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

PANASONIC
賞

1名様

LUMIX DC-G100K（標準ズームレンズキット）

B

PEAK DESIGN

賞

D

MANFROTTO

1名様

リーシュ（ミッドナイト）

提供：パナソニック

賞

32Pへ

C

KING

賞

提供：銀一

1名様

Advanced アクティブ バックパック III

（MB MA3-BP-A）

E

HAKUBA
賞

1名様

モノポッド＋スタンド K-MPS176

提供：浅沼商会

1名様

Chululu レニュー トートバッグ M

（ブラック）

F

SENNHEISER
賞

MKE 200 Mobile Kit

1名様

3

提供：ヴィデンダムメディアソリューションズ

G

JINBEI

賞

スピードライト HD-2 PRO

提供：ハクバ写真産業

1名様

H

GODOX

賞

TL30 LEDチューブライト

提供：ゼンハイザージャパン

1名様

I

EIZO
賞

ColorEdge CS2420-Z

1名様

※賞品は1灯となります

提供：サンテック

J

SUNEAST
賞

提供：ケンコープロフェッショナルイメージング

1名様

SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress
Type B Card【pSLC】（320GB）

提供：旭東エレクトロニクス

K

SUNEAST
賞

提供：EIZO

1名様

SUNEAST ULTIMATE PRO SDXC
UHS-II Card【V90】（256GB）

提供：旭東エレクトロニクス

L

EPSON
賞

EW-M873T

提供：エプソン販売

1名様
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※スマートフォンは
賞品に含まれません

動画撮影
部門単独

総合金賞
「3冠」
達成!

審査委員が語る

GH6

「総合金賞」
受賞の理由

審査委員長

審査委員

山田久美夫氏

藤井智弘氏

他の追随を許さない
クラストップの動画性能！

マイクロフォーサーズの
新たな扉を開くカメラ！

マイクロフォーサーズならではの高い機動
性と、第一線の業務用途に耐える動画撮影性
能を実現した本格派。新開発のイメージセン
サー、画像処理エンジンによる、クラストップ
を誇る高画質かつ高速な動画撮影機能と広い
ダイナミックレンジは、他の追随を許しません。
優れた放熱機構により長時間の動画記録を安
心して行える点もクラスを超えた実力。
「動画
を撮るならこの1台」と自信を持っておすすめ
できる実力派モデルです。

動画のイメージが強い「GHシリーズ」です
が、GH6はマイクロフォーサーズ 初 の 有 効
2521万画素を実現し、手持ち撮影が可能な
約1億画素のハイレゾモードも搭載。高解像
力を生かした表現を写真でも楽しむことがで
きます。もちろん動画性能はプロも納得の実
力を誇ります。そしてシステムがコンパクトな
のもマイクロフォーサーズならではの魅力。
GH6はマイクロフォーサーズの新たなステー
ジの扉を開くカメラです。

Special Prize
「ダイナミックレンジブースト」
の開発および
「DC-GH6」
への
実装に対して

Gold Prize
デジタルカメラ／動画撮影部門
ミラーレス＜ミドルクラス＞

LUMIX DC-GH5M2
デジタルカメラ／動画撮影部門
ミラーレス＜ハイクラス＞

LUMIX DC-GH6

受賞
Panasonic

LUMIX DC-GH6
審査委員

桃井一至氏

審査委員

審査委員

川村容一氏

会田 肇氏

ハイアマからプロに向けて
必要とされる内容を凝縮！

これだけ詰め込んだカメラは
他に見当たらない！

気軽に撮影できて失敗も少ない
文句なしの動画性能！

ミラーレス黎明期より、他に先んじて動画
に注力してきたLUMIX。中でもGHシリーズは、
今の動画ブームを先読みしたかのように育て
てきた核となる製品群です。その最新機とな
るGH6は、マイクロフォーサーズシステムの魅
力を最大限に活かしつつ、多彩な動画記録モ
ードや放熱構造など、ハイアマチュアからプ
ロに向けて必要とされる内容を凝縮。競争力
の高い価格も大きな魅力で、動画撮影部門の
総合金賞に相応しい逸品です。

動画と静止画、どちらの撮影にも抜かりの
ない「GHシリーズ」の6代目として登場した
GH6。これまでGH4、GH5と使い続けてきて、
画質や機能に満足していましたが、本機を手
にした途端、衝撃を受けました。全く別次元
のカメラです。塊感を感じさせる力強くシャー
プな外観に、最新フォーマットに対応した映
像記録性能を盛り込み、カメラとしての基本
性能も大きく進化。これだけ詰め込んだカメ
ラは他に見当たりません。

文句なしの動画性能を誇り、5.7Kもの高解
像度撮影であっても、撮影時間を気にするこ
となく長回しできるのは、GH6ならではの大き
な魅力。マイクロフォーサーズゆえに深度が
深く、ボケ量に物足りなさを感じるかもしれま
せんが、これはむしろ撮影における自由度を
獲得する代償と捉えたい。その分、気軽に撮
影に入れるし失敗も少ないからです。静止画
の画質もハイレベル。コストパフォーマンスの
高さも見逃せない実力機です。

交換レンズ部門
ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正／フルサイズ＞

交換レンズ部門
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 S 18mm F1.8

LEICA DG SUMMILUX 9mm /
F1.7 ASPH.

交換レンズ部門
ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正／フルサイズ＞

交換レンズ部門
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 S 70-300mm F4.5-5.6
MACRO O.I.S.

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

写 真 家 、評 論 家 、販 売 店 が

厳選アイテムだ
写真や動画、
もっと深く楽しんでみませんか？
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デジタルカメラの性能がますます高まり、狙った瞬間を逃さず捉

しかしいざ店頭に足を運んでも、製品数のあまりの多さに目当て

えた写真や臨場感あふれる高精細な動画を、誰もが簡単に撮影

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

できるようになりました。しかしデジタルイメージングの魅力はそれだ

うか。そこでご活用いただきたいのが、この
「DGPイメージングアワ

けに止まりません。各社が発売する多彩な周辺アイテムを活用す

ード受賞製品お買い物ガイド」
。デジタルイメージング関連アイテム

れば、デジタルカメラだけでは撮影が難しい映像表現を実現するこ

に精通した審査委員に加え、毎日製品の品定めをしている全国

ともできます。また
「撮る」
だけに限らず、
「観る」
「編集する」
「残す」
と

の有力販売店が、自信を持っておすすめするアイテムをカテゴリー

いった映像にまつわる全てのカテゴリーに周辺関連アイテムは用意

ご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

されており、デジタルイメージングの魅力を何倍にも高めてくれます。

るためのガイドとして、ぜひお役立てください。
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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〜
これまで年2回の開催を続けてきたデジタルカ
メラグランプリ。今期よりスマートフォンでの撮
影を中心とした春開催の
「DGPモバイルアワー
ド」
と、デジタルカメラでの撮影を中心にした秋
開催の
「DGPイメージングアワード」
へと大きく
形を変えました。今回はその
「DGPイメージン
グアワード」
の記念すべき第一回目となります。
デジタルカメラは新製品こそ減少傾向ですが、
いよいよ各社よりフラグシップが出揃い、市場
はミラーレス全盛。APS-C、マイクロフォーサー
ズの魅力を存分に発揮した入門機、中級機
の存在感が光るのも今期の大きな特徴です。
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

桃井一至氏

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。

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。

川村容一氏
写真家。出版、企業案内、商品撮影
に従事する傍らアマチュア写真家の
指導も行う。照明と電子機器が得意。
公益社団法人 日本写真家協会理事

会田 肇氏
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。

新井敏彦氏

野村憲広氏

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

株式会社
ビックカメラ
商品部 AVC
セールスプロモーター

永野伸次氏

木寺 務

株式会社
キタムラ
カメラ・家電グループ
執行役員 商品部長

DGP実行委員会
デジカメCHANNEL
編集長

おすすめする

けをご紹介！
受賞モデルはこうして決まる!

