーす
る、光学125倍ズームレンズ
を搭載した、前代未聞の超高
倍率ズーム機です。スナップ
撮影から野鳥のアップ、月の
クレーターまでを1台で撮影
できます。超望遠撮影時に必
須となるEVFの視認性も抜
群。このカメラでしか撮れな
い世界を持った画期的なモデ
ルです。
（山田）

¥OPEN

＜投票№25＞

光学83倍ズームレンズを
小型軽量ボディに搭載
有効画素数

1605万

光学ズーム

83倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：約140.2W×109.6H×149.8D㎜ 質量：約1005g
撮影可能枚数：約290枚

SONY

Syber-shot DSC-RX10M4
¥OPEN

＜投票№26＞

1.0型センサーを搭載し
画質を追求した実力機
有効画素数
約2010万

光学ズーム

25倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：132.5W×94.0H×145.0D㎜ 質量：約1095g
撮影可能枚数：約400枚

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >
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有効画素数

＜投票№21＞

デジタルカメラ部門 受賞モデル

プレミアムコンパクト＜ムービー＞
SONY

SONY

VLOGCAM ZV-1
¥OPEN

有効画素数
約2010万

＜投票№19＞

光学ズーム

レンズ

2.7倍

広角24㎜

外形寸法：約105.5W×60.0H×43.5D㎜ 質量：約294g
撮影可能枚数：約260枚

Cyber-shot DSC-RX100M7
Vlog撮影を快適にする
ユニークな機能が満載
プレミアムコンパクトの代表
格「RX100シリーズ」をベ
ースに、Vlog撮影を快適に
楽しめる機能が凝縮した
“VLOGCAM”の第1弾モデ
ルです。指向性3カプセルマ
イクやバリアングル式モニタ
ーに加え、顔と商品の間のス
ムーズなフォーカス移動を実
現する
「商品レビュー用設定」
など、ユニークな機能が満
載！（山田）

¥OPEN

＜投票№18＞

動画撮影時のAFが進化した
RXシリーズの最新モデル
有効画素数

光学ズーム

約2010万

8倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：101.6W×58.1H×42.8D㎜ 質量：約302g
撮影可能枚数：約260枚

NIKON

COOLPIX P950
¥OPEN

＜投票№25＞

4K動画撮影に対応した
光学83倍ズームモデル
有効画素数

1605万

光学ズーム

83倍

レンズ

広角24㎜

外形寸法：約140.2W×109.6H×149.8D㎜ 質量：約1005g
撮影可能枚数：約290枚

ミラーレス＜スタンダード＞
SONY

OLYMPUS

VLOGCAM ZV-E10
¥OPEN
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＜投票№8＞

OLYMPUS PEN E-PL10
レンズ交換に対応した
VLOGCAMの第2弾
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バリアングルモニターや指向
性3カプセルマイク、スムー
ズなフォーカス切り替えを実
現する
「商品レビュー用設定」
など、Vlog撮影を快適に楽
し め る 機 能 が 凝 縮 し た、
“VLOGCAM”の第2弾モデ
ル。APSセンサーを搭載し
たEマウント採用のレンズ交
換式になり表現の幅がグッと
有効画素数
センサーサイズ
マウント
拡大。より印象的な映像表現
約2420万
APS-C
E
外形寸法：約115.2W×64.2H×44.8D㎜ 質量：約343g を楽しめるようになりまし
た。
（山田）
撮影可能枚数：約440枚

¥OPEN

＜投票№27＞

高画質をお洒落に楽しむ
PENシリーズの入門機
有効画素数
約1605万

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：117.1W×68.0H×39.0D㎜
撮影可能枚数：約350枚

質量：約380g

CANON

EOS M200
¥OPEN

＜投票№28＞

軽快に撮影を楽しめる
小型スリムボディが魅力的
有効画素数
約2410万

センサーサイズ

APS-C

マウント

EF-M

外形寸法：108.2W×67.1H×35.1D㎜ 質量：約299g
撮影可能枚数：約315枚

ミラーレス＜ミドルクラス＞
FUJIFILM

OLYMPUS

FUJIFILM X-E4
¥OPEN

有効画素数
約2610万

＜投票№29＞

センサーサイズ

APS-C

マウント

X

外形寸法：121.3W×72.9H×32.7D㎜ 質量：約364g
撮影可能枚数：約460枚

OLYMPUS PEN E-P7
趣味性の高さが魅力的な
Xシリーズの最新中堅機
クラシカルデザインを纏った
小型軽量ボディに、フラグシ
ップ機「X-T4」と同等の独
自センサーを搭載した、Xシ
リーズの最新中堅機です。定
評ある色再現はしっかりと継
承しつつ、高速画像処理エン
ジンの採用によりAFも素早
く正確。ボディの質感も高品
位で、所有欲をも満たす趣味
性の高いモデルに仕上がって
います。
（山田）

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。掲載価格は全て税込価格となります。

¥OPEN

＜投票№30＞

上質さを徹底追求した
PENシリーズの最新機
有効画素数
約2030万

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：118.3W×68.5H×38.1D㎜
撮影可能枚数：約360枚

質量：337g

PANASONIC

LUMIX DC-G100
¥OPEN

＜投票№31＞

本格的な動画や静止画を
軽快に楽しめる新中堅機
有効画素数

2030万

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：約115.6W×82.5H×54.2D㎜ 質量：約345g
撮影可能枚数：約270枚

コンパクト

ミラーレス

デジタル一眼

ライフログ/ニューコンセプト

ミラーレス＜ハイクラス＞
NIKON

Z fc
¥OPEN

有効画素数

2088万

FUJIFILM
＜投票№2＞

センサーサイズ

APS-C

マウント

Z

外形寸法：約134.5W×93.5H×43.5D㎜ 質量：約445g
撮影可能枚数：約360枚

FUJIFILM X-S10
名機のデザインを纏った
Zシリーズ新APS-C機
フイルム時代の名機「ニコン
FM2」にインスパイアされ
たデザインを纏った、Zシリ
ーズの最新APS-Cミラーレ
ス。小型軽量ながらも基本性
能は「Z 50」とほぼ同等の
実力を誇ります。操作性もシ
ンプルで初心者、入門者の方
にもおすすめ。カメラの醍醐
味を、肩肘張らず軽快に楽し
めるカジュアルなモデルに仕
上がっています。
（山田）

¥OPEN

＜投票№32＞

バランスのよさが際立つ
Xシリーズの新鋭中堅機
有効画素数
約2610万

センサーサイズ

APS-C

マウント

X

外形寸法：126.0W×85.1H×65.4D㎜
撮影可能枚数：約325枚

質量：約465g

SONY

α6400
¥OPEN

＜投票№33＞

AF性能を磨き抜いた
懐の深さが光る意欲機
有効画素数
約2420万

センサーサイズ

APS-C

マウント

E

外形寸法：約120.0W×66.9H×59.7D㎜
撮影可能枚数：約410枚

質量：約403g

ミラーレス＜ハイエンド＞
FUJIFILM

OLYMPUS

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark Ⅲ

FUJIFILM X-T4
¥OPEN

約2610万

センサーサイズ

APS-C

マウント

X

外形寸法：134.6W×92.8H×63.8D㎜ 質量：約607g
撮影可能枚数：約500枚

隙のない仕上がりを誇る
Xシリーズの完成形！
センター EVFスタイルを採
用したフジフイルム「Xシリ
ーズ」の上位モデルです。優
れた色再現、高い解像感を両
立した画質はしっかり踏襲し
つつ、高速性能がより進化。
さらに最大6.5段分もの補正
効果を実現したボディ内手ブ
レ補正機能も搭載するなど、
シリーズの完成形といっても
過言ではない仕上がりを誇り
ます。
（山田）

¥OPEN

＜投票№35＞

画質と機動力を極めた
OM-Dの最新上位モデル
有効画素数
約2037万

センサーサイズ

4/3
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マウント

MFT

外形寸法：約134.1W×90.9H×68.9D㎜
撮影可能枚数：約420枚

質量：580g

SONY

α6600
¥OPEN

＜投票№36＞

バランスのよさが際立つ
新APS-Cフラグシップ
有効画素数
約2420万

センサーサイズ

APS-C

マウント

E

外形寸法：約120.0W×66.9H×69.3D㎜
撮影可能枚数：約810枚

質量：約503g

ミラーレス＜ムービー＞
PANASONIC

SONY

LUMIX DC-GH5M2
¥OPEN

有効画素数

2033万

＜投票№7＞

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：約138.5W×98.1H×87.4D㎜ 質量：約727g
撮影可能枚数：約410枚

VLOGCAM ZV-E10
動画表現の幅を深めた
GHシリーズの最新機
動画撮影性能にこだわった
LUMIX「Gシリーズ」のハ
イエンド機「GHシリーズ」
の最新モデルです。外観は先
代を踏襲するものの中身は一
新。画質や使い勝手といった
基本性能に加え、動画撮影性
能も向上。新たにLUMIX初
となる
「無線ライブ配信機能」
も搭載されるなど、動画表現
の幅がよりいっそう深まった
本格派です。
（山田）

¥OPEN

＜投票№8＞

多彩な表現を楽しめる
レンズ交換式VLOGCAM
有効画素数
約2420万

センサーサイズ

APS-C

マウント

E

外形寸法：約115.2W×64.2H×44.8D㎜ 質量：約343g
撮影可能枚数：約440枚

PANASONIC

LUMIX DC-GH5S
¥OPEN

＜投票№37＞

本格的な映像制作に対応
動画撮影を極めた実力派
有効画素数

1028万

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：約138.5W×98.1H×87.4D㎜ 質量：約660g
撮影可能枚数：約440枚

デジカメ情 報 満 載 のウェブチャンネル 「 デジカメC H A N N E L 」にアクセス！ >

DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

有効画素数

＜投票№34＞

デジタルカメラ部門 受賞モデル

フルサイズミラーレス＜スタンダード＞
NIKON

Z5

¥OPEN

有効画素数

2432万

SONY

＜投票№38＞

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

Z

外形寸法：約134.0W×100.5H×69.5D㎜ 質量：約675g
撮影可能枚数：約470枚

α7C
フルサイズを身近にする
新スタンダードモデル
ニコン「Zシリーズ」に新た
に加わった、FXフォーマッ
ト採用の新スタンダードモデ
ルです。上位機に迫る機能や
質感を維持しつつも価格はグ
ッと抑えられており、抜群の
コストパフォーマンスを実
現。本格的な撮影を気軽に楽
しめるフルサイズ入門機とし
て、幅広い方に安心しておす
すめできるモデルに仕上がっ
ています。
（山田）

¥OPEN

＜投票№39＞

大幅な小型化を実現した
α7シリーズの意欲機
有効画素数
約2420万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

E

外形寸法：約124.0W×71.1H×59.7D㎜
撮影可能枚数：約740枚

質量：約509g

用語
解説

シャッタースピード

シャッタースピードとは、シャッターを開き、光をイメージセンサーに当て
る時間（露光時間）を調整するための値です。シャッタースピードを速く
すれば、スポーツや動き回る子供やペットなど、動きの速い被写体をあた
かも止まっているように写すことができ、逆に遅くすれば車のテールラン
プの軌跡や川の流れなど、時間の経過を写しこんだような表現が得られます。

フルサイズミラーレス＜ミドルクラス＞
PANASONIC

NIKON

LUMIX DC-S5
¥OPEN

＜投票№40＞
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有効画素数

2420万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

L

外形寸法：約132.6W×97.1H×81.9D㎜ 質量：約714g
撮影可能枚数：約440枚

Z 6Ⅱ
静止画も動画も高品位
Sシリーズ初の中堅機
LUMIXのフルサイズミラー
レス「Sシリーズ」初の中堅
機です。
上位機に迫る性能を、
機動力抜群の小型軽量ボディ
にギュッと凝縮。キットレン
ズ装着時のバランスもよく、
ボディ内手ブレ補正の効き具
合、EVFの視認性も良好で
す。高感度性能もきわめて高
く、静止画だけでなく動画撮
影でも力を発揮します。
（山田）

¥OPEN

＜投票№41＞

動画性能が強化された
オールラウンドモデル
有効画素数

2450万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

Z

外形寸法：約134.0W×100.5H×69.5D㎜ 質量：約705g
撮影可能枚数：約410枚

CANON

EOS R6
¥OPEN

＜投票№42＞

強力な手ブレ補正を実現
EOS Rのミドルクラス機
有効画素数
約2010万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