DGP
IMAGING AWARD
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」
「受賞」として選
定します。
（ 部門によっては受
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

写真撮影部門
“単独” 受賞

総合金賞との
“ 冠 ” 達成

2

新時代のフラグシップ

堂々 総合金賞
「理想のカメラ」
を追求し
生み出された歴史的カメラ
審査委員長／山田久美夫氏

今期を代表するカメラとして、審査委員から満票を得て総合金
賞に輝いたZシリーズのフラグシップ「Z 9」。既存技術の集大成で
はなく、現在考え得る「理想のカメラ」とは何か？という観点から
誕生したモデルであり、ミラーレス機にとって、まさに新世代といえ
るモデルに仕上がっています。全ての瞬間を逃さず表示する
「RealLive Viewfinder」や、世界最多9種の被写体検出を備えたAF、
2時間を超える8K動画の内部記録など、従来のカメラの常識を覆
しつつ、その全てを従来の延長上の感覚で使用できる点はきわめ
て画期的。また、メカニカルシャッターをあえて搭載しなかった点も、
一眼レフの強みだけでなく、弱みや限界も知り尽くしたニコンだから
こその英断だと感じます。ボディも質実剛健な作りでモノとしての魅
力も十分。そして発売後もファームアップにより「プリキャプチャ」
などの新機能が追加されるなど、まだまだ余力も残している印象で
す。「期待を超えて、期待に応える。」、Z 9は、そんなニコンが大
事にしてきた考え方を見事に体現したカメラだといえるでしょう。

あらゆる撮影に高次元で応える
まさに
「これぞフラグシップ！」
審査委員／藤井智弘氏

ニコンのソウル、
熱烈峻厳を感じる逸品！
審査委員／桃井一至氏

どんな場面も確実に写し残せる
「止まることのない」
万能カメラ
審査委員／川村容一氏

手にして伝わる高い剛性感
軽快さ極まる反応速度と追従性
審査委員／会田

肇氏

「Real-Live Viewfinder」
の開発および
「Z 9」
への実装に対して

「被写体検出
［オート］
」
設定
の開発および
「Z 9」
への実装に対して

Nikon

Z9

製品の詳細はこちら ▶

総合賞

受賞モデル

総合金賞＜デジタルカメラ／写真撮影部門＞

NIKON

Z9

＜投票No.1＞

一眼レフの弱点を全て克服した
歴史に名を残すミラーレス
ニコンが満を持して世に送り出した「ニコン Z マウント」
を採用した初のフラグシッ
プ。それがこの「Z 9」です。従来のEVFや一眼レフのミラーアップによる像消失
で見られなかった瞬間まで、全ての瞬間を表示できる
「Real-Live Viewfinder」
の搭載に加え、メカニカルシャッターも撤廃。一眼レフの強みや弱みを知り尽くし
たニコンが、一眼レフを超えるカメラを作ろうと全力で作り上げた「ニコン Z マウン
トシステム」の象徴であり、一眼レフの弱点を全て克服したミラーレスとして歴史に
名を残すモデルだといえるでしょう。

総合金賞＜デジタルカメラ／動画撮影部門＞

PANASONIC

LUMIX DC-GH6

＜投票No.2＞
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シネマカメラに迫る動画性能を
機動力抜群のボディに凝縮！
LUMIXのマイクロフォーサーズ機の中でも特に動画性能にこだわった「GHシリー
ズ」。その新たなフラグシップが「LUMIX DC-GH6」です。これまで積み上げて
きた動画性能を惜しみなく注入し、さらにイメージセンサー、画像処理エンジンの
両方を一新したことで、階調豊かで滑らかなHDR映像を実現する
「ダイナミックレ
ンジブースト」など、画期的な機能も新たに搭載。シネマカメラに迫る動画性能を
機動力抜群のボディで実現しています。本格的な動画を撮るならこの1台といえ
る実力派モデルです。

「Anker 514 Lightning to
USB-C Accessory Cable」の
開発に対して

ANKER

カメラメーカー各社の専用アプリを使用してカメラ
とiPhoneを有線接続するためのライトニング＆
USB-Cケーブル。カメラメーカー各社との共同
開発により高い信頼性を実現している点を高く
評価します。

「EOS VR SYSTEM」および
「RF5.2mm F2.8 L DUAL
FISHEYE」の開発に対して

CANON

これまで大掛かりな機材を必要としてきた180度
VR映像の撮影を、対応カメラと専用レンズを組
み合わせることで手軽かつ高画質で実現。新
たな映像表現を身近にする取り組みとして高く評
価します。

「instaxAiR」機能の開発および
「instax mini Link 2」への
実装に対して

FUJIFILM

「instaxAiR」は、スマートフォンの専用アプリを
使って写真を撮影する際、空間にARエフェクト
を重ね合わせて絵や文字を描くことができる空
間描画機能。写真撮影の表現を広げる取り組
みとして高く評価します。

総合賞

受賞モデル

総合金賞＜デジタルカメラ／ニューコンセプト部門＞

INSTA360

Insta360 X3

＜投票No.3＞

専用アプリも含めて完成度の高い
人気360度カメラの最新モデル
「Insta360 X3」は、IPX8相当の防水性能を備えたコンパクトでタフな360度アク
ションカメラ。ただ360度映像が撮れるだけでなく、撮影した映像を素材として、
自動編集にも対応したAI搭載の専用アプリで編集することで、自分以外のカメラ
マンやドローンが撮影したようなアングルの映像を手軽に楽しむことができます。
新型センサー、大画面タッチパネルの搭載により先代機から画質も操作性も向上。
カメラ本体はもちろん、専用アプリも含めて完成度が高く、新たな映像の楽しみ
方を大きく拡げてくれることでしょう。

総合金賞＜デジタルカメラ／ニューコンセプト部門＞

FUJIFILM

instax mini Evo
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＜投票No.4＞
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写真プリントの魅力を堪能させる
ハイブリッドインスタントカメラ
「instax mini Evo」は、インスタントカメラ
「
“チェキ”
instaxシリーズ」の最上位モ
デルです。背面モニターを見ながら撮影、保存された中から好きな写真を選ん
でプリントできるデジタル機能搭載のハイブリッドタイプで、目玉は10種類のレンズ
エフェクトと10種類のフィルムエフェクトを自由に組み合わせられる
「100通りの撮影
エフェクト」。撮影時はもちろん撮影した写真をその場でプリントして楽しめる、ま
さにフィルム時代から写真プリントの魅力を発信し続けるフジフイルムならではの新
感覚のカメラといえるでしょう。

「REVORING Swift Sytem」の
開発に対して

H&Y

円形フィルター、角形フィルター、ドロップインフィルターなど、異なる形状のフィルタ
ーを素早く着脱できるマグネット式のホルダーやベースリングをシステム化。使い勝
手を大幅に向上させるアイテムとして高く評価します。

「Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition」の
開発に対して

INSTA360

1インチセンサーの搭載や、ライカとの共同開発による光学設計などにより、従来の
360度カメラのイメージを覆す大幅な高画質化を達成。新たな表現を可能にする
新世代の360度カメラとして高く評価します。

受賞の背景／審査委員長 山田久美夫氏

総合金賞＜交換レンズ部門＞

CANON

RF100-400mm F5.6-8 IS USM

＜投票No.5＞

優れた描写と手頃な価格を両立し
超望遠撮影を手軽に楽しめる1本
「RF100-400mm F5.6-8 IS USM」は、超望遠域である焦点距離400mまでを広
くカバーできるEOS Rシリーズ用のフルサイズ対応超望遠ズームレンズです。実
際に使ってみると、実売で10万円を切るリーズナブルな価格設定ながら描写性能
も高く、コストパフォーマンスは抜群。また軽量コンパクトで機動力にも優れ、
APS-C機に装着しても違和感のないサイズを実現しています。エクステンダーの
装着に対応するなど拡張性も備えており、初心者からベテランまで、肩肘張らず
に超望遠撮影を楽しめるレンズに仕上がっています。

総合金賞＜交換レンズ部門＞

SIGMA

SIGMA 20 ｍｍ F1.4 DG DN | Art

＜投票No.6＞
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「20mm F1.4 DG HSM ¦ Art」が切り拓いた
“20mm/F1.4”
という唯一無二の仕
様を、ミラーレス向けに新設計したのが、この「SIGMA 20ｍｍ F1.4 DG DN ¦
Art」。驚くべきはその光学性能で、画面の隅々まで点像がきちんと点として描
写される優れた描写力を、絞り開放から実現しています。
また
“究極の星景レンズ”
とシグマ自身が謳うように、フロントだけでなく、周辺点像の流れを抑えられるリア
フィルターへの対応、フォーカスリングの操作を無効にする
「MFLスイッチ」、レン
ズヒーターを適切に装着できる
「レンズヒーターリテーナー」
など、星景撮影を快適
にする機能が満載です。

「EP950-Bシリーズ」の
開発に対して

LG ELECTRONICS

「Real-Live Viewfinder」の開発
および「Z 9」への実装に対して

NIKON
従来のEVFでは見られなかった瞬間や、一眼レフ
では避けられない撮影中のミラーによる像消失で見
られなかった瞬間までも、全て表示してくれる
「RealLive Viewfinder」。理想的なEVFを追求した画期
的な機能として高く評価します。

「被写体検出
［オート］
」設定の開発
および「Z 9」への実装に対して

NIKON
有機ELパネルを採用したハードウェアキャリブレーシ
ョン対応の本格的なカラーマネージメントディスプレ
イです。卓越した高コントラスト比、純度の高い黒
再現など、従来では難しかった映像表示を可能に
した点を高く評価します。

世界最多9種の被写体検出を実現しただけでなく、
その全ての被写体を手動設定で切り替える必要なく
カメラが自動で検出可能。AF対象の被写体を限定
せず撮影に集中できる画期的な機能として高く評価
します。

DGP IMAGING AWARD 2022

絞り開放から圧巻の描写力を誇る
安心して星景が撮れる大口径超広角レンズ

総合賞

受賞モデル

審査委員特別賞

CANON

EOS R10

＜投票No.7＞

APS-C機の魅力を堪能させる
ワンランク上のエントリー機
「EOS R10」は、キヤノンのミラーレス
「EOS Rシリーズ」のエントリー機として登場
した、シリーズ初のAPS-Cミラーレスです。エントリー機ながらも、上位機「EOS
R3」の被写体検出技術を受け継いだ高速AFを備え、動体撮影も軽快な撮影
が可能。従来の「エントリー機＝入門機」
というイメージをよい意味で覆してくれる
高性能ぶりです。機動力の高さやレンズまで含めたシステムとしてのバランスのよ
さなど、フルサイズ機にはないAPS-C機ならではの魅力を存分に引き出した、ワ
ンランク上の実力を備えたエントリー機といえるでしょう。

審査委員特別賞

FUJIFILM

X-H2
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＜投票No.8＞
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緻密で立体的な描写が圧巻！
Xシリーズ待望の高画素機
Xシリーズの新たなフラグシップとして登場した待望の高画素機です。APS-C機
で最高画素数となる有効約4020万画素の独自センサーの実力はきわめて高く、
実際に撮影してみるとAPS-C機のイメージを覆す緻密で立体的な描写。定評の
ある色再現性に加え、APS-C機最高の解像感を実現しています。さらに高感
度性能も高く、効果抜群のボディ内手ブレ補正機構も相まって、多彩な被写体
を1台でカバー。またAPS-Cミラーレス初の8K動画への対応も見逃せないポイン
トです。グリップの握り心地、シャッターの感触のよさなど、高品位な仕上がりの
ボディも大きな魅力です。

「ダイナミックレンジブースト」の開発
および「DC-GH6」への実装に対して

PANASONIC

２系統の回路から読み出した輝度の異なるイメージセンサーからのデータを最適に
合成することで、階調豊かで滑らかなHDR映像を実現。白とび、黒つぶれを抑え
た映像記録を実現する新たな技術として高く評価します。

「20mm F1.4 DG DN ¦ Art」の
開発に対して

SIGMA

優れた光学性能ももちろんですが、
“究極の星景レンズ”
というコンセプトのもと、開
発時からレンズの使われ方をしっかりと考え、それに対応した機能を搭載。ユーザ
ーの要望を丁寧に汲み取った企画開発として高く評価します。
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デジタルカメラ部門 受賞モデル

写真撮影部門 コンパクト＜タフ＞
OLYMPUS

RICOH

Tough TG-6
¥OPEN

有効画素数

1200万

光学ズーム

4倍

＜投票№9＞

レンズ

広角25㎜

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

RICOH WG-7
水中撮影機能も充実！
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が3種類
に増えるなど、タフなだけで
なく、水中撮影の可能性をさ
らに拡げるユニークな機能も
目白押しです。
（山田）

¥OPEN

＜投票№10＞

WEBカメラ機能も搭載！
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

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。

写真撮影部門 コンパクト＜ハイズーム＞
NIKON

NIKON

COOLPIX P1000
¥OPEN

＜投票№11＞
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有効画素数

1605万

光学ズーム

125倍

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24mmから超望遠3000
mm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№12＞

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

Cyber-shot DSC-RX10M4
¥OPEN

＜投票№13＞

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

写真撮影部門 コンパクト＜プレミアム＞
RICOH

FUJIFILM

RICOH GR Ⅲ
¥OPEN

有効画素数
約2424万

光学ズーム

単焦点

＜投票№14＞

レンズ

広角28㎜

外形寸法：約109.4W×61.9H×33.2D㎜ 質量：約257g
撮影可能枚数：約200枚

FUJIFILM X100V
スナップカメラの代名詞
GRシリーズの最新世代
代を重ねるごとに着実な進化
を続けるスナップシューター
の代名詞、リコー「GRシリ
ーズ」
。その最新世代となる
本機は、新たにボディ内手ブ
レ補正機構「SR」や、タッ
チモニターを備えつつ、先代
機よりもひと回りコンパクト
な仕上がりを実現。ボディの
質感も高く、所有する喜びも
感じさせてくれる完成度の高
いモデルです。
（山田）