RF

外形寸法：約138.4W×97.5H×88.4D㎜ 質量：約680g
撮影可能枚数：約360枚

フルサイズミラーレス＜ハイクラス＞
CANON

NIKON

EOS R5
¥OPEN

有効画素数
約4500万

＜投票№43＞

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

RF

外形寸法：約138.5W×97.5H×88.0D㎜ 質量：約738g
撮影可能枚数：約320枚

Z 7Ⅱ
EOS Rシリーズ待望の
実力派ハイクラス機
「EOS Rシリーズ」待望のハ
イクラスモデルです。有効約
4500万画素と秒間最高約20
コマの高速連写性能を、巧み
なバランスで両立。補正効果
最大8.0段を実現したボディ
内手ブレ補正に加え、良好な
見え味のEVFなど、カメラ
としての基本性能もきわめて
ハイレベル。期待を裏切らな
い高い完成度を誇る実力機で
す。
（山田）

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。掲載価格は全て税込価格となります。

¥OPEN

＜投票№44＞

隙のない基本性能を誇る
Zシリーズの新高画素機
有効画素数

4575万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

Z

外形寸法：約134.0W×100.5H×69.5D㎜ 質量：約705g
撮影可能枚数：約420枚

SONY

α7R Ⅳ（ILCE-7RM4A）
¥OPEN

＜投票№45＞

有効約6100万画素！
圧巻の超高画素モデル
有効画素数
約6100万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

E

外形寸法：約128.9W×96.4H×77.5D㎜ 質量：約665g
撮影可能枚数：約670枚

コンパクト

ミラーレス

デジタル一眼

ライフログ/ニューコンセプト

フルサイズミラーレス＜ハイエンド＞
CANON

SONY

α1

EOS R3
¥OPEN

有効画素数
約2410万

＜投票№1＞

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

RF

最新技術を詰め込んだ
Rシリーズ初のプロ機
「EOS Rシリーズ」初となる
待望のプロフェッショナルモ
デルです。自社開発のフルサ
イズ裏面照射積層型CMOS
センサーの搭載や、視線入力
に対応したオートフォーカ
ス、秒間最高約30コマの高
速連写性能など、卓越した性
能を誇る次世代のプロ機と呼
ぶに相応しい実力を備えた逸
品です。
（山田）

¥OPEN

＜投票№46＞

圧巻の高速性能を実現
αシリーズの最高峰
有効画素数
約5010万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

E

外形寸法：約128.9W×96.9H×80.8D㎜
撮影可能枚数：約530枚

質量：約737g

PANASONIC

LUMIX DC-S1R
¥OPEN

＜投票№47＞

圧巻の描写力を実現した
高画素フルサイズ機
有効画素数

4730万

外形寸法：約150.0W×142.6H×87.2D㎜ 質量：約1015g
撮影可能枚数：約860枚

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

L

外形寸法：約148.9W×110.0H×96.7D㎜ 質量：約1016g
撮影可能枚数：約380枚

フルサイズミラーレス＜ムービー＞
PANASONIC

SONY

α7S Ⅲ

LUMIX DC-S1H
¥OPEN

2420万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

L

外形寸法：約151.0W×114.2H×110.4D㎜ 質量：約1164g
撮影可能枚数：約400枚

プロ機の動画性能を
妥協なく搭載した意欲機
パナソニックが業務用シネマ
カメラの開発で培った技術を
惜しみなく投入し、動画撮影
向けに作り上げた意欲的なモ
デルです。外観こそ一般的な
ミラーレス機と同様ですが、
中身はほぼ業務用のシネマカ
メラ。操作性を含め、細部ま
で妥協なく動画撮影向けに作
り込まれており、プロの厳し
い要求に応える確かな実力を
備えています。
（山田）

¥OPEN

＜投票№49＞

圧倒的な高感度性能で
撮影領域を拡げる実力派
有効画素数
約1210万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

E

外形寸法：約128.9W×96.9H×80.8D㎜ 質量：約699g
撮影可能枚数：約600枚

CANON

EOS R5
¥OPEN

＜投票№43＞

8K動画撮影に対応した
EOS Rシリーズの上位機
有効画素数
約4500万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

RF

外形寸法：約138.5W×97.5H×88.0D㎜ 質量：約738g
撮影可能枚数：約320枚

PCソフト＜RAW現像ソフト＞

Column

SILKYPIX

思い描いた通りの写真が得られる
「RAW現像」始めてみませんか？

SILKYPIX Developer Studio Pro10
パッケージ版

¥28,050

＜投票 No.131＞

シャッタースピードや絞り値を自分で調節して、思い通りの写真が撮れる
ようになったら、ぜひ試してほしいのが「RAW現像」です。通常、デジ
タル一眼やミラーレスで撮影した写真は、カメラ内で自動編集され、編集
後の写真がJPEG形式のデータとして保存されます。しかしデジタル一眼
やミラーレスの多くは、RAW形式での記録にも対応しており、カメラ内
での自動編集を行わず、イメージセンサーが捉えた光の情報を、
「RAW
＝未加工」のまま保存することも可能です。そして、その未加工のデータ
を自分で編集し、写真として仕上げることをRAW現像といいます。明る
さや色合いなど、細部まで事細かに調整できるので、より自分のイメージ
に近い写真を得やすくなります。PCとRAW現像ソフトがあれば、すぐ
に始められるので、興味のある方はぜひ試してみてください。

プロ写真家の愛用者も多い、純国産RAW現像ソフトの最新版。日本人好みの発色傾向
や優れた階調性はそのままに、複数のRAWデータを合成する機能や、進化したノイズリダク
ション
「ファインディティール」
モードなどが新たに盛り込まれています。

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >
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有効画素数

＜投票№48＞

デジタルカメラ部門 受賞モデル

デジタル一眼＜スタンダード＞
CANON

PENTAX

EOS Kiss X10i
¥OPEN

＜投票№50＞

PENTAX K-70
デジイチ入門機の定番
Kissシリーズの最新版

デジタル一眼レフ入門機の定
番、
「EOS Kissシ リ ー ズ 」
の最新モデルです。スタンダ
ードモデルながらも中堅機に
迫る基本性能を備え、
「オー
ルクロス45点センサー」の
搭載によりピント合わせが素
早く正確。また「デュアルピ
クセル CMOS AF」の採用
により、ライブビュー撮影時
有効画素数
センサーサイズ
マウント
のピント合わせも軽快です。
約2410万
APS-C
EF
外形寸法：約131.0W×102.6H×76.2D㎜ 質量：約515g （山田）

¥OPEN

＜投票№51＞

悪天候をモノともしない
タフ性能が光るデジタル一眼
有効画素数
約2424万

センサーサイズ

APS-C

マウント

KAF2

外形寸法：約125.5W×93.0H×74.0D㎜ 質量：約688g
撮影可能枚数：約410枚

用語
解説

絞り値（F値）

絞り値（F値）とは、レンズの明るさを示す値です。絞り値（F値）を小さく
（開く）すると、レンズを通る光の量が増え、シャッタースピードを上げたり
背景をぼかした写真を得やすくなります。逆に絞り値（F値）を大きく（絞る）
すると、レンズを通る光の量が少なくなり、被写界深度（ピントの合う幅）
が深くなるため、写真全体にピントの合った写真を得やすくなります。

撮影可能枚数：約800枚

デジタル一眼＜ハイクラス＞
PENTAX

PENTAX K-3 Mark Ⅲ
¥OPEN

＜投票№3＞
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有効画素数
約2573万

センサーサイズ

APS-C

マウント

KAF2

レフ機の本質を追求した
APS-C新フラグシップ
KシリーズのAPS-C一眼レ
フの新フラグシップモデルで
す。最新技術を惜しみなく投
入すると同時に、一眼レフと
しての本質にもこだわった設
計で、特に光学ファインダー
の出来栄えは秀逸。APS-C
機ながらもフルサイズ機に匹
敵する大きな視野、歪みがな
くクリアな見え味を獲得した
最新一眼レフです。
（山田）

CANON

EOS 90D
¥OPEN

＜投票№52＞

APS-Cレフ機の完成形
キヤノン渾身の中堅機
有効画素数
約3250万

センサーサイズ

APS-C

マウント

EF

外形寸法：約140.7W×104.8H×76.8D㎜ 質量：約701g
撮影可能枚数：約1860枚

NIKON

D7500
¥OPEN

＜投票№53＞

バランスのよさが際立つ
質実剛健な実力派モデル
有効画素数

2088万

外形寸法：約134.5W×103.5H×73.5D㎜ 質量：約820g
撮影可能枚数：約800枚

センサーサイズ

APS-C

マウント

F

外形寸法：約135.5W×104.0H×72.5D㎜ 質量：約720g
撮影可能枚数：約950枚

デジタル一眼＜フルサイズ/スタンダード＞
NIKON

PENTAX

PENTAX K-1 Mark Ⅱ

D780
¥OPEN

有効画素数

2450万

＜投票№54＞

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

F

外形寸法：約143.5W×115.5H×76.0D㎜ 質量：約840g
撮影可能枚数：約2260枚

基本性能を磨き上げた
人気モデル待望の後継機
ロングセラーモデル「D750」
の後継機という位置付けです
が、後継機というレベルを超
える大幅な進化を実現。特に
シャッター周りやAF性能、
ライブビュー機能など、カメ
ラとしての基本性能が磨き上
げられており、デジタル一眼
レフならではの「写真を撮影
した瞬間の満足感」を存分に
味わえます。動体撮影などに
特におすすめしたい実力機で
す。
（山田）

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。掲載価格は全て税込価格となります。

¥OPEN

＜投票№55＞

新エンジンの採用により
画質を磨いたフルサイズ機
有効画素数
約3640万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

KAF2

外形寸法：約136.5W×110.0H×85.5D㎜ 質量：約1010g
撮影可能枚数：約670枚

AF（オートフォーカス）

用語
解説

AFとは、被写体に自動でピントを合わせてくれる機能で、大別すると「シン
グルAF」と「コンティニュアスAF」の2種類があります。
「シングルAF」は、
ピントが合った位置でピントが固定されるため、動きの少ない被写体の撮影
に適します。一方「コンティニュアスAF」は、被写体の動きに合わせてピ
ントを合わせ続けてくれるため、動きの多い被写体の撮影に最適です。

コンパクト

ミラーレス

デジタル一眼

ライフログ/ニューコンセプト

デジタル一眼＜フルサイズ/ハイクラス＞
NIKON

CANON

EOS 5D Mark Ⅳ

D850
¥OPEN

＜投票№56＞

高速性能も獲得した
高画質オールラウンダー

ニコンの高画素デジタル一眼
「D800シリーズ」の最新モデ
ルです。ニコンのデジタル一
眼初となる裏面照射型構造の
有効4575万画素フルサイズ
センサーを搭載し、高感度性
能が大きく向上。さらにボデ
ィ単体でも秒間最高約7コマ
の高速連写を実現するなど、
高画素機の弱点であった高速
有効画素数
センサーサイズ
マウント
性能もカバー。オールマイテ
4575万
フルサイズ
F
外形寸法：約146.0W×124.0H×78.5D㎜ 質量：約1005g ィーに使える完成度の高いモ
デルです。
（山田）
撮影可能枚数：約1840枚

¥OPEN

＜投票№57＞

全方位隙のない完成度を誇る
EOS 5Dシリーズの最新版
有効画素数
約3040万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

EF

外形寸法：約150.7W×116.4H×75.9D㎜ 質量：約890g
撮影可能枚数：約900枚

用語
解説

ISO感度

ISO感度とは、光に対するイメージセンサーの感度を示す値です。ISO感度
を上げるほどセンサーイメージが光を捉える能力が高まり、少ない光でも
明るい写真が得られるため、室内や夜間の撮影時の手ぶれ防止に役立ちま
す。ただしISO感度を高めるほどノイズが増え、画質が悪くなる傾向がある
ので、設定には注意が必要です。

デジタル一眼＜フラグシップ＞
CANON

NIKON

EOS-1D X Mark Ⅲ
¥OPEN

約2010万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

EF

外形寸法：約158.0W×167.6H×82.6D㎜ 質量：約1440g
撮影可能枚数：約2850枚

D6
卓越した完成度を誇る
究極のデジタル一眼レフ
キヤノンの新たなフラグシッ
プ機として、キーデバイスを
一新。高速性能、AF性能を
磨き上げ、
さらに新採用の
「ス
マートコントローラー」によ
り操作性も向上。プロの撮影
現場に向け、
「究極のデジタ
ル一眼レフ」を提供しようと
いう、キヤノンの強い意気込
みが感じられます。現時点で
もっとも完成度の高いプロ機
といえるデジタルカメラで
す。
（山田）

¥OPEN

＜投票№59＞

プロも納得の完成度を誇る
ニコンのフラグシップ一眼
有効画素数

2082万

センサーサイズ

フルサイズ
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マウント

F

外形寸法：約160.0W×163.0H×92.0D㎜ 質量：約1450g
撮影可能枚数：約3580枚

用語
解説

ホワイトバランス

写真の色味を実際に肉眼で見た印象に近い色味に補正する機能です。デジ
タルカメラは撮影場所の光源の色（色温度）の影響を受け、写真が青みが
かったり赤みがかったりしてしまいます。そのような場合に活躍するのが
ホワイトバランス。撮影場所の光源に合わせて色を補正することで、肉眼
で見た印象に近い色味の写真を得やすくなります。

中判デジタル
FUJIFILM

FUJIFILM

FUJIFILM GFX50S Ⅱ
¥OPEN

有効画素数
約5140万

＜投票№60＞

センサーサイズ

中判

マウント

G

外形寸法：150.0W×104.2H×87.2D㎜ 質量：約900g
撮影可能枚数：約455枚

FUJIFILM GFX100S

高い機動力を獲得した
GFXシリーズの最新機
35mmフルサイズセンサーの
約1.7倍の面積を誇る、5140
万画素の中判センサーを搭載
したGFXシリーズの最新モ
デルです。強力な手ぶれ補正
機構などシリーズのフラグシ
ップ機「GFX100」で培った
技術を、質量約900gと機動
力抜群の小型軽量ボディに凝
縮。本格的な作画に挑戦した
い方に特におすすめの逸品で
す。
（山田）

¥OPEN

＜投票№61＞

大幅な小型化を実現した
革新的な中判デジタル
有効画素数

約1億200万

センサーサイズ

中判

マウント

G

外形寸法：150.0W×104.2H×87.2D㎜ 質量：約900g
撮影可能枚数：約460枚

露出補正

用語
解説

デジタルカメラが判断した適正露出を調整するための機能です。デジタルカ
メラは構図全体に白っぽいものが多いと「明るいシーン」と判断して暗めに、
逆に黒っぽいものが多いと「暗いシーン」と判断して明るめに写そうとする
ので、白っぽいものが多い場合はプラス、黒っぽいものが多い場合はマイナ
スに補正をかけることで、見た目の明るさに近い写真を得やすくなります。

デジカメ情 報 満 載 のウェブチャンネル 「 デジカメC H A N N E L 」にアクセス！ >

DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

有効画素数

＜投票№58＞

コンパクト

デジタルカメラ部門 受賞モデル

ミラーレス

デジタル一眼

ライフログ/ニューコンセプト

ライフログ/ニューコンセプトカメラ
CANON

PowerShot ZOOM

FUJIFILM
¥OPEN

“ チェキ ”instax mini LiPlay

＜投票№ 62＞

写真も動画も撮影できる
望遠鏡スタイルのカメラ

INSTA360
¥OPEN

Insta360 ONE X2

＜投票№ 4＞

質量わずか27グラム！
超小型ライフログカメラ

＜投票№ 64＞

RICOH
¥OPEN

RICOH THETA SC2

＜投票№ 65＞

DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

RICOH

RICOH THETA Z1 51GB

¥OPEN

＜投票№ 66＞

豊富なカラバリが嬉しい
360度カメラの入門モデル

大型タッチモニターを備えた
小型3軸ジンバルカメラ

22

¥OPEN

防水性能まで備えた
多機能な360度カメラ

MOZA

MOIN Camera

＜投票№ 63＞

写真と
“音”を一緒にプリント！
新時代のインスタントカメラ

INSTA360

Insta360 GO 2

¥OPEN

SONY
¥OPEN

＜投票№ 67＞

シリーズ最高画質を実現した
THETA最高峰の大容量モデル

デジタルカメラ部門受賞モデル
＜アイコン＆スペックの読み方＞

Cyber-shot DSC-RX0M2

¥OPEN

＜投票№ 68＞

4K動画の撮影に対応した
超小型1.0型センサー搭載機

有効画素数

有効画素数
撮影時に使用される有効画素数を示します。イメージセ
ンサーの種類などにも左右されるため一概にはいえませ
んが、有効画素数が高いほど、高精細な画像を得ること
ができます。

光学ズーム

光学ズーム
光学ズームの倍率を示します。ズーム倍率が高いほど、
遠くの被写体を大きく写すことができます。

2432万

30倍

レンズ

広角24㎜

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

F

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。掲載価格は全て税込価格となります。

レンズ
搭載レンズのワイド端の焦点距離(35mm判換算)を示
します。この値が小さいほど、広い範囲を写真に写すこ
とができます。
センサーサイズ
イメージセンサーのサイズを示します。代表的なサイズは
大きいサイズから順に、中判、
フルサイズ、APS-C、4/3
インチ、1.0インチ、1/1.7インチ、1/2.3インチ、1/3.2
インチなどがあります。
マウント
FはニコンFマウント、ZはニコンZマウント、EFはキヤノン
EFマウント、EF-MはキヤノンMマウント、RFはキヤノン
R Fマウント、M F Tはマイクロフォーサーズマウント、
KAF2はペンタックスKAF2マウント、EはソニーEマウン
ト、XはフジフイルムXマウント、GはフジフイルムＧマウン
ト、LはライカLマウントを示します。

Wi-Fi
スマートフォンやタブレットとワイヤレ
ス接続し、撮影した写真を転送した
り、
リモートコントロールを行うことが
できる便利な機能です。
外形寸法
ボディの大きさを幅(W)、高さ(H)、奥行き(D)の
順で記載しています。コンパクトデジタルカメラは
突起部を除いた大きさ、
ミラーレス、
デジタル一眼
はボディのみの大きさを示します。
質量
ボディの重さを記載しています。記載された質量
はメモリーカード、バッテリーを含む撮影時の質量
を示します。
撮影可能枚数
満充電された付属バッテリーを使用して、撮影可
能な静 止 画の枚 数を記 載しています。数 値は
CIPAのガイドラインに沿って公表されているメー
カー公表値であり、撮影状況によって大きく変わる
場合があります。

エントリー全モデルが金賞受賞！

アワードを席巻する
PCディスプレイ＜エントリー＞

SW240
「SWシリーズ」
のココがスゴイ！
1

3

PCディスプレイ＜スタンダード＞

SW270C
基本性能が高く表示品質も良好
目的や価格帯で選べるのも魅力
DGP審査委員長／山田久美夫氏

本格的な作品作りに欠くことのできないカラーマネージメントモニター。
今回もPCディスプレイ部門で数多くのベンキュー製品が金賞を受賞しま
した。受賞製品はいずれも、高い色精度を備え、忠実な再現性を追求
2

した「AQCOLOR」テクノロジー搭載のAdobe RGB対応モニター。
別売品の場合が多いモニターフードも標
準で付属！
（SW240は別売） 2 作業効
率をグッと高めてくれる独自のOSDコントロ
ーラー
（SW240除く）
が便利！ 3 モデル名
の最後に
“C”
の付いたモデルは、給電に対
応したUSB Type-Cポートを備え、
ノートPC
との接続もケーブル1本で完了！
1

ハードウェアキャリブレーションにも対応し、プロの使用にも十分に耐える
表示性能を備えたモデルです。ラインナップも豊富で、目的や価格帯に
応じた最適なモデルを選べるのは大きな魅力。上級機では独自のOSD
コントローラーも付属し、HDR10（PQ方式）
、HLG方式のHDR表示にも
対応。いずれも基本性能が高く、表示品質も良好な安心感のある製品
といえるでしょう。

カラーマネジメントモニター

BenQ SWシリーズ
PCディスプレイ＜4K/スタンダード＞

SW271C

PCディスプレイ＜4K/ハイクラス＞

SW321C

安定した性能と品質に加え
高いコスパも大きな魅力！

多機能なのに優れた操作性！
信頼の表示と納得の価格設定

質の高い内容で粒ぞろい！
躍進著しいハイコスパモデル

緻密な表示と欲しい機能が満載
満足度の高いカラマネモニター

DGP審査委員／藤井智弘氏

DGP審査委員／桃井一至氏

充分に高い性能を持ちながら
入手しやすい価格でコスパ良し
DGP審査委員／河田一規氏

DGP審査委員／川村容一氏

DGP審査委員／会田

肇氏

審査委員によるSWシリーズのレビュー、公開中！

デジカメCHANNEL
「BenQ NEWS＆REVIEW」

圧倒的な堅牢性
信頼性を極めた
頼れるSDカード

UHS-I対応SDメモリーカードとして初の一体成型構造を採用し、
圧倒的な堅牢性を獲得した
Nextorage「NRS-Hシリーズ RIGID（リジッド）仕様」。
その魅力をご紹介します。

SDXC UHS-Iメモリーカード

フラッシュメモリー＜SDメモリーカード＞

NRS-Hシリーズ
RIGID
（リジッド）
仕様
¥OPEN

堅牢性と基本性能を高次元で両立
撮影データを安心して任せられる！
メモリー・ストレージ・ソリューション事業に特化した国内発の気鋭メー
カー、Nextorage（ネクストレージ）から、画期的なSDメモリーカード
が登場しました。それがこの「NRS-Hシリーズ RIGID（リジッド）仕様」
です。UHS-I対応のSDメモリーカードとして初の一体成型構造を採用。
メモリーや端子部まで全てを高硬度素材で隙間なく満たすことで、一
般的なSDメモリーカードとは一線を画す、圧倒的な堅牢性を獲得して
います。 基本性能も抜かりなく、書込み最大91MB/秒、読込み最
大97MB/秒とUHS-I規格の上限に迫る転送速度を実現。ラインアッ
プは256GB、128GB、64GBの3種。撮影データを安心して任せら
れる頼れるSDメモリーカードです。

＜投票No.394＞

CHECK

1

メモリーを2枚の外装パーツ
で挟み込んだ一般的なSDメ
モリーカードの構造とは大き
く異なり、一体成型技術によ
りメモリーや端子部まで全て
を一体化。隙間や継ぎ目の
ない一体構造とすることで、
IP68相当の防水防塵性能
や、SD規格に対し18倍の
曲げ強度を実現しています。

CHECK

容量や速度だけじゃない新基準
“安心感”の高さが大きな魅力！
DGP審査委員長／山田久美夫氏

SDメモリーカードの基準は、従来より容量と速度がその中心でし
たが、この「NRS-Hシリーズ RIGID（リジッド）仕様」は、そこ
に“安心感”という新基準をもたらしました。ポピュラーなUHS-I仕
様ですが実測速度も必要十分。日々ハードに使用していますが、
これまで一切のトラブルはありません。とても信頼感の高いSDメモリ
ーカードといえるでしょう。

メモリーや端子部まで全てを一体化
水にも曲げにも強い圧倒的な堅牢性

2

リブレス＆プロテクトスイッチレス
2次トラブルとも無縁の安心設計
破損しやすい端子部のリブ
やライトプロテクトスイッチを
あえて省くことで、
カード自体
が破損しにくい構造を採用。
欠けたリブなどの破片で引き
起こされるカメラの故障とい
った２次トラブル、
ライトプロ
テクトスイッチの誤操作によ
る撮影時の記録エラーなど
と無縁の設計です。

交換レンズ部門 受賞モデル

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/フルサイズ＞
CANON

RF100-500mm
F4.5-7.1 L IS USM
¥OPEN

＜投票№69＞

CANON

RF100mm
F2.8 L MACRO IS USM
¥OPEN

＜投票№70＞

NIKON

NIKKOR Z 24-200mm
f/4-6.3 VR
¥139,480

＜投票№71＞

NIKON

NIKKOR Z MC 105mm
f/2.8 VR S
¥144,320

＜投票№5＞

LAOWA

LAOWA 9mm
F5.6 W-Dreamer
¥OPEN

TAMRON

150-500mm F/5-6.7 Di III
VC VXD （Model A057）
¥187,000

TTArtisan 90mm f/1.25
¥110,000

HELIAR classic 50mm
F1.5 VM
¥99,000

ULTRON Vintage Line 28mm F2
Aspherical Type I VM / Type II VM
¥110,000

¥166,100

¥160,600

＜投票№73＞

SIGMA

150-600mm
F5-6.3 DG DN OS | Sports
¥198,000

＜投票№6＞

35mm F1.4 DG DN | Art
＜投票№74＞

SONY

FE 50mm F1.2 GM
¥OPEN

Batis 2/40 CF

ZEISS

Loxia 2/50
¥107,030

＜投票№83＞

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/APS-C＞

＜投票№75＞

EF-M18-150mm
F3.5-6.3 IS STM
¥74,800

＜投票№84＞

CANON

EF-M32mm F1.4 STM
¥79,200

＜投票№85＞

FUJIFILM

ミラーレス用交換レンズ
＜サードパーティー/フルサイズ＞

フジノンレンズ XF18mm
F1.4 R LM WR

LAOWA

FUJIFILM

LAOWA 4mm
F2.8 Fisheye
¥OPEN

＜投票№76＞

¥144,100

＜投票№86＞

フジノンレンズ XF50mm
F1.0 R WR
¥220,000
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＜投票№82＞

CANON

SIGMA

¥115,500

＜投票№81＞

＜投票№87＞

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >

DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

LUMIX S 70-300mm
F4.5-5.6 MACRO O.I.S.