¥OPEN

＜投票№15＞

独自APS-Cセンサーと
新開発レンズで画質が進化
有効画素数
約2610万

光学ズーム

単焦点

レンズ

広角約35㎜

外形寸法：128.0W×74.8H×53.3D㎜
撮影可能枚数：約350枚
（EVF）

絞り値（F値）

質量：約478g

用語
解説

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。

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）
の税込価格となります。

写真撮影部門

動画撮影部門

ニューコンセプト部門

写真撮影部門 ミラーレス＜スタンダード＞
NIKON

OLYMPUS

Z 30
¥OPEN

有効画素数

2088万

＜投票№16＞

センサーサイズ

APS-C

マウント

Z

外形寸法：約128.0W×73.5H×59.5D㎜ 質量：約405g
撮影可能枚数：約330枚

OLYMPUS PEN E-P7
シリーズ最小最軽量！
ニコン“Z”の入門モデル
ニコン「Zシリーズ」のエン
トリー機として登場した最新
APS-Cミラーレスです。シ
リーズ最小、最軽量となるコ
ンパクトなボディは、EVF
はありませんが、質感の高い
堅実な作りでホールド感も
上々。
“動画撮影向け”と謳
っていますが、静止画性能も
とても高く、シリーズ共通の
品のある描写もしっかりと受
け継いでいます。
（山田）

¥OPEN

＜投票№17＞

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

SONY

VLOGCAM ZV-E10
¥OPEN

＜投票№18＞

Vlogだけに止まらない！
先進の写真撮影機能も充実
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㎜
撮影可能枚数：約440枚

質量：約343g

写真撮影部門 ミラーレス＜ミドルクラス＞
CANON

NIKON

EOS R10
¥OPEN

＜投票№7＞

Z fc
クラスを越えた基本性能
Rシリーズ待望の入門機

＜投票№19＞

名機のデザインを纏った
“Z”の実力派APS-C機
有効画素数

2088万

センサーサイズ

APS-C

17

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

SONY

α6400
¥OPEN

＜投票№20＞

AF性能を磨き抜いた
息の長い人気モデル
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

撮影可能枚数：約350枚

質量：約403g

写真撮影部門 ミラーレス＜ハイクラス＞
FUJIFILM

CANON

FUJIFILM X-H2
¥OPEN

有効画素数
約4020万

＜投票№8＞

センサーサイズ

APS-C

マウント

X

外形寸法：136.3W×92.9H×84.6D㎜ 質量：約660g
撮影可能枚数：約540枚

EOS R7
多彩な被写体に対応する
シリーズ待望の高画素機
Xシリーズの新フラグシップ
として登場した待望の高画素
機です。APS-C最高となる
有効約4020万画素の独自セ
ンサーを搭載し、AF性能も
大幅進化。
風景から動体まで、
多彩な被写体をカバーする高
い性能を備えます。また、フ
ジフイルムならではの定評あ
る色再現もしっかり踏襲。質
感も高級感を感じさせるハイ
エンドAPS-Cミラーレスで
す。
（山田）

¥OPEN

＜投票№21＞

Rシリーズ初となる
APS-Cハイエンド機
有効画素数
約3250万

センサーサイズ

APS-C

マウント

RF

外形寸法：約132.0W×90.4H×91.7D㎜ 質量：約612g
撮影可能枚数：約660枚

OM SYSTEM

OM SYSTEM OM-1
¥OPEN

＜投票№22＞

圧巻の高速性能を誇る
OM SYSTEMの最高峰
有効画素数
約2037万

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：約134.8W×91.6H×72.7D㎜ 質量：599g
撮影可能枚数：約520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！ >
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「EOS Rシリーズ」のエント
リー機として登場した、シリ
ーズ初となるAPS-Cミラー
レスです。上位機で培った
AF性能、連写性能が惜しみ
なく投入されており、エント
リー機ながらも高い追従性を
備え動体撮影も軽快。従来の
エントリー機のイメージを覆
す、ワンランク上の性能を備
有効画素数
センサーサイズ
マウント
えた新時代のエントリー機で
約2420万
APS-C
RF
（山田）
外形寸法：約122.5W×87.8H×83.4D㎜ 質量：約429g す。

¥OPEN

デジタルカメラ部門 受賞モデル

写真撮影部門 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№23＞

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№24＞

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

AF（オートフォーカス）

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。

写真撮影部門 フルサイズミラーレス＜ミドルクラス＞
SONY

NIKON

α7 Ⅳ
¥OPEN

＜投票№25＞
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有効画素数
約3300万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

E

外形寸法：約131.3W×96.4H×79.8D㎜ 質量：約658g
撮影可能枚数：約580枚

Z 6Ⅱ
優れた基本性能を備えた
α7の最新ベーシック機
フルサイズミラーレス「α7
シリーズ」のベーシックモデ
ルと位置付けられた「α7」
の4世代目となるモデルです。
新たに開発された有効約33
00万画素のフルサイズセン
サーの搭載により精細感が向
上。AF性能もクラストップ
レベル。優れた基本性能によ
り1台でなんでもこなせる非
常にバランスの取れたカメラ
に仕上がっています。
（山田）

¥OPEN

＜投票№26＞

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

PANASONIC

LUMIX DC-S5
¥OPEN

＜投票№27＞

静止画も動画も高品位
Sシリーズ初の中堅機
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

写真撮影部門 フルサイズミラーレス＜ハイクラス＞
NIKON

CANON

Z 7Ⅱ
¥OPEN

＜投票№28＞

EOS R5
基本性能に磨きをかけた
Zシリーズの上位モデル

有効画素数4575万画素の高
画素フルサイズセンサーを備
えた、ニコン「Zシリーズ」
の上位モデルです。高画素セ
ンサーによる精細な描写とい
った基本性能の高さに加え、
EVFの見え味の自然さ、グ
リップやシャッターの感触な
ど、スペックには表れない部
分の作り込みも秀逸。撮影を
有効画素数
センサーサイズ
マウント
“心地よく”楽しませてくれ
4575万
フルサイズ
Z
（山田）
外形寸法：約134.0W×100.5H×69.5D㎜ 質量：約705g るカメラです。
撮影可能枚数：約420枚

¥OPEN

＜投票№29＞

卓越した基本性能を誇る
EOS Rシリーズの上級機
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

SONY

α7R IV
¥OPEN

＜投票№30＞

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530枚

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）
の税込価格となります。

写真撮影部門

動画撮影部門

ニューコンセプト部門

写真撮影部門 フルサイズミラーレス＜フラグシップ＞
NIKON

Z9

¥OPEN

有効画素数

4571万

CANON
＜投票№1＞

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

Z

外形寸法：約149.0W×149.5H×90.5D㎜ 質量：約1340g
撮影可能枚数：約740枚

EOS R3
ニコンの技術が結集した
新世代のフラグシップ
ニコン史上最高の機能、性能
を備えた「Zシリーズ」待望
のフラグシップ機。世界最多
となる9種の被写体検出に対
応した高速、高精度なAFに
加え、実際の被写体の動きを
常に表示できる「Real-Live
Viewfinder」
の搭載など、革
新的な機能が満載。
まさに
“新
時代のフラグシップ”と呼ぶ
に相応しい高い完成度を誇る
逸品です。
（山田）

¥OPEN

＜投票№31＞

先進技術を凝縮させた
EOS Rシリーズ初のプロ機
有効画素数
約2410万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

RF

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

SONY

α1

¥OPEN

＜投票№32＞

圧巻の高速性能を実現
αシリーズの最高峰モデル
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㎜ 質量：約737g
撮影可能枚数：約530枚

写真撮影部門 デジタル一眼レフ
NIKON

CANON

D7500
¥OPEN

2088万

センサーサイズ

フルサイズ

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

EOS 90D
バランスのよさが際立つ
質実剛健な実力派中堅機
ニコンDXフォーマット対応
の中堅デジタル一眼レフで
す。ローパスレス仕様の有効
2088万画素APS-Cセンサー
の搭載や、秒間約8コマの連
写性能、視野率100％の光学
ファインダーに加え、操作性
を高めるチルト式タッチモニ
ターを採用。4K動画撮影に
も対応するなど、中堅機に求
められる性能をバランスよく
盛り込んだ質実剛健なモデル
です。
（山田）

¥OPEN

＜投票№34＞

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

フルサイズ

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

PENTAX

PENTAX K-3 Mark Ⅲ
¥OPEN

＜投票№35＞

レフ機の本質を追求した
APS-C新フラグシップ
有効画素数
約2573万

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

KAF2

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

写真撮影部門 デジタル一眼レフ＜フルサイズ＞
NIKON

CANON

EOS-1D X Mark Ⅲ

D850
¥OPEN

有効画素数
約4575万

＜投票№36＞

センサーサイズ

フルサイズ

マウント

F

外形寸法：約146.0W×124.0H×78.5D㎜
質量：約1005g 撮影可能枚数：約1840枚

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
レフ「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
た高速性能もカバー。オール
マイティーに使える完成度の
高いモデルです。
（山田）

¥OPEN

＜投票№37＞

卓越した完成度を誇る
究極のデジタル一眼レフ
有効画素数

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

PENTAX

PENTAX K-1 Mark II
¥OPEN

＜投票№38＞

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

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！ >

19
DGP IMAGING AWARD 2022

有効画素数

＜投票№33＞

デジタルカメラ部門 受賞モデル

写真撮影部門 中判デジタル
FUJIFILM

FUJIFILM GFX50SⅡ
¥OPEN

有効画素数
約5140万

＜投票№39＞

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

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、有効
画素数約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）

FUJIFILM

FUJIFILM GFX100S
¥OPEN

＜投票№40＞

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

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。

動画撮影部門 コンパクト
SONY

NIKON

VLOGCAM ZV-1
¥OPEN

＜投票№41＞
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有効画素数
約2010万

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

COOLPIX P950
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№12＞

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

SONY

Cyber-shot DSC-RX100M7
¥OPEN

＜投票№42＞

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
約2010万

光学ズーム

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

動画撮影部門 ミラーレス＜スタンダード＞
SONY

NIKON

VLOGCAM ZV-E10
¥OPEN

有効画素数
約2420万

＜投票№18＞

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

Z 30
レンズ交換に対応した
VLOGCAMの第2弾
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
“VL
OGCAM”の第2弾。APS-C
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
表現の幅がグッと拡大。より
印象的な映像表現を楽しめる
ようになりました。
（山田）

¥OPEN

＜投票№16＞

Zシリーズ最小・最軽量！
Vlog撮影にもオススメ
有効画素数

2088万

センサーサイズ

APS-C

マウント

Z

外形寸法：約128.0W×73.5H×59.5D㎜ 質量：約405g
撮影可能枚数：約330枚

PANASONIC

LUMIX DC-G100
¥OPEN

＜投票№43＞

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

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）
の税込価格となります。

写真撮影部門

動画撮影部門

ニューコンセプト部門

動画撮影部門 ミラーレス＜ミドルクラス＞
PANASONIC

SONY

α6400

LUMIX DC-GH5M2
¥OPEN

有効画素数

2033万

＜投票№44＞

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

動画表現の幅を深めた
GHシリーズの中堅機
動画撮影性能にこだわった
LUMIX「GHシリーズ」の
中堅機です。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。LUMIX初となる「無線
ライブ配信機能」も搭載され
るなど、動画表現の幅をより
いっそう深めてくれる本格派
です。
（山田）

¥OPEN

＜投票№20＞

動画対応の高性能AF搭載！
4K HDR撮影にも対応
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㎜ 質量：約403g
撮影可能枚数：約410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。

外形寸法：約138.5W×98.1H×87.8D㎜ 質量：約727g
撮影可能枚数：約410枚

動画撮影部門 ミラーレス＜ハイクラス＞
PANASONIC

FUJIFILM

LUMIX DC-GH6
¥OPEN

2521万

センサーサイズ

4/3

マウント

MFT

外形寸法：約138.4W×100.3H×99.6D㎜ 質量：約823g
撮影可能枚数：約360枚
（SDXCメモリーカード使用時）

FUJIFILM X-H2
プロ納得の性能を備えた
“GH”の新フラグシップ
動画撮影の性能を追求した
LUMIX「Gシリーズ」の新
フラグシップモデルです。多
彩な動画フォーマットへの対
応。イメージセンサー、画像
処理エンジンの刷新によるさ
らなる高画質化に加え、階調
豊かでなめらかなHDR映像
を実現する「ダイナミックレ
ンジブースト」など、新たな
高画質化機能も搭載。映像制
作のプロも納得の実力機で
す。
（山田）

¥OPEN

＜投票№8＞

APS-C機で唯一無二！
8K/30pの内部記録に対応
有効画素数
約4020万

センサーサイズ

APS-C
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マウント

X

外形寸法：136.3W×92.9H×84.6D㎜ 質量：約660g
撮影可能枚数：約540枚

用語
解説

露出補正

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。

動画撮影部門 フルサイズミラーレス
NIKON

Z9

¥OPEN

PANASONIC
＜投票№1＞

LUMIX DC-S1H
長時間8K内部記録など
動画性能も卓越した実力

ニコン「Zシリーズ」待望の
フラグシップモデルとして、
静止画だけでなく動画性能に
も妥協はなく、8K動画の内
部記録（最長125分）を実現。
また、自動切替に対応した9
種の被写体検出は動画撮影時
にも効果を発揮。煩わしい設
定変更操作の必要なく撮影に
集中できるなど、動画撮影に
有効画素数
センサーサイズ
マウント
おいても卓越した性能を発揮
4571万
フルサイズ
Z
（山田）
外形寸法：約149.0W×149.5H×90.5D㎜ 質量：約1340g します。
撮影可能枚数：約740枚

¥OPEN

＜投票№45＞

プロ機の動画性能を
妥協なく凝縮した意欲機
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151.0W×114.2H×110.4D㎜
質量：約1164g 撮影可能枚数：約400枚

SONY

α7S Ⅲ
¥OPEN

＜投票№46＞

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510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！ >
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有効画素数

＜投票№2＞

写真撮影部門

デジタルカメラ部門 受賞モデル

動画撮影部門

ニューコンセプト部門

ニューコンセプト部門 ライフログ／ウェアラブルカメラ
DJI

GOPRO

Osmo Action 3
¥OPEN

HERO11 Black

＜投票№ 47＞

¥OPEN

縦位置撮影にも対応した
タフさが魅力のアクションカム

センサーの大型化により画質が向上
定番アクションカム“GoPro”最新機

INSTA360

INSTA360

Insta360 GO 2
¥OPEN

＜投票№ 48＞

Insta360 ONE RS
Twin Edition

＜投票№ 49＞

¥OPEN

質量わずか27グラム！
超小型・軽量ライフログカメラ

＜投票№ 50＞

4K広角レンズと360度レンズを備えた
モジュール式アクションカム

ニューコンセプト部門 360度カメラ
INSTA360

INSTA360

Insta360 ONE RS
1-Inch 360 Edition
¥OPEN

22

Insta360 X3
¥OPEN

＜投票№ 3＞

＜投票№ 51＞

画質や使い勝手が大幅進化！
人気360度カメラの最新モデル

ライカとの共同開発で生まれた
1型デュアルセンサー搭載の360度カメラ

DGP IMAGING AWARD 2022

ニューコンセプト部門 インスタントカメラ
CANON

FUJIFILM

iNSPiC ZV-223
¥OPEN

instax mini Evo

＜投票№ 52＞

¥OPEN

内蔵カメラで撮影したら即プリント！
手のひらサイズのミニフォトプリンター

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＞

＜投票№ 4＞

100通りの撮影エフェクトを備えた
ハイブリッドインスタントカメラ

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

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
レフ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。