＜投票№80＞

VOIGTLÄNDER

¥59,400

PANASONIC

＜投票№79＞

VOIGTLÄNDER

ZEISS

＜投票№72＞

＜投票№78＞

TTARTISAN（銘匠光学）

PANASONIC

LUMIX S 50mm F1.8

＜投票№77＞

交換レンズ部門 受賞モデル

NIKON

NIKKOR Z DX 50-250mm
f/4.5-6.3 VR
¥53,680

＜投票№88＞

E 16-55mm F2.8 G
¥168,300

＜投票№89＞

ミラーレス用交換レンズ
＜サードパーティー/APS-C＞

KAMLAN

KamLan KL 32mm F1.1
＜投票№90＞

KamLan 50mm F1.1 Ⅱ
＜投票№91＞

LAOWA
28

LAOWA 65mm
F2.8 2X Ultra Macro APO
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¥OPEN

＜投票№92＞

LAOWA

LAOWA Argus CF 33mm
F0.95 APO
¥OPEN

＜投票№93＞

SAMYANG

AF 12mm F2 E
¥OPEN

¥16,500

＜投票№94＞

TAMRON

11-20mm F/2.8 DiⅢ-A
RXD （Model B060）
¥102,300

NOKTON 35mm
F1.2 X-mount
¥85,800

＜投票№100＞

ZEISS

Touit 2.8/50M
¥117,700

＜投票№101＞

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/マイクロフォーサーズ＞

＜投票№95＞

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm
F4.5 TC1.25x IS PRO
¥1,100,000

M.ZUIKO DIGITAL ED
8-25mm F4.0 PRO
¥176,000

LEICA DG VARIO-SUMMILUX
10-25mm / F1.7 ASPH.
¥297,000

LEICA DG VARIO-SUMMILUX
25-50mm / F1.7 ASPH.
¥242,000

LAOWA 50mm F2.8 2X
ULTRAMACRO APO

TTARTISAN（銘匠光学）

LAOWA

¥18,700

¥OPEN

＜投票№97＞

TTARTISAN（銘匠光学）

TTArtisan 35mm f/1.4 C
＜投票№98＞

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

＜投票№105＞

ミラーレス用交換レンズ
＜サードパーティー/マイクロフォーサーズ＞

¥OPEN

TTArtisan 17mm
f/1.4 C ASPH

＜投票№104＞

PANASONIC

¥96,800

＜投票№96＞

＜投票№103＞

PANASONIC

LAOWA

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A
VC VXD （Model B061）

＜投票№102＞

OLYMPUS

TAMRON

¥11,000

＜投票№99＞

OLYMPUS

KAMLAN
¥OPEN

TTArtisan 50mm f/1.2 C
VOIGTLÄNDER

SONY

¥OPEN

TTARTISAN（銘匠光学）

＜投票№106＞

LAOWA 7.5mm
F2 MFT Auto Aperture
＜投票№107＞

デジタル一眼用交換レンズ
＜メーカー純正/フルサイズ＞

TOKINA

CANON

EF50mm F1.8 STM
¥21,450

＜投票№108＞

CANON

EF70-200mm
F2.8L IS III USM
¥330,000

＜投票№109＞

NIKON

AF-S NIKKOR 105mm
f/1.4E ED
¥264,000

＜投票№110＞

NIKON

AF-S NIKKOR 200-500mm
f/5.6E ED VR
¥192,500

＜投票№111＞

PENTAX

HD PENTAX-D FA ★ 85mm
F1.4ED SDM AW
¥308,000

＜投票№112＞

PENTAX

HD PENTAX-FA 43mm
F1.9 Limited
＜投票№113＞

デジタル一眼用交換レンズ
＜サードパーティー/フルサイズ＞

IRIX

Firefly11mmF4
¥85,800

＜投票№114＞

LAOWA

LAOWA 100mm
F2.8 2X Ultra Macro APO
¥OPEN

＜投票№115＞

LENSBABY

Spark 2.0
¥OPEN

Trioplan 100mmF2.8 Ⅱ
＜投票№117＞

SAMYANG

MF 14mm F2.8 MK2
¥OPEN

＜投票№119＞

デジタル一眼用交換レンズ
＜メーカー純正/APS-C＞
CANON

EF-S10-18mm
F4.5-5.6 IS STM
¥50,600

＜投票№120＞

CANON

EF-S35mm
F2.8 マクロ IS STM
¥60,500

＜投票№121＞

NIKON

AF-P DX NIKKOR 10-20mm
f/4.5-5.6G VR
¥45,650

＜投票№122＞

NIKON

AF-P DX NIKKOR 70-300mm
f/4.5-6.3G ED VR
¥52,250

＜投票№123＞

PENTAX

HD PENTAX-DA ★ 16-50mm
F2.8ED PLM AW
¥236,500

＜投票№124＞

デジタル一眼用交換レンズ
＜サードパーティー/APS-C＞

TOKINA

atx-i 11-20mm F2.8 CF
¥80,300

＜投票№125＞

中判デジタル用交換レンズ

＜投票№116＞

MEYER OPTIK GORLITZ
¥159,280

¥129,800

＜投票№118＞

FUJIFILM

フジノンレンズ GF45-100mm
F4 R LM OIS WR
¥335,500

＜投票№126＞

FUJIFILM

フジノンレンズ GF80mm
F1.7 R WR
¥330,000

＜投票№127＞

デジカメ情 報 満 載 のウェブチャンネル 「 デジカメC H A N N E L 」にアクセス！ >
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¥95,700

opera 16-28mm
F2.8 FF

こんな写真が撮りたかった！

ワンランク上の写真表現を
「三脚」
を使って楽しもう！
カメラを固定することで手ブレを防ぎ、手持ち撮影では難しい写真表現を
存分に楽しめるのが「三脚」の魅力。
ここでは初めての三脚に最適なモデルを、
基本的な使いこなしとともにご紹介します！

「三脚」
を使うとこんな写真が撮れる！

30
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“手ブレ”
を防いだ
シャープな写真が撮れる！

水平・垂直を整えた
傾きのない写真が撮れる！

シビアなピント合わせも
スムーズに行える！

「三脚」
の基本的な使い方を知ろう
三脚を立てる時の脚部は
前1本、後ろ2本が基本

センターポールは
微調整程度に使おう

三脚を立てる時は、脚部の1本を被写体に向

カメラの高さを調整するセンターポー

けて前に、残りの2本を後ろにくるように立てるの

ルは、伸ばしきってしまうと安定性が低

が基本です。これは脚部2本が前にくるように立

下してしまうため、三脚の高さ調整は

てると、三脚が前側に倒れやすくなってしまうため

基本的に脚部で行い、センターポー

で、特に重量のある望遠レンズ使用時などには

ルはあくまで微調整程度に使うのが

注意したいポイントです。斜面に三脚を立てる時

安心です。

も転倒のリスクを軽減するため、基本的には斜面
の低い側に脚が1本、斜面の高い側に脚が2本く
るようにセッティングするとよいでしょう。
また、三脚の脚部を伸ばす時は、下段の細いパ
イプからではなく、上段の太いパイプから順番に伸
ばして高さを調節しましょう。細いパイプから伸ばす
と、脚部を全部伸ばしきらずに使う場合に不安定
になりがちです。脚部は3本の長さを揃えて使うの
が基本ですが、斜面や段差のある場所に立てる
場合は、センターポールが垂直になるよう各脚部
の長さを調整することで、より安定感が高まります。
※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

レリーズやリモコン、
セルフタイマーを使おう
シャッターボタンを押し込む動作でカメ
ラブレが発生する場合があるため、三
脚使用時はレリーズやリモコンを使い
ましょう。どちらもない場合はセルフタ
イマーで代用するのもおすすめです。

カメラをしっかりと固定するだけで写真表現の幅が
るだけで写真表現の幅がぐっと広がる！
「三脚」
というと、集合写真などの撮影時に使うもの、
あるいは大き
く重い望遠レンズを支えるためのものといったイメージをお持ちの方も
多いと思いますが、
それだけではありません。三脚の役割はズバリ
「カ
メラをしっかりと固定すること」。
いたってシンプルですが、
これにより得
られるメリットはとても大きく、三脚を使用するだけで撮影できる写真
の幅がぐっと広がります。
例えば、夜景や室内など光の少ない場面では、手持ち撮影だと
手ブレを起こしがちですが、三脚にカメラをしっかりと固定すればシ
ャープな写真が得られます。
また、星空撮影などのスローシャッター
時も感度を上げずに撮影できるので、
ノイズの少ない写真が得やす
くなります。
また、三脚を使用すれば、
カメラを固定しながら構図をじっくりと追

い込めるため、手持ち撮影に比べて水平や垂直を整えやすく、傾き
のない写真を得やすくなります。水平や垂直が写真の印象を大きく
左右する風景写真や建築撮影、
パースがつきやすい広角レンズで
の撮影では特に有効です。他にも、
シビアなピント合わせが求められ
るマクロ撮影や望遠撮影の場合、手持ち撮影では体の動きに合わ
せてカメラが動いてしまいピントを合わせるのが困難ですが、三脚を
使えばカメラをしっかりと固定できるので、
狙った場所にスムーズにピン
トを合わせることができます。
このように三脚が活躍する場面は意外と多く、使いこなせば様々
な場面で手持ち撮影よりもワンランク上の表現を楽しむことができま
す。
デジタルカメラの操作に慣れてきたなら、次は三脚を使った撮影
にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

金賞モデルから厳選したおすすめ
「三脚」
三脚＜エントリー＞

三脚＜ハイクラス＞

KING

LEOFOTO

A-20S-EV

LS-324C+LH-40

¥OPEN ＜投票No.187＞

¥78,100 ＜投票No.193＞
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細部までこだわりが詰まった
実力派カーボン三脚＋自由雲台

クイックシュー対応の3ウェイ雲台を付属し

4段伸縮の脚部には東レ製の10層カー

た軽量な中型アルミ三脚です。4段伸縮

ボンファイバーチューブ、本体部にはアル

の脚部に加え、クランクハンドルで高さを

ミ削り出しパーツを採用するなど、細部ま

調整できるエレベーターも搭載し、快適な

でこだわり抜かれた実力派カーボン三脚。

使い勝手を実現。スマートフォンでの撮影

アルカスイス互換クランプ、2ヶ所の縦位

に便利な、スマートフォンホルダー、Blue

置固定ノッチを備えた、低重心型の自由

toothリモコンも付属します。

雲台「LH-40」
とのキットモデルです。

トラベラー三脚＜スタンダード＞

ムービー三脚＜ハイクラス＞

VELBON

DAIWA

¥14,740～ ＜投票No.202＞

¥60,500 ＜投票No.212＞

小型トラベル三脚 UTシリーズ

VT-523 N

驚異の高伸縮比を実現した
ベルボンの人気トラベラー三脚

滑らかな動画撮影を実現する
本格的なビデオ雲台を搭載！

脚部を180度反転させてコンパクトに格

スプリングバランス機構とオイルフリュード

納できる構造や、脚部先端を握って捻る

を組み合わせ、滑らかな動画撮影を実現

だけで全段を一気に固定、解除できる独

する本格的なビデオ雲台を付属。雲台ベ

自のロック方式「ウルトラロック」の採用な

ース部の60mmボールレベラーにより、簡

どにより、驚異の高伸縮比を実現したベ

単な操作で雲台のベース面を水平にでき

ルボンの人気トラベラー三脚です。脚パ

るなど、快適な動画撮影をサポートする機

イプの太さ別にラインアップも充実！

能が充実した実力派ムービー三脚です。

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >
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スマートフォンとの相性も抜群
使い勝手のよい中型アルミ三脚

豪華賞品が当たる！

プレゼントアンケート
アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、｢デジタルカメラグランプリ2022｣
参加メーカーからご提供いただいた豪華賞品をプレゼントします！

応募方法はスマホ・ハガキの2通り！

アンケート項目は携帯電話、ハガキのいずれも同じ内容です

記載のQRコードをスマートフォンのバーコードリーダーで読み取
り、｢デジタルカメラグランプリ プレゼントアンケート｣ ペー
ジにアクセス。アンケートにご回答の上 、ご応 募ください。

スマホ

綴じ込みの専用ハガキに、下記アンケートに対するご回答をご記入の上、
ポストに投函してご応募ください。

ハガキ

応 募 締 め 切り

2022 年

1 31
月

日月

ハガキでの応募の場合、
締切当日の消印有効

※所定料金分の切手が必要になります。

アンケート項目
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Q1

普段よく使うカメラはどのカメラですか？
A スマートフォンなどのカメラ機能 B コンパクト C ミラーレス D デジタル一眼 E フィルムカメラ F その他
（複数回答可）
以下の項目の中で、当てはまるものはありますか？