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）
の税込価格となります。

写真撮影をもっと楽しむ！

ワンポイントTips

シャッターボタンを押すだけで美しい写真を撮ることができる最新のデジタルカメラ。
ですが、ワンランク上の表現を楽しむなら、ちょっとしたテクニックが必要です。
そこでここではデジタルカメラさえあれば、すぐに楽しめる3つのTipsをご紹介。ぜひお試しください！

Tips 1

「絞り」
を使いこなして、
写真の
「雰囲気」
を変えてみよう！

「絞り」はレンズを通る光の量を調整する機構のこと。この絞りを通る光の量を
数値化したものを絞り値（F値）と呼び、絞り値を小さくする（開く）とレンズを
通る光の量が増え、背景をぼかした写真が得やすくなります。逆に大きくする
（絞
る）とレンズを通る光の量が少なくなり、写真全体にピントの合った写真が得や
すくなります。このように「絞り」をコントロールすれば、写真の雰囲気を大き
く左右するボケの量を思いのままに操ることができます。子供やペットなど、被
写体を際立てたい場合、写真を柔らかい雰囲気に仕上げたい場合は絞りを開
き、記念撮影やスナップなど、被写体と周囲の状況までしっかりと写したい場合、
写真を引き締まった雰囲気に仕上げたい場合は絞りを絞るといった具合に、被
写体や好みに応じて「絞り」を調整してみましょう。
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「ズーム」
を使いこなして、
写真の
「画角」
を変えてみよう！
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Tips 2

絞りを開いて撮影した写真
（左）
と絞りを絞って撮影した写真
（右）
。同じ場所から同じ被
写体を撮影しても、絞りをコントロールするだけで写真の雰囲気を大きく変えることができ
ます。

遠くの被写体を大きく写すことができる「ズーム」機能ですが、
写真の画角（写
る範囲）を変更できる点も「ズーム」機能の大きなメリットです。例えば広角側
を使って撮影すると、望遠側を使った時よりも被写体を背景から遠ざけることが
でき、奥行き感のある表現が楽しめます。逆に望遠側を使って撮影すると、広
角側を使った時よりも被写体と背景を近づけることができ、背景の写る範囲を
狭めて整理することができます。このように、「ズーム」機能を使いこなすと背
景の写り方をコントロールできるので、
風景や建物など背景に奥行き感を持たせ、
ダイナミックな写真に仕上げたい場合は広角側、ポートレートなど背景を整理し
て被写体を際立たせたい場合は望遠側といった具合に、写真の意図に合わせ
て「ズーム」機能を使うと表現の幅が大きく広がります。

Tips 3

1本のズームレンズの広角側を使って撮影した写真
（左）
と、望遠側を使って撮影した写
真
（右）
。 手前の被写体をほぼ同じ大きさで写しても、後ろの被写体、背景の写り方が
これだけ大きく変わります。

「露出補正」
を使いこなして、
写真の
「明るさ」
を変えてみよう！

「露出補正」とは、デジタルカメラが判断した適性露出を調整するための機能
です。デジタルカメラは画面全体に白っぽいものが多いと「明るいシーン」で
あると判断して暗めに、逆に黒っぽいものが多いと「暗いシーン」であると判
断して明るめに写そうとするので、画面内に白っぽいものが多い場合は「露出
補正」をプラス側に、黒っぽいものが多い場合は「露出補正」をマイナス側
にかけることで、見た目の明るさに近い写真が得やすくなります。しかしこれはあ
くまでも“見た目の明るさ”に近い写真を得るための正攻法。「露出補正」を
使えば手軽に写真全体の明るさを調整できるので、あえてプラス補正をかけて
ハイキーな写真に仕上げたり、マイナス補正をかけてローキーな写真に仕上げ
るなど、意図的に白とび、黒つぶれを表現する場合にも役立ちます。

プラス補正

マイナス補正

デジタルカメラが判断した適性露出で撮影した写真
（中央）
に比べ、「露出補正」
をプラ
ス側に設定した写真
（左）
、マイナス側に設定した写真
（右）
では、写真の雰囲気にここ
までの差が出ます。

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！ >

最新の高性能デジカメの

気鋭メモリーブランド

SUNEAST

SUNEAST ULTIMATE PRO
CFexpress Type B Card【pSLC】
審査委員が語る
「SUNEAST」
の魅力

最高性能を追求した
国内発のメモリーカード
審査委員長／山田久美夫氏

昨今のハイエンドデジタルカメラは、高画素写真の超高速連写

や8K╱4K動画など、きわめて大容量なデータを高速に記録する
必要があります。そのため、メモリーカードも超高速アクセスが可

能なものでなければ、カメラの性能をフルに発揮することができま
せん。また、高速性は撮影時のストレス軽減だけでなく、PCへの

データ転送時間を大幅に短縮できるのも大きなメリット。その点、
国内発の気鋭メモリーブランド「SUNEAST（サンイースト）
」のメ

モリーカードは、いずれもクラストップレベルの高速性を誇り、高

い信頼性を備えています。中でも今回金賞を受賞した「SUNEAST

ULTIMATE PRO CFexpress Type B Card【pSLC】
」
「
、SUNEAST

ULTIMATE PRO SDXC UHS-II Card【V90】
」は、業界でも数少

ない「pSLC」方式のメモリーを採用しており、高耐久で長寿命を
実現しています。海外勢がメインのメモリー業界において、その
存在感を増すサンイースト。ハイエンドクラスで最高性能を目指す

ブランドだけに、今後の展開が注目されます。

Profile

長寿命かつ高い耐久性を誇るpSLC方式を採用したCFexpress Type B
メモリーカード。秒間最大1700MBの読込速度、1500MBの書込速度
（640GBモデル）
を誇り、高画素写真の高速連写、8K動画の撮影も安定
して行えます。ラインアップは640GB、320GB、160GBモデルの3種。

持続転送速度も高速！
膨大なデータを継続記録する8K動画
の撮影で重要な持続転送速度も高速
なため、撮影途中にカードが原因で
記録が止まってしまうなどのトラブル
が起きず、安心して使用できます。

高速データ転送だけでなく
品質も高く撮影時も安心
審査委員／藤井智弘氏

新進気鋭のサンイースト
新たな歴史の証人に！
審査委員／桃井一至氏

実力を余さず引き出す

SUNEAST に注目。
SUNEAST

SUNEAST ULTIMATE PRO
SDXC UHS-II Card【V90】
Profile

秒間最大300MBの読込速度、290MBの書込速度（512GBモデル除く）
を
誇る、pSLC方式採用のUHS-II対応SDXCメモリーカードです。ビデオス
ピードクラスV90に対応し、4K動画や8K動画の撮影にも最適。ラインア
ップは512GB、256GB、128GB、64GBモデルの4種を揃えます。