Q2

A 家族、友人、知人から、よくカメラや周辺アクセサリーの購入について相談される。
B 家族、友人、知人から、よく写真の撮影を頼まれる。 C 写真を作品として仕上げてコンテストに応募したことがある。
D 過去１年以内にカメラや周辺アクセサリーを購入した。 E デジタルカメラを2台以上持っている。
F 交換レンズを3本以上持っている。 G 定期的に購読する写真・カメラ関連雑誌がある。
H 定期的に閲覧する写真・カメラ関連WEBサイト、SNS、ブログがある。
（3つまで）
どのような場面または被写体を撮ることが多いですか？

Q3

Q4
Q5

A 日常（スナップ） B 子供や孫 C 家族や友人 D ペット E 料理 F 小物 G レジャー（海や山など）
（運動会など） I 家族や友人のイベント
（結婚式など） J 季節のイベント
（クリスマスなど）
H 子供や孫のイベント
K 旅行 L 作品＜スナップ＞ M 作品＜風景＞ N 作品＜ポートレート＞ O 作品＜スポーツ＞
P 作品＜乗り物＞ Q 作品＜動植物・昆虫＞ R 作品＜天体＞ S その他
（3つまで）
購入したいと思ったモデルはありましたか？

冊子掲載の投票№（ 1〜448 ）
でご回答ください。
（3つまで）
実際に購入したモデルはありましたか？

冊子掲載の投票№（ 1〜448 ）
でご回答ください。

Q6

本冊子についてのご意見や、デジタルカメラ、周辺アクセサリーについて
ご要望がございましたら、自由にご記入ください。

Q7

ご希望のプレゼント賞品を第１希望、第２希望の順にご記入ください。

A

賞

PANASONIC

LUMIX DC-TZ95 （ホワイト）

1名様

B

賞

提供：パナソニック

D

賞

ARTISAN&ARTIST*

アタッチメント式イージースライダー

1名様

AOSTA

E

賞

ACAM-25（ブラック）

LEOFOTO

MT-02C+MBC-20

1名様

C

賞

INSTA360

Insta360 ONE X2

アテッサ ボディーバッグ M

提供：Insta360 Japan

1名様

F

賞

SUNTECH

サンテックライト X56Kit

提供：ケンコー・トキナー

1名様

H

賞

（カモフラージュ）

SENNHEISER

MKE 200 Mobile Kit

1名様

1名様

提供：サンテック

1名様

BENQ

I

賞

SW240
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1名様

※スマートフォンは賞品に含まれません

提供：ワイドトレード

J

賞

GODOX

ソフトボックスM 60X60cm
スピードライト用

提供：ケンコープロフェッショナルイメージング

提供：ゼンハイザージャパン

1名様

K

賞

NEXTORAGE

NRS-HA128（128GB）

提供：ベンキュージャパン

1名様

L

賞

WD

WD Elements SE SSD（1TB）

提供：Nextorage

※本アンケートは
『デジタルカメラグランプリお買い物ガイド』誌編集の株式会社 音元出版内デジタルカメラグランプリ実
行委員会
（以下、当委員会）
が運営しております。回答情報等の取り扱いについて同意のうえ、アンケートにご回答くだ
さい。ご記入およびご入力いただいた情報は、商品／サービス等
（当委員会のものに限定しない）
に関する調査、当委
員会からの案内の送付等
（当社のカタログおよびサンプル等を含む）
のため、当委員会において利用する場合があります。
また、ご記入およびご入力いただいた情報は、特定個人を判別できない方法により、第三者に対し、公開する場合が
あります。また、プレゼントの当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。あらかじめご了承ください。

1名様

提供：ウエスタンデジタル

発行／株式会社 音元出版 編集／デジタルカメラグランプリ実行委員会
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 第七東ビル8F
☎03-3255-4467 https://phileweb.com/dc/
デザイン／アド・クレール、SDO

印刷／大日本印刷

DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

賞

RICOH WG-7 （レッド）

提供：リコーイメージング

提供：アルティザン・アンド・アーティスト

G

RICOH

注目製品
ミラーレス用交換レンズ＜サードパーティー/APS-C＞

ミラーレス用交換レンズ＜サードパーティー/APS-C＞

TTArtisan 17mm f/1.4 C ASPH

TTArtisan 35mm f/1.4 C

TTARTISAN（銘匠光学）
¥OPEN ＜投票No.97＞

TTARTISAN（銘匠光学）
¥OPEN ＜投票No.98＞

P r o f i l e

P r o f i l e

焦点距離17mm、開放F値1.4
の明るさを誇る、APS-C対応の
大口径広角MFレンズです。非
球面レンズの採用により優れた画
質と携帯性を両立。価格も驚く
ほどリーズナブルで、大口径なら
ではの魅力を手軽に楽しめます。

焦点距離35mm、開放F値1.4
のAPS-C対応大口径標準MFレ
ンズです。実売1万円未満なが
らもダブルガウスタイプのレンズ構
成と10枚の絞り羽根により、自然
で美しいボケ味を実現。軽量小
型ボディで携帯性も抜群です。

ミラーレス用交換レンズ＜サードパーティー/APS-C＞

レンズ関連アクセサリー

TTArtisan 50mm f/1.2 C

TZM-01

TTARTISAN（銘匠光学）
¥OPEN ＜投票No.99＞
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TECHART

¥49,500 ＜投票No.276＞
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P r o f i l e

P r o f i l e

焦点距離50mm、開放F値1.2の
APS-C対応の大口径中望遠MF
レンズ。実売1万円台半ばで圧倒
的な明るさを実現。美しいボケを
生かしたポートレートや、夜景など
光量の少ないシーンでの撮影に
特におすすめしたい1本です。

ライカMマウントレンズを、ニコン
Zマウントボディに取り付けるため
の電子マウントアダプターです。
小 型 A Fユニットの搭 載により
MFレンズによる各種AF撮影を
実現。最短撮影距離の短縮に
も対応した多機能な逸品です。

デジタル一眼用交換レンズ＜サードパーティー/フルサイズ＞

動画関連アクセサリー＜外付けモニター＞

Trioplan 100mmF2.8 Ⅱ

F6Plus

MEYER OPTIK GORLITZ
¥159,280 ＜投票No.117＞

FEELWORLD

¥33,880 ＜投票No.302＞

P r o f i l e

P r o f i l e

120年以上の歴史を持つドイツ
生産のレンズブランド
「メイヤーオ
プティックゴルリッツ」が誇る、ユ
ニークで独創的な
“シャボン玉ボ
ケ”が有名な、フルサイズ対応
中望遠単焦点MFレンズ。対応
マウントも豊富に揃えます。

小型軽量かつタッチ式モニターの
採用により、快適な操作性を実現
した4K入力対応の5.5型フィール
ドモニター。解像度はフルHD、
入出力はHDMI力を各1系統備
え、波形モニター、ヒストグラムな
どの情報表示にも対応します。

クリップオン/モノブロックストロボ

ライティング関連アクセサリー

AD300Pro

ML60

GODOX

¥75,680 ＜投票No.243＞

GODOX

¥37,180 ＜投票No.318＞

P r o f i l e

P r o f i l e

フル発光時でもリサイクルタイム1.5
秒の高速チャージが可能な、出
力300Wsのモノブロックストロボで
す。2.4GHzワイヤレスXシステム
により無線での遠隔操作に対応。
カメラ側のトリガーからTTLを含
む調光制御も可能です。

携帯性と高出力、優れた演色性
を兼ね備えた昼光色60Wのハン
ディ型LEDライトです。NP-Fタイ
プのバッテリープレートを同梱し、
AC電源のない場所でも運用可
能。静音モードも搭載し、音に
敏感な撮影にも対応します。

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。掲載価格は全て税込価格となります。

ミラーレス用交換レンズ＜サードパーティー/APS-C＞

ライティング関連アクセサリー

NOKTON 35mm F1.2 X-mount

サンテックライト X56Kit

VOIGTLÄNDER

¥85,800 ＜投票No.100＞

SUNTECH

¥31,900 ＜投票No.333＞

P r o f i l e

P r o f i l e

フジフイルムXマウントに対応
する大口径単焦点レンズで
す。MF専用ですが電子接
点を備えており、ピントリング
の回転による自動拡大表示
や、X-Pro3への装着時はブ
ライトフレームが撮影距離に
応じて移動するパララックス
補正にも対応します。
（河田）

最大出力56Wの薄型LEDライト
と、テーブルなどへの設置に便
利な卓上ロッドをキットにしたオー
ルインワンライティングシステム。
光量や色温度を調整できるマグ
ネット着脱式のワイヤレスコントロ
ーラーを本体背面に備えます。
ライティング関連アクセサリー

SUNTECH

柔らかい描写から高解像な描写まで
1 本で異なる表現を楽しめるレンズ

おすすめ

Point

ロールフラッグ

¥16,500〜 ＜投票No.334＞

大口径F1.2の威力は絶大で、人物撮影やスナップ等、多くのシチュエ
ーションで背景や前景を大きくボカすことができ、ピントの合った部分をと
ても立体的に表現できます。描写的には、絞り開放では少し柔らかく優
しい印象で、逆に絞り込めば高解像な描写という具合に、1本で異なる
表現を楽しめます。また、ボディも小型軽量で携帯性も抜群。フジフイ
ルムから正式に情報開示を受けることで電子接点を介したボディとの通
信を実現し、ボディ内手ブレ補正への自動対応など、各種利便性がし
っかり確保されているのもポイントです。
（ 河田）

P r o f i l e

フラッシュメモリー＜マイクロSDメモリーカード＞

フラッシュメモリー＜SDメモリーカード＞

microSDHC/microSDXC UHS-I
メモリーカード NUS-M シリーズ

SDXC UHS-I メモリーカード
NRS-Hシリーズ RIGID（リジッド）仕様

NEXTORAGE

¥OPEN ＜投票No.399＞

P r o f i l e

NEXTORAGE

¥OPEN ＜投票No.394＞

P r o f i l e

UHS-I対応機の動画撮影性能
を存分に引き出すUHSスピード
クラス3、ビデオスピードクラス30
に対応したマイクロSDカード。
IP57の防塵防水をはじめとした
1 0 種の耐 久 性を備え、 最 大
256GBまでの4種を揃えます。

圧 倒 的な堅 牢 性を誇る
「RIGID仕様」
のUHS-I対応
SDメモリーカード。転送速度
は、書込み最大91MB／秒、
読込み最大97MB／秒。ラ
インアップは、大容量256GB
を筆頭に、128GB、64GBの
３モデルを用意します。

編集関連アクセサリー

PLUSTEK

OPTIC FILM 135i
¥OPEN ＜投票No.338＞

画期的な“一体成形構造”の採用により
驚異の堅牢性を獲得した SD カード
P r o f i l e

自動コマ送りや赤外線によるゴミ
検知機能を備えた35mmフィル
ム専用スキャナーです。 最大
7200dpiの高解像度スキャンによ
り、フィルムを高画質でデータ化
することが可能です。 最新の
Windows／MacOSに対応。

おすすめ

Point

NRS-Hシリーズ RIGID（リジッド）仕様は、
“ 外装が壊れてしまう”
というフ
ォトグラファーの声から生まれた一体成形構造のSDメモリーカードです。
複数パーツでメモリーを挟み込んだ一般的な構造と異なり、外装とメモリ
ーを一体化することで、IP68相当の防水防塵性能や、SD規格に対し
18倍の曲げ強度を実現。さらに端子部のリブ、ライトプロテクトスイッチ
をあえて省き、カード自体が破損しにくい設計とすることで2次トラブルも
未然に防止。ハードな環境はもちろん、日常の万が一に対しても安心し
て使えるSDメモリーカードです。

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >
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軽量なアルミフレームを用いた折
り畳み式フラッグ。付属のシルバ
ークロス等と組み合わせ、ロー
ルレフやディフューザーとして使
用できます。S（組立寸法98W×
76Hcm）、M（組立寸法128W
×120Hcm）
の2サイズを用意。

カメラやレンズを快適に保つ！

ワンポイントTips

＜メンテナンス編＞

愛用のカメラやレンズのコンディションを保つためには、日々のお手入れがとても重要です。
そこでここではカメラやレンズのメンテナンス時に気をつけたい3つのTipsをご紹介。
いつでもカメラやレンズを気持ちよく使えるよう、ぜひお試しください。

Tips 1

メンテナンスの順番は、
“払ってから拭く”が基本。

カメラやレンズのメンテナンスを行う時に、必ず守ってほしいのがメンテ

Tips 2

マウント内のホコリは、
下に向けて吹き落とそう。

カメラのマウント内に入ってしまったホコリを吹き飛ばす時は、飛ばした

ナンスの順番です。一見ホコリが付着しているように見えなくても、ま

ホコリが内部に入り込まないようにボディを下に向けて吹き落としましょ

ずはブロワーやブラシでホコリを吹き払いましょう。クリーニングクロスな

う。また、イメージセンサーはとてもデリケートな部品なので、ブロアー

どでいきなりカメラやレンズを拭き始めてしまうと、ホコリがあった時に

のノズルが触れないよう、ノズルがマウントより内側に入らないよう注意

細かなキズが付く原因となってしまいます。特にカメラの液晶モニター、

しましょう。イメージセンサーの清掃には相応の知識と腕が必要となる

レンズの表面、フィルターなどはデリケートで傷つきやすいので、注意

ため、ブロアーなどを使っても付着したホコリが取れない場合は、メー

してメンテナンスするようにしましょう。

カーのクリーニングサービスを利用するとよいでしょう。

いきなり拭き始めず、
まずはホコリを払おう！

ブロアーのノズルは、
マウント内に入れない！
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ホコリを払い切ったら
丁寧にクロスで拭こう！

Tips 3

レンズ表面の清掃には、
専用クリーナーを使おう。

レンズの表面はとても繊細でキズが付きやすいので、清掃を行う時は、

イメージセンサーには、
触れないように注意！

清掃関連アクセサリー

HAKUBA

レンズペン3シリーズ
¥3,300〜 〈投票No.346〉

なるべくレンズ専用のクリーナーを使うよう心掛けましょう。クリーナー
に付着したホコリもキズの原因になるため、個包装された使い切りタイ
プのクリーナーを活用すると安心です。汚れを拭きとる時も力を入れて
ゴシゴシ拭くのではなく、表面を撫でるくらいの力で、中心から外側に
向けて円を描くようにサッと拭くようにしましょう。

中心から外側に向かって、
撫でるようにサッと拭こう。

カーボン粉末とセーム革製のチップにより、指紋や皮脂を
残さず拭き取れるペン型クリーナー。セーム革製チップの
形状により、レンズ用、フィルター用、液晶画面用、ファ
インダー用とラインアップも豊富に用意します。

清掃関連アクセサリー

KENKO

激落ちくん カメラレンズ
クリーナー 30包入り
¥946 〈投票No.349〉

専用クリーナーは、
個包装タイプがおすすめ。

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

脂汚れ、指紋を軽く拭くだけでスッキリと落とせる、アルコ
ール成分が入ったアルミ個装タイプのクリーナーです。超
極細繊維「ナノワイパー」の採用により、優れた拭き取
り性を実現。レンズやフィルターの清掃にオススメ
！

周辺機器部門 受賞モデル
周辺機器部門
PCソフト＜画像総合ソフト＞

ADOBE

ADOBE

ADOBE

Adobe Creative Cloud
フォトプラン 12ヶ月版

Adobe Photoshop Elements 2021

Adobe Photoshop 12ヶ月版

SILKYPIX Developer Studio
Pro10 パッケージ版

カフリストストラップ ブラック
CF-BL-3

PEAK DESIGN

リーシュカメラストラップ+アンカーセット ¥5,940
＜投票No.146＞
ブラック L-BL-3

SAKURA SLING
PROJECT

サクラカメラスリング

¥16,280〜
＜投票No.147＞

SAKURA SLING
PROJECT

サクラカメラスリングHOMME

¥16,280〜
＜投票No.148＞

SAKURA SLING
PROJECT

サクラスカーフストラップ

¥10,780
＜投票No.149＞

SAKURA SLING
PROJECT

サクラネックストラップ

¥5,500
＜投票No.150＞

TAMRAC

QRストラップ

蔵CURA

コンフォートストラップ（CCS-100）

¥4,950
＜投票No.152＞

蔵CURA

ヘリンボーンストラップ（CHS-101）

¥4,180
＜投票No.153＞

¥4,400
＜投票No.145＞

¥OPEN
＜投票No.128＞

¥OPEN
＜投票No.129＞

¥OPEN
＜投票No.130＞

PCソフト＜RAW現像ソフト＞
SILKYPIX

PEAK DESIGN

¥28,050
＜投票No.131＞

PCソフト＜画像加工ソフト＞
SKYLUM

Luminar AI 日本語版

¥11,980
＜投票No.132＞

PCソフト＜動画編集ソフト＞
ADOBE

Adobe Premiere Elements 2021

¥OPEN
＜投票No.133＞

VEGAS

VEGAS Edit 19

¥15,400
＜投票No.134＞

COREL

VideoStudio Ultimate 2021 特別版

¥12,980
＜投票No.135＞

カラーキャリブレーションツール

SpyderX Pro

カメラストラップ
ARTISAN&ARTIST* アタッチメント式イージースライダー
ACAM-25

ARTISAN&ARTIST*

イージースライダー・プロ
ACAM-38

¥26,400
＜投票No.136＞

¥5,500
＜投票No.137＞

¥6,050
＜投票No.138＞

イタリアンレザーストラップ
ARTISAN&ARTIST* ＜3レングス レザーストラップ＞
ACAM-284

¥13,750
＜投票No.139＞

BLACKRAPID

スポーツ X

¥OPEN
＜投票No.140＞

BLACKRAPID

デルタ

¥OPEN
＜投票No.141＞

BLACKRAPID

ニコール エリオット

¥OPEN
＜投票No.142＞

KENKO

LEOFOTO

〈MAMORU〉
ネオプレーンストラップ
カーブタイプ

SP-01+DC-22Q

蔵CURA

本革ショートホールド&キャリーストラップ ¥6,380
＜投票No.154＞
（SHSL-100）

カメラバッグ＜ポーチ・カメラケース＞

ARTISAN&ARTIST*

ギアボックス・プロ ＜Gear box PRO＞
ACAM-60D

¥9,240
＜投票No.155＞

ARTISAN&ARTIST*

ギアボックス・プロ ＜Gear box PRO＞
ACAM-61D

¥9,240
＜投票No.156＞

ARTISAN&ARTIST*

ギアボックス・プロ ＜Gear box PRO＞
ACAM-63D

¥9,240
＜投票No.157＞

HAKUBA

LUXXe グリッド マルチポーチ M

¥4,290
＜投票No.158＞

TAMRAC

GOBLIN ボディーポーチ
シリーズ

¥OPEN
＜投票No.159＞

カメラバッグ＜ショルダー＞
AOSTA
フォンタナPRO ショルダーL

¥OPEN
＜投票No.160＞

¥OPEN
＜投票No.143＞

¥13,200
＜投票No.144＞

F.64

SCMPRO

¥21,230
＜投票No.161＞

F.64

SCXPRO

¥28,380
＜投票No.162＞

デジカメ情 報 満 載 のウェブチャンネル 「 デジカメC H A N N E L 」にアクセス！ >
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DATACOLOR

¥OPEN
＜投票No.151＞

周辺機器部門 受賞モデル

HAKUBA

Chululu レニュー ショルダーバッグ M

¥8,360
＜投票No.163＞

HAKUBA

LUXXe グリッド
ジップバックパック L

¥32,670
＜投票No.178＞

HAKUBA

Chululu レニュー トートバッグ M

¥10,010
＜投票No.164＞

HAKUBA

LUXXe グリッド
ロールトップバックパック M

¥32,670
＜投票No.179＞

KENKO

LECCEII リュックトート

HAKUBA

LUXXe グリッド ジップショルダーバッグ

¥18,370〜
＜投票No.165＞

¥OPEN
＜投票No.180＞

KENKO

LECCEII ショルダートート

¥OPEN
＜投票No.166＞

TAMRAC

ニューストラトス
シリーズ

¥OPEN
＜投票No.167＞

カメラバッグ＜メッセンジャー＞
AOSTA
アテッサ ボディーバッグ

LOWEPRO

LOWEPRO

フォトスポーツ BP 24L AW III ブルー
（LP37344-PWW）

¥38,000
＜投票No.181＞

LOWEPRO

フリップサイド 400 AW III ブラック
（LP37352-PWW）

¥26,110
＜投票No.182＞

TAMRAC
¥OPEN
＜投票No.168＞

¥20,009
プロタクティック MSG160AW
メッセンジャーバッグ
（LP37266-PWW） ＜投票No.169＞

TENBA

TENBA DNA メッセンジャーシリーズ
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カメラバッグ＜バックパック＞
AOSTA
Sanctuary Ⅲ
ISリュック

¥21,780〜
＜投票No.170＞

¥OPEN
＜投票No.171＞

AOSTA

Sanctuary Ⅲ
RK260

¥OPEN
＜投票No.172＞

AOSTA

Sanctuary Ⅲ
RK650

¥OPEN
＜投票No.173＞

AOSTA

Sanctuary Ⅲ
RT140

¥OPEN
＜投票No.174＞

アテッサ
2WAYカメラバッグ

エブリデイスリングシリーズ

¥12,100〜
＜投票No.184＞

カメラバッグ＜ローラーバッグ＞

HAKUBA

GW-PRO RED
フェイスゲートローラー 02

¥67,100
＜投票No.185＞

THINK TANK
PHOTO

エアポート アドバンテージ XT

¥37,400
＜投票No.186＞

A-20S-EV

¥OPEN
＜投票No.187＞

GX-m 6400

¥7,150
＜投票No.188＞

三脚＜エントリー＞
KING

SLIK

MANFROTTO
三脚＜スタンダード＞
SLIK

AOSTA

¥OPEN
＜投票No.183＞

カメラバッグ＜スリング＞

PEAK DESIGN
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ナガノ
バックパック 16L

Elementトラベル三脚 スモール ブラック ¥15,960
＜投票No.189＞
（MKELES5BK-BH）

スプリント L110

¥23,100
＜投票No.190＞

¥OPEN
＜投票No.175＞

MANFROTTO
HAKUBA

Chululu レニュー デイパック M

¥10,010
＜投票No.176＞

HAKUBA

GW-PRO RED
マルチモード バックパック 02

¥50,050〜
＜投票No.177＞

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

SLIK

290XTRA
アルミニウム3段三脚＋
3ウェイ雲台キット
（MK290XTA3-3W）
エイブル 300 HC

¥25,003
＜投票No.191＞
¥30,800
＜投票No.192＞

三脚＜ハイクラス＞

ムービー三脚＜スタンダード＞

LEOFOTO

LS-324C+LH-40

¥78,100
＜投票No.193＞

MANFROTTO

055プロカーボンファイバー
三脚3段（MT055CXPRO3）

¥82,258
＜投票No.194＞

SLIK

ライトカーボンE74

¥60,500
＜投票No.195＞

LIBEC

TH-X

¥37,400
＜投票No.209＞

DAIWA

VT-551 II

¥38,500
＜投票No.210＞

SLIK

ビデオグランデ II N

¥34,100
＜投票No.211＞

三脚＜プレミアム＞

LEOFOTO

LM-404CL

¥110,000
＜投票No.196＞

LEOFOTO

LQ-324C+FW-01R

¥124,300
＜投票No.197＞

LEOFOTO

LQ-324C+LH-40

¥107,800
＜投票No.198＞

LEOFOTO

LS-324CEX

¥80,300
＜投票No.199＞

SLIK

カーボンマスターシリーズ

ムービー三脚＜ハイクラス＞
DAIWA
VT-523 N

MANFROTTO

befree 3ウェイライブ アドバンス
（MKBFRLA4BK-3W）

¥60,500
＜投票No.212＞

¥51,876
＜投票No.213＞

ムービー三脚＜プレミアム＞

MANFROTTO

504Xビデオ雲台+
645FASTアルミ三脚
（MVK504XTWINFA）

¥154,385
＜投票No.214＞

MANFROTTO

ナイトロテック608ビデオ雲台+
635FASTカーボン三脚
（MVK608SNGFC）

¥244,387
＜投票No.215＞

ミニトラベラー三脚 クラシック
（GKTBC1）

¥33,000
＜投票No.216＞

¥72,380〜
＜投票No.200＞
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テーブルトップ/ミニ三脚
ザ プロフェッショナル Nシリーズ

¥92,400〜
＜投票No.201＞

GITZO
LEOFOTO

MT-02C+MBC-20

¥16,500
＜投票No.217＞

LEOFOTO

MT-03+LH-25

¥20,350
＜投票No.218＞

SLIK

ミニプロ7 N

¥17,050
＜投票No.219＞

SLIK

SポールII

¥9,020
＜投票No.220＞

SLIK

ザ プロポッド

¥22,000
＜投票No.221＞

K-MPS176

¥OPEN
＜投票No.222＞

トラベラー三脚＜スタンダード＞

VELBON

MANFROTTO
SLIK

小型トラベル三脚 UTシリーズ

Element MII
アルミニウム4段三脚MBTキットBK
（MKELMII4BMB-BH）
エアリーシリーズ

¥14,740〜
＜投票No.202＞

¥25,630
＜投票No.203＞
¥21,230〜
＜投票No.204＞

一脚
トラベラー三脚＜ハイクラス＞

VELBON

LEOFOTO

MANFROTTO

トラベルカーボン三脚
GUTシリーズ

LX-225CT+XB-32Q

befree GT XPRO
カーボンT三脚キット
（MKBFRC4GTXP-BH）

¥62,590〜
＜投票No.205＞

¥54,450
＜投票No.206＞

¥86,878
＜投票No.207＞

トラベラー三脚＜プレミアム＞

GITZO

トラベラー三脚GT2545T+
雲台GH1382QDキット
（GK2545T-82QD）

自立一脚
KING

¥184,800
＜投票No.208＞

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >
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SLIK