プロの間で注目が高まる国内ブランド

安全安心の防水仕様！
内部を完全なモールド加工とするこ
とでロックスイッチの搭載と防水仕様
を両立。データを水のトラブルだけ
でなく誤った消去や上書き、追記か
らも防いでくれます。

速度、
安定性、
耐久性
全てが揃った理想のカード
審査委員／川村容一氏

高性能を身近な価格で実現
確かなブランドへの成長に期待
審査委員／会田

肇氏

「SUNEAST（サンイースト）」は、2017年に設立された旭東エレクト
ロニクスが展開する国内発の気鋭メモリーブランド。プロの過酷
な 現 場 でも安 心して 使 用 で きる高 品 質 デ ジタ ル ストレージ
「SUNEAST ULTIMATE PROシリーズ」を筆頭に、プロの声を反
映させた高品質でリーズナブルなハイエンドカメラ用メモリーカー
ドを多数ラインアップしています。

最新デジカメを使った
撮影検証動画を公開！
過酷な撮影現場でもトラブルなく安心して使用できる
よう、SUNEASTでは常に最新デジタルカメラと自社
製メモリーカードの撮影検証を実施。一般的には公
開されない40℃という過酷な環境下（Hot Start）で
の検証結果をYouTubeチャンネルで公開しています。

性能、
使い勝手、価格
3拍子揃った実力派ディスプレイ

BenQ SWシリーズ
PCディスプレイ＜エントリー＞

SPEC

PCディスプレイ＜スタンダード＞

SW240

SW270C

SPEC

画面サイズ

解像度

USB Type-C

画面サイズ

解像度

USB Type-C

24.1インチ

1920×1200

－

27インチ

2560×1440

○（60W給電）

HDR表示

OSDコントローラー

遮光フード

HDR表示

OSDコントローラー

遮光フード

－

－

－
（別売）

○（HDR10）

○（G2）

○
（横のみ）

PCディスプレイ＜4K ／スタンダード＞

PCディスプレイ＜4K ／ハイクラス＞

SW271C

SW321C

SPEC

SPEC

画面サイズ

解像度

USB Type-C

画面サイズ

解像度

USB Type-C

27インチ

3840×2160

○
（60W給電）

32インチ

3840×2160

○（60W給電）

HDR表示

OSDコントローラー

遮光フード

HDR表示

OSDコントローラー

遮光フード

○（HDR10/HLG）

○
（G2）

○
（横／縦）

○（HDR10/HLG）

○（G2）

○（横／縦）

審査委員も納得の実力を誇る
コスパ抜群のカラマネモニター

BenQ「SWシリーズ」のココがスゴイ！
1

2

3

1 全モデル、
ハードウェアキャリブレーシ
ョンに対応。専用ソフトも無料で使用で
きます。 2 作業効率を高めてくれる付
属の独自OSDコントローラー
（SW240
“C”
除く）
が便利！ 3 モデル名の最後に
の付いたモデルは、給 電に対 応した
USB Type-Cポートを搭載。
ノートPCと
の接続もケーブル1本とスッキリ快適！

審査委員長／山田久美夫氏

本格的な作品作りにとって、高い再現性を備えたカラーマネージメント
モニターは欠かせないアイテムです。中でもベンキューのカラーマネジメ
ントモニター「AQCOLOR」SWシリーズは、高い色精度、忠実な色
再現を備えながらも手頃な価格を実現したコストパフォーマンス抜群のモ
デルです。今回のアワードでもエントリーした製品のほとんどが金賞を受
賞するなど、その実力は審査委員も納得の本格派。シリーズ全モデル
がハードウェアキャリブレーションに対応し、上級機は独自のOSDコントロ
ーラーも付属。さらにHDR10（PQ方式）
、HLG方式のHDR表示にも
対応するなど、動画編集にもおすすめの、信頼に値するカラーマネージ
メントモニターです。

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

SIGMA 20mm F1.4
DG DN | Art
¥152,900

＜投票№6＞

RF100-400mm
F5.6-8 IS USM

SONY

CANON

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM

ミラーレス用交換レンズ
＜サードパーティー/フルサイズ＞

CANON

KAMLAN

¥OPEN

¥OPEN

＜投票№5＞

＜投票№53＞

RF16mm F2.8 STM
¥OPEN

＜投票№54＞

NIKON
28

SIGMA

NIKKOR Z 100-400mm
f/4.5-5.6 VR S
¥385,000

＜投票№55＞
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NIKON

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
¥154,000

＜投票№56＞

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
＜投票№57＞

PANASONIC

LUMIX S 18mm F1.8
¥121,000

¥OPEN

KamLan 55mm F1.4
¥OPEN

＜投票№62＞

LAOWA

LAOWA Argus FFII
45mm F0.95
¥OPEN

＜投票№63＞

LENSBABY

コンポーザープロ II Soft Focus II
¥OPEN

＜投票№64＞

＜投票№58＞

35-150mm F/2-2.8
Di III VXD (Model A058)
¥229,900

50-400mm F/4.5-6.3
Di III VC VXD (Model A067)
¥195,800

TOKINA

¥160,600

¥98,780

LUMIX S 70-300mm
F4.5-5.6 MACRO O.I.S.
＜投票№59＞

SIGMA

SIGMA 16-28mm F2.8
DG DN | Contemporary
＜投票№60＞

＜投票№65＞

TAMRON

PANASONIC

¥140,800

＜投票№61＞

TAMRON

NIKON

¥309,320

FE 24-70mm F2.8 GM II

＜投票№66＞

FíRIN 100mm F2.8
FE MACRO
＜投票№67＞

TOKINA

SZX 400mm F8 Reflex &
2X エクステンダー KIT MF
¥71,280

＜投票№68＞

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）の税込価格となります。

TTARTISAN（銘匠光学）

TTArtisan APO-M 35mm
f/2 ASPH.
¥OPEN

＜投票№69＞

VOIGTLÄNDER

APO-LANTHAR 35mm
F2 Aspherical
¥132,000

＜投票№70＞

VOIGTLÄNDER

APO-LANTHAR 50mm
F2 Aspherical
¥132,000

＜投票№71＞

SONY

E 15mm F1.4 G
¥OPEN

＜投票№78＞

SONY

E PZ 10-20mm F4 G
¥OPEN

＜投票№79＞

ミラーレス用交換レンズ
＜サードパーティー/APS-C＞

VOIGTLÄNDER

TAMRON

￥110,000〜

¥107,800

NOKTON 40mm F1.2
Aspherical
＜投票№72＞

ミラーレス用交換レンズ
＜メーカー純正/APS-C＞

RF-S18-150mm
F3.5-6.3 IS STM
¥OPEN

＜投票№73＞

FUJIFILM

フジノンレンズ XF33mm
F1.4 R LM WR
¥115,500

＜投票№74＞

FUJIFILM

フジノンレンズ XF70-300mm
F4-5.6 R LM OIS WR
¥121,000

＜投票№75＞

NIKON

NIKKOR Z DX 18-140mm
f/3.5-6.3 VR
¥90,420

＜投票№76＞

SIGMA

SIGMA 18-50mm F2.8
DC DN | Contemporary
¥73,150

＜投票№77＞

＜投票№80＞

TTARTISAN（銘匠光学）

TTArtisan 40mm f/2.8
MACRO C
¥OPEN

VOIGTLÄNDER

MACRO APO-ULTRON
35mm F2
¥102,300

＜投票№82＞

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＞

OLYMPUS

M.ZUIKO DIGITAL ED
12-100mm F4.0 IS PRO
¥233,750

＜投票№83＞

OM SYSTEM

M.ZUIKO DIGITAL ED
40-150mm F4.0 PRO
¥159,500

＜投票№84＞

PANASONIC

LEICA DG SUMMILUX
9mm / F1.7 ASPH.
¥60,940
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＜投票№81＞