周辺機器部門 受賞モデル
SLIK

雲台＜自由雲台＞
SLIK

スタンドポッド
エアリーシリーズ

¥26,180〜
＜投票No.223＞

PBH-525

¥18,920
＜投票No.224＞

SLIK

テレマスタ―800

¥44,000
＜投票No.240＞

SLIK

マスターデラックス
ブラック雲台

¥13,200
＜投票No.241＞

クリップオン/モノブロックストロボ
GODOX
AD200Pro

LEOFOTO

GITZO
雲台＜3WAY雲台＞
SLIK

NB-40+NP-50

センターボール雲台3型QD
（GH3382QD）

SH-806 N

¥36,300
＜投票No.225＞

¥75,900
＜投票No.226＞

FW-01R

¥44,000
＜投票No.228＞

GITZO

3ウェイフルード雲台（GHF3W）

¥77,000
＜投票No.229＞

雲台＜ムービー雲台＞
DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

LEOFOTO

BV-10

¥30,250
＜投票No.230＞

LEOFOTO

BV-1R

¥19,800
＜投票No.231＞

BV-5

¥28,050
＜投票No.232＞

LEOFOTO

LEOFOTO

MANFROTTO

MANFROTTO
SLIK

VH-30R

504X フルードビデオ雲台
（MVH504XAH）

ナイトロテック608フルードビデオ雲台
（MVH608AH）
ビデオグランデII N雲台

AD300Pro

¥75,680
＜投票No.243＞

CLOSE UP
→ 34p

¥25,300
＜投票No.227＞

LEOFOTO
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GODOX

¥52,668
＜投票No.242＞

GODOX

TT350

¥14,575
＜投票No.244＞

GODOX

V1

¥36,575
＜投票No.245＞

GODOX

V350

¥23,936
＜投票No.246＞

HAKUBA

液晶保護フィルム III

¥1,804〜
＜投票No.247＞

HAKUBA

液晶保護フィルム 親水タイプ

¥1,375〜
＜投票No.248＞

HAKUBA

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

¥1,705〜
＜投票No.249＞

HAKUBA

EX-GUARD 液晶保護フィルムシリーズ ＜投票No.250＞

KENKO

液晶プロテクター

PEAK DESIGN

アンカーリンクス AL-4

SHOTEN

カメラウッドグリップシリーズ

カメラ関連アクセサリー

¥35,200
＜投票No.233＞

¥66,000
＜投票No.234＞

¥82,500
＜投票No.235＞

¥3,080〜

¥1,210〜
＜投票No.251＞

¥13,200
＜投票No.236＞

雲台＜特殊雲台＞

LEOFOTO

G4+NP-60

¥80,300
＜投票No.237＞

LEOFOTO

PG-1

¥85,800
＜投票No.238＞

MANFROTTO

ギア付きジュニア雲台
（410）

¥45,628
＜投票No.239＞

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

¥2,970
＜投票No.252＞
¥7,150〜
＜投票No.253＞

蔵CURA

真鍮製2重リング&専用あて革セット
（CRGK-101）

KENKO

バリアブルNDXII

¥40,150〜
＜投票No.268＞

KENKO

ブラックミスト No.05

¥3,740〜
＜投票No.269＞

KENKO

高濃度タイプPRO ND

¥5,280〜
＜投票No.270＞

LEE

LEE100 ホルダー

¥28,600
＜投票No.271＞

LEOFOTO

レンズフットシリーズ

¥15,400〜
＜投票No.272＞

MARUMI

Creation Variable ND2.5-ND256/V

¥OPEN
＜投票No.273＞

MARUMI

Creation Variable ND40-ND4000/P

¥OPEN
＜投票No.274＞

¥957
＜投票No.254＞

レンズ関連アクセサリー

H&Y

Magnetic Filter System

¥OPEN
＜投票No.255＞

H&Y

Magnetic ND for REVORING Vari
ND3-ND1000 CPL 67-82mm

¥OPEN
＜投票No.256＞

H&Y

REVORING Black Mist 67-82mm

¥OPEN
＜投票No.257＞

H&Y

REVORING Vari ND3-ND1000 CPL
67-82mm

¥OPEN
＜投票No.258＞

HAIDA

ナノプロ ミストブラック
1/4 ソフトフィルター

¥OPEN
＜投票No.259＞

K&F CONCEPT

NANO-X バリアブル（可変式）
NDフィルター

¥OPEN
＜投票No.260＞

K&F CONCEPT

KENKO

マウントアダプター Pシリーズ

¥OPEN
＜投票No.261＞

¥3,300〜
＜投票No.262＞

MONSTERADAPTER LA-FE1

¥41,800
＜投票No.275＞

TECHART

¥49,500
＜投票No.276＞

TZM-01

CLOSE UP
→ 34p

PRO1D R-トゥインクル・スター6X（W） ¥4,840〜

＜投票No.263＞

VIXEN

¥11,000

Vixen 天体望遠鏡 レンズヒーター360III ＜投票No.277＞

撮影関連アクセサリー

KENKO

ZX C-PL

¥13,750〜
＜投票No.264＞

ETSUMI

JOBY
KENKO

KENKO

KENKO

ZX ND

ZXII プロテクター

デジタル接写リングセットシリーズ

¥7,920〜
＜投票No.265＞

ストロボアジャスタープロ EX

ゴリラポッド アーム スマート
（JB01683-0WW）

¥8,580
＜投票No.278＞

¥1,980
＜投票No.279＞

KENKO

カメラマングローブ
Grip Hot Shot IV

¥OPEN
＜投票No.280＞

KENKO

カメラレインカバーHT

¥OPEN
＜投票No.281＞

KENKO

スカイメモS

¥55,000
＜投票No.282＞

¥7,370〜
＜投票No.266＞

¥19,580〜
＜投票No.267＞

デジカメ情 報 満 載 のウェブチャンネル 「 デジカメC H A N N E L 」にアクセス！ >
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K&F CONCEPT

NANO-X ブラックディ
フュージョンフィルター

周辺機器部門 受賞モデル
KENKO

リモートコード「リモート90L」シリーズ

¥2,420
＜投票No.283＞

FEELWORLD

F5

¥24,068
＜投票No.301＞

FEELWORLD

F6Plus

¥33,880
＜投票No.302＞

CLOSE UP
→ 34p
LEOFOTO

LB-60N

¥16,500
＜投票No.284＞

FEELWORLD
SIGHTRON

NEW nano.tracker

¥32,780
＜投票No.285＞

SLIK

ASTRA ECH-630

¥63,690
＜投票No.286＞

SLIK

42

クリエイターズKIT

¥33,000
＜投票No.287＞

SLIK

モバイルリンクシリーズ SLIK
トリプルシュー

¥2,530
＜投票No.288＞

VIXEN

ポータブル赤道儀
星空雲台ポラリエU（WT）

¥68,200
＜投票No.289＞

DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

WIRAL
Wiral LITE
TECHNOLOGIES

¥53,900
＜投票No.290＞

動画関連アクセサリー

ATOMOS

NINJA V

T7

¥24,068
＜投票No.303＞

動画関連アクセサリー＜外付けマイク＞

AUDIOTECHNICA

AT9941

¥13,200
＜投票No.304＞

AUDIOTECHNICA

AT9945CM

¥20,900
＜投票No.305＞

AUDIOTECHNICA

AT9946CM

¥16,500
＜投票No.306＞

MIRFAK AUDIO

MC1 ラべリアマイクロフォン

RODE

Wireless GO / Wireless GO II

¥28,600〜
＜投票No.308＞

SENNHEISER

MKE 200

¥OPEN
＜投票No.309＞

SENNHEISER

MKE 440

¥OPEN
＜投票No.310＞

SENNHEISER

MKE 600

¥OPEN
＜投票No.311＞

TASCAM

TM-2X

¥OPEN
＜投票No.312＞

TASCAM

DR-10SG

¥OPEN
＜投票No.313＞

¥OPEN
＜投票No.307＞

¥88,000
＜投票No.291＞

JOBY

テレポッド スポーツ
（JB01657-BWW）

¥7,480
＜投票No.292＞

MANFROTTO

FAST GimBoom カーボン
（MVGBF-CF）

¥34,760
＜投票No.293＞

SENNHEISER

IE 100 PRO

¥OPEN
＜投票No.294＞

TASCAM

DR-60DMKII

¥OPEN
＜投票No.295＞

TASCAM

DR-701D

¥OPEN
＜投票No.296＞

TASCAM

DR-70D

¥OPEN
＜投票No.297＞

動画関連アクセサリー＜ジンバル/スタビライザー＞

DJI

DJI RS 2

¥86,900
＜投票No.314＞

DJI

DJI RSC 2

¥53,900
＜投票No.315＞

動画関連アクセサリー＜外付けモニター＞

ADTECHNO

55HB

¥OPEN
＜投票No.298＞

ADTECHNO

75HB

¥OPEN
＜投票No.299＞

ADTECHNO

75SB

¥OPEN
＜投票No.300＞

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

MANFROTTO

Gimbal 220 キット
（MVG220）

ライティング関連アクセサリー
GODOX
M1ミニクリエイティブLEDライト

¥67,507
＜投票No.316＞

¥17,380
＜投票No.317＞

GODOX

ML60

¥37,180
＜投票No.318＞

CLOSE UP
→ 34p

GODOX

R1ミニクリエイティブLEDライト

¥14,080
＜投票No.319＞

GODOX

S2ブラケット

¥3,300
＜投票No.320＞

LITRA

Litra Torch2

¥13,750
＜投票No.329＞

MANFROTTO

ナノポール 4段ライトスタンド 195cm
オスダボ（MS0490A-1）

¥17,259
＜投票No.330＞

ROGUE

Flash Bender3 XL PRO

¥16,500
＜投票No.331＞

ROUNDFLASH

RoundFlash Dish

¥9,130
＜投票No.332＞

SUNTECH

サンテックライト X56Kit

¥31,900
＜投票No.333＞

CLOSE UP
→ 35p
GODOX

X Pro TTL対応
フラッシュトリガー

¥11,968
＜投票No.321＞

SUNTECH

ロールフラッグ

¥16,500〜
＜投票No.334＞

CLOSE UP
→ 35p
GODOX

X2T

¥9,350
＜投票No.322＞

編集関連アクセサリー

GODOX

ソフトボックスM 60X60cm
スピードライト用

¥8,800
＜投票No.323＞

EIZO

Z-208PRO-5000K

¥OPEN
＜投票No.335＞

I-O DATA

GV-HUVC/4K

¥23,980
＜投票No.336＞

I-O DATA

GV-HDREC/B2

¥20,570
＜投票No.337＞

PLUSTEK

OPTIC FILM 135i

¥OPEN
＜投票No.338＞
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FL150RフレキシブルLEDライト

¥54,780
＜投票No.324＞

CLOSE UP
→ 35p
収納関連アクセサリー
HEIS

GODOX

FL150SフレキシブルLEDライト

¥53,680
＜投票No.325＞

GODOX

FL60フレキシブルLEDライト

¥38,280
＜投票No.326＞

JINBEI

EFD-60M/EFD-60BI

¥OPEN
＜投票No.327＞

KENKO

Rレフ オールインワンレフ

¥OPEN
＜投票No.328＞

撥水・透湿ラップクッション

¥OPEN
＜投票No.339＞

KENKO

Luce インナーボックス

¥OPEN
＜投票No.340＞

KENKO

ドライフレッシュ
シリーズ

¥440〜
＜投票No.341＞

KING

強力乾燥剤
OZO-S30
大容量パック
（30g×6袋入）

¥OPEN
＜投票No.342＞

豪 華 賞 品 が 当 たるアンケート実 施 中！ スマートフォンで 今 すぐアクセス！ >
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GODOX

周辺機器部門 受賞モデル
KING

強力乾燥剤
OZO-Z10
大容量パック
（10g×12袋入）

¥OPEN
＜投票No.343＞

JOBY

Smart Stabilizer（JB01656-BWW）

JOBY

グリップタイト スマート
（JB01682-0WW）

¥16,885
＜投票No.360＞

¥3,135
＜投票No.361＞

TOYO LIVING

オートクリーンドライシリーズ

¥OPEN
＜投票No.344＞

JOBY

グリップタイト ゴリラポッド スタンド プロ ¥6,611
＜投票No.362＞
（JB01709-PKK）

TOYO LIVING

モバイルドライ MD-3／MD-6

¥OPEN
＜投票No.345＞

JOBY

¥36,256
ゴリラポッド モバイル
ブイロギング キット
（JB01645-BWW） ＜投票No.363＞

HAKUBA

レンズペン3シリーズ

¥3,300〜
＜投票No.346＞

KENKO

クリーニングキット
プロ5 KCA-S01

¥OPEN
＜投票No.347＞

清掃関連アクセサリー

JOBY
KENKO

ビーモ リングライト 12
（JB01733-BWW）

¥5,630
＜投票No.364＞

bi レンズ ふんわりキレイ KKL-SOFT ¥3,300

＜投票No.365＞

KENKO

コンパクト三脚付き
10インチLEDリングライト
KL-03RL

¥OPEN
＜投票No.366＞

¥OPEN
＜投票No.367＞

KENKO

シリコンブロワー
ショートノズル

¥3,080
＜投票No.348＞

KENKO

激落ちくん
カメラレンズクリーナー
30包入り

¥946
＜投票No.349＞

KENKO

リアルプロクリップライト

センサークリーニングスワブ
クリーナー付きキット VS-S-Eシリーズ

¥OPEN
＜投票No.350＞

LEOFOTO

PC-90II

¥5,500
＜投票No.368＞

MOZA

NANO-SE

蔵CURA

カメラボディークリーナー（CBC-030）

¥1,760
＜投票No.351＞

¥OPEN
＜投票No.369＞

蔵CURA

クリーナー&ペーパーセット
（AST-015）

¥OPEN
＜投票No.352＞

SENNHEISER

MKE 200 Mobile Kit

¥OPEN
＜投票No.370＞

SENNHEISER

XSW-D Portable Lav Mobile Kit

¥OPEN
＜投票No.371＞

SONY

VPL-HW60

¥OPEN
＜投票No.372＞

EPSON

EF-100シリーズ

¥OPEN
＜投票No.373＞

44
DIGITAL CAMERA GRAND-PRIX 2022

VSGO

蔵CURA

¥OPEN
クリーニング用ペーパークロス
『 MICRO WIPER 』
（CP-100/CP-250） ＜投票No.353＞

蔵CURA

光学レンズ専用クリーナー
（CLC-050/CLC-300）

¥OPEN
＜投票No.354＞

スマートフォン用フォトアクセサリー

ASUS

COLEMAN

DJI

ZenGimbal

Coleman セルフィーマルチスタンド

DJI OM 5

¥OPEN
＜投票No.355＞

ディスプレイ部門
プロジェクター

¥OPEN
＜投票No.356＞

¥17,930
＜投票No.357＞

プロジェクター＜4K＞

ETSUMI

VLOG 俯瞰撮影スタンド

¥5,720
＜投票No.358＞

EPSON

EH-LS500B/W

¥OPEN
＜投票No.374＞

ETSUMI

VLOG LEDリングライト 14インチ

¥7,150
＜投票No.359＞

SONY

VPL-VW575

¥OPEN
＜投票No.375＞

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

PC＜ラップトップ＞
LG
ELECTRONICS

フラッシュメモリー＜CFexpress Type A＞
¥OPEN
＜投票No.390＞

LG gram 17Z90P-KA79J

¥OPEN
＜投票No.376＞

S15シリーズ

¥OPEN
＜投票No.377＞

SANDISK

サンディスク エクストリーム プロ
CFexpress Type Bカード

¥OPEN
＜投票No.391＞

¥OPEN
＜投票No.378＞

SONY

CEB-Gシリーズ

¥OPEN
＜投票No.392＞

SONY

CEA-Gシリーズ

フラッシュメモリー＜CFexpress Type B＞

VAIO

PCディスプレイ＜エントリー＞
BENQ
SW240

フラッシュメモリー＜XQDメモリーカード＞

SONY

EIZO

ColorEdge CS2420-Z

¥OPEN
＜投票No.379＞

ASUS

ProArt Display PA278QV

¥OPEN
＜投票No.380＞

PCディスプレイ＜スタンダード＞
BENQ
SW270C

フラッシュメモリー＜SDメモリーカード＞
NEXTORAGE
SDXC UHS-I
メモリーカード
NRS-Hシリーズ
RIGID（リジッド）仕様

SANDISK
¥OPEN
＜投票No.381＞

SONY

ProArt Display PA148CTV

¥OPEN
＜投票No.382＞

¥OPEN
＜投票No.383＞

サンディスク エクストリーム プロ
SDHC / SDXC UHS-II カード
【 TOUGH（タフ）】
SF-Gシリーズ タフ仕様

NEXTORAGE

サンディスク エクストリーム
microSDHC / microSDXC
UHS-I カード

ProArt Display PA279CV-R

PCディスプレイ＜4K/スタンダード＞
BENQ
SW271C

¥OPEN
＜投票No.384＞

¥OPEN
＜投票No.385＞

¥OPEN
＜投票No.395＞

¥OPEN
＜投票No.396＞

¥OPEN
＜投票No.397＞
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¥OPEN
＜投票No.398＞

¥OPEN
microSDHC/microSDXC
UHS-I メモリーカード NUS-M シリーズ ＜投票No.399＞

CLOSE UP
→ 35p

PCディスプレイ＜4K/エントリー＞
ASUS

CLOSE UP
→ 35p

フラッシュメモリー関連アクセサリー

SANDISK

¥OPEN
サンディスク イメージメイト プロ
USB-C マルチカード リーダー/ライター ＜投票No.400＞

SANDISK

サンディスク エクストリーム プロ
CFexpress カードリーダー

¥OPEN
＜投票No.401＞

デジタルストレージ＜据置/内蔵型＞

EIZO

ColorEdge CS2740

PCディスプレイ＜4K/ハイクラス＞
BENQ
SW321C

EIZO

ColorEdge CG319X

サンディスク エクストリーム プロ
CFast 2.0 カード

¥OPEN
＜投票No.402＞

WD

¥OPEN
＜投票No.403＞

¥OPEN
＜投票No.386＞

¥OPEN
＜投票No.387＞

My Book

デジタルストレージ＜ポータブル＞

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T7

¥OPEN
＜投票No.404＞

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T7 Touch

¥OPEN
＜投票No.405＞

SANDISK

サンディスク ポータブルSSD

¥OPEN
＜投票No.406＞

SANDISK

サンディスク エクストリーム
ポータブルSSD

¥OPEN
＜投票No.407＞

¥OPEN
＜投票No.388＞

記録デバイス部門
フラッシュメモリー＜CFast＞

SANDISK

SANDISK
G-DRIVE USB-C
PROFESSIONAL

¥OPEN
＜投票No.389＞
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SANDISK

ColorEdge CG279X

¥OPEN
＜投票No.394＞

フラッシュメモリー＜マイクロSDメモリーカード＞

PCディスプレイ＜ハイクラス＞
EIZO

サンディスク エクストリーム プラス
SDHC / SDXC UHS-I カード

¥OPEN
＜投票No.393＞

フラッシュメモリー＜SDメモリーカード/UHS-II対応＞

SANDISK

ASUS

Gシリーズ

周辺機器部門 受賞モデル

SANDISK

サンディスク エクストリームプロ
ポータブルSSD

SANDISK
G-DRIVE Mobile SSD
PROFESSIONAL

SONY

WD

SL-Mシリーズ

My Passport

¥OPEN
＜投票No.408＞

¥OPEN
＜投票No.409＞

EW-M873T

¥OPEN
＜投票No.428＞

CANON

iNSPiC PV-123

¥OPEN
＜投票No.429＞

CANON

SELPHY CP1300

¥OPEN
＜投票No.430＞

EPSON
プリンター＜コンパクト＞

¥OPEN
＜投票No.410＞

¥OPEN
＜投票No.411＞

チェキ instax mini Link

FUJIFILM
WD

My Passport SSD

¥OPEN
＜投票No.412＞

WD

WD Elements
SE SSD

¥OPEN
＜投票No.413＞

プリンター＜エントリー＞

¥OPEN
＜投票No.432＞

プリンター用紙＜プレミアム＞

EPSON

Colorio EP-713A

¥OPEN
＜投票No.414＞

CANON

キヤノン写真用紙・光沢 プロ
［クリスタルグレード］

CANON

PIXUS TS3330

¥OPEN
＜投票No.415＞

CANSON
INFINITY

バライタ・プレステージ

¥12,100
（A4/25枚）
＜投票No.434＞

Colorio EP-813A

CANSON
INFINITY

フォトグロス・プレミアム・RC

EPSON

¥OPEN
＜投票No.416＞

¥4,290
（A4/25枚）
＜投票No.435＞

Velvet Fine Art Paper

TR8630

¥OPEN
＜投票No.417＞

EPSON

CANON

¥OPEN他
＜投票No.436＞

EPSON

写真用紙クリスピア＜高光沢＞

¥OPEN
＜投票No.437＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー

¥2,079
（A4/20枚）
＜投票No.438＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・ホワイトフィルム

¥2,893
（A4/10枚）
＜投票No.439＞

プリンター＜スタンダード＞
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コダック インスタントプリンター P300

KODAK

¥OPEN
＜投票No.431＞
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プリンター＜ミドルクラス＞

EPSON

CANON

CANON

Colorio EP-883AW/AB/AR

PIXUS TS8430

PIXUS XK90

¥OPEN
＜投票No.418＞

¥OPEN
＜投票No.419＞

¥OPEN
＜投票No.420＞

プリンター＜A3/エントリー＞

EPSON

Colorio EP-982A3

¥OPEN
＜投票No.421＞

プリンター用紙＜風合紙＞

Colorio EP-50V

¥OPEN
＜投票No.422＞

プリンター＜A3/プレミアム＞

EPSON

CANON

CANON

Epson Proselection SC-PX1V

プレミアムファインアート・ラフ FA-RG1

CANSON
INFINITY

エディション・エッチング・ラグ

¥3,960
（A4/10枚）
＜投票No.441＞

CANSON
INFINITY

ベラン・ミュージアム・ラグ

¥13,200
（A4/25枚）
＜投票No.442＞

PICTORICO

GEKKO レッドラベル プラス

¥2,750
（A4/10枚）
＜投票No.443＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・コットンペーパー

¥2,662
（A4/20枚）
＜投票No.444＞

CANSON
INFINITY

バライタ・フォトグラフィック II

¥9,020
（A4/25枚）
＜投票No.445＞

EPSON

UltraSmooth Fine Art Paper

¥13,750
（A3ノビ/25枚）
＜投票No.446＞

PICTORICO

GEKKO シルバーラベル プラス

¥3,047
（A4/15枚）
＜投票No.447＞

PICTORICO

GEKKO ブルー・ラベル

¥2,673
（A4/20枚）
＜投票No.448＞

¥OPEN
＜投票No.423＞

PIXUS PRO-S1

¥OPEN
＜投票No.424＞

imagePROGRAF PRO-G1

¥OPEN
＜投票No.425＞

プリンター＜A2/プレミアム＞

EPSON

Epson Proselection SC-PX1VL

EPSON

EW-M973A3T

プリンター用紙＜モノクロ＞

¥OPEN
＜投票No.426＞

プリンター＜大容量タンク＞
¥OPEN
＜投票No.427＞

※掲載商品には、一部取り扱いのない商品も含まれます。 掲載価格は全て税込価格となります。

¥OPEN
＜投票No.440＞

CANON

プリンター＜A3/スタンダード＞

EPSON

¥OPEN
＜投票No.433＞

デジタルイメージングの
総合アワード

オーディオ・ビジュアルの
ポータルサイト

デジカメ関連情報をお届けする
ウェブチャンネル

ワンランク上の写真表現を叶える
入門者の「ステップアップガイド」
「デジカメCHANNEL」は、
写真・カメラ入門者のための「ス
テップアップガイド」をコンセプトに、オーディオ・ビジュ
アルのポータルサイト「PHILE WEB」内に新設されたウ
ェブチャンネル。デジタルカメラグランプリの受賞結果や
関連情報はもちろん、話題・注目のカメラやレンズのレ
ビュー、フォトアクセサリーの基本的な選び方や使い方な
ど、ワンランク上の写真表現を楽しむための情報を続々と
配信しています。ぜひ「デジタルカメラグランプリ受賞製
品お買い物ガイド」と合わせてお楽しみください！

DGPお買い物ガイドの

最新号も無料で読めます！

デジカメCHANNELでは、
「DGP受
賞製品お買い物ガイド」最新号の
データを、PDF形式で掲載。ダウ
ンロードもできるので、PCやスマ
ートフォンで好きな時にお楽しみい
ただけます。

www.phileweb.com/dc/