＜投票№85＞

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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CANON

17-70mm F/2.8 Di III-A
VC RXD (Model B070)

PANASONIC

PENTAX

¥297,000

¥217,800

LEICA DG VARIO-SUMMILUX
10-25mm / F1.7 ASPH.
＜投票№86＞

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＞

LAOWA

LAOWA 7.5mm F2 MFT
Auto Aperture
¥OPEN

＜投票№87＞

デジタル一眼用交換レンズ
＜メーカー純正/フルサイズ＞

EF50mm F1.8 STM
¥21,450

＜投票№92＞

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

Firefly 11mm F4
¥85,800

＜投票№93＞

TOKINA

opera 50mm F1.4 FF
¥173,800

＜投票№94＞

VOIGTLÄNDER

CANON
30

HD PENTAX-D FA 21ｍｍ
F2.4ED Limited DC WR

＜投票№88＞

APO-SKOPAR
90mm F2.8 SL IIs
¥74,800

＜投票№95＞
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CANON

EF70-200mm
F2.8L IS III USM
¥330,000

＜投票№89＞

NIKON

AF-S NIKKOR 105mm
f/1.4E ED
¥264,000

＜投票№90＞

NIKON

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

中判デジタル用交換レンズ

＜投票№91＞

カメラやレンズに適した保管用品で、
湿気やカビから機材を守ろう！
カメラやレンズは湿気に対してとてもデリケートです。湿度が低すぎ
るとプラスチック部分の割れや劣化の原因となり、逆に湿度が高すぎ
るとカビが発生してしまうことも...。そのため、湿度の高い梅雨時期は
もちろん、室内、屋外の気温差が大きく結露が起こりやすい冬場は、
湿度のコントロールが非常に大切です。
「防湿庫」や「ドライボックス」

FUJIFILM

フジノンレンズ
GF20-35mmF4 R WR
¥403,700

＜投票№96＞

FUJIFILM

フジノンレンズ
GF50mmF3.5 R LM WR
¥152,350

＜投票№97＞

収納関連アイテム

TOYO LIVING

オートクリーン
ドライシリーズ
￥OPEN

＜投票 No.279＞

独自の光触媒機能付き電子ユニットを搭載した
日本製の防湿庫。サイズやカラーバリエーション
などラインアップも豊富に揃えます。

などの保管用品を使い、
カメラやレンズを湿気やカビから守りましょう。

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）の税込価格となります。

Check!

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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Tips 3

イメージセンサーには、
触れないように注意！

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、

清掃関連アイテム

HAKUBA

レンズペン3シリーズ
¥3,300〜 〈投票No.281〉

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。

清掃関連アイテム

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.282〉

専用クリーナーは、
個包装タイプがおすすめ。

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
！

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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ホコリを払い切ったら
丁寧にクロスで拭こう！

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、｢DGPイメージングアワード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！

アンケート項目はスマートフォン、ハガキのいずれも同じ内容です

応 募 締 め 切り

2023 年

記載のQRコードをスマートフォンのQRコードリーダーで読み取
り、｢ D G Pイメージングアワード2 0 2 2 プレゼントアンケー
ト｣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

1 31
月

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

日火

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。
ブログがある。
H 定期的に閲覧する写真・カメラ関連WEBサイト、SNS 、
（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№（ 1～353 ）
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№（ 1～353 ）
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

PANASONIC
賞

1名様

LUMIX DC-G100K（標準ズームレンズキット）

PEAK DESIGN

B

賞

提供：パナソニック

D

MANFROTTO
賞

1名様

リーシュ（ミッドナイト）

C

KING

賞

1名様

モノポッド＋スタンド K-MPS176

提供：銀一

1名様

Advanced アクティブ バックパック III

（MB MA3-BP-A）

E

提供：浅沼商会

HAKUBA
賞

1名様

Chululu レニュー トートバッグ M

（ブラック）

F

SENNHEISER
賞

MKE 200 Mobile Kit

1名様

※スマートフォンは
賞品に含まれません

提供：ヴィデンダムメディアソリューションズ

JINBEI

賞

スピードライト HD-2 PRO

1名様

H

賞

提供：ゼンハイザージャパン

GODOX

1名様

TL30 LEDチューブライト

I

EIZO
賞

ColorEdge CS2420-Z

33

1名様

※賞品は1灯となります

提供：サンテック

J

SUNEAST
賞

提供：ケンコープロフェッショナルイメージング

1名様

SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress
Type B Card【pSLC】（320GB）

提供：旭東エレクトロニクス

K

SUNEAST
賞

提供：EIZO

1名様

SUNEAST ULTIMATE PRO SDXC
UHS-II Card【V90】（256GB）

L

EPSON
賞

EW-M873T

提供：旭東エレクトロニクス

※本アンケートは
『DGPイメージングアワード受賞製品お買い物ガイド』誌編集の株式会社 音元出版内DGP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。

提供：エプソン販売

発行／株式会社 音元出版 編集／DGP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

1名様
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G

提供：ハクバ写真産業

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／フルサイズ＞

MACRO APO-ULTRON 35mm F2

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

VOIGTLÄNDER

¥102,300 ＜投票No.82＞

VOIGTLÄNDER

¥110,000〜 ＜投票No.72＞

P r o f i l e

P r o f i l e

フジフイルムXマウント専用の
標準マクロレンズ。MFレンズ
ながら電子接点を備え、Exif
情報やフォーカスチェック、ボ
ディ内手ブレ補正などに対
応。最大撮影倍率は0.5倍。
アポクロマート設計により、色
収差を抑制した高い描写力
を発揮します。
（藤井）

焦点距離40mm、開放F値1.2
の明るさを誇る、フルサイズ対
応大口径準広角MFレンズ。大
口径ながらもコンパクトな作りで、
滑らかで大きなボケを楽しむこと
が可能。新たにニコンZマウント
用もラインアップに加わりました。
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＞

PANASONIC

コンパクトなボディで描写力も抜群
幅広いシーンで活躍する標準マクロ

34

おすすめ

Point

LEICA DG SUMMILUX 9mm /
F1.7 ASPH.
¥60,940 ＜投票No.85＞

DGP IMAGING AWARD 2022

大口径ながら全長54.8mmのコンパクトなつくりで、Xシリーズのどの機種
に装着してもフィットします。総金属製による高級感のある仕上がりで、
ピントリングは適度なトルクで回転も滑らか。ピントにシビアなマクロ域でも
快適に合わせることができ、ピントをコントロールする楽しさが得られます。
そして解像力の高い描写と自然なボケも魅力。クラシカルな操作が味わ
える寄れる標準レンズとして、スナップから花、風景、人物、テーブルフ
ォトなど幅広いシーンで活躍します。初めて単焦点レンズを手にする方に
もおすすめの1本です。
（ 藤井）

P r o f i l e

焦点距離18mm
（35mm判換
算）
、開放F値1.7の明るさを誇る
大口径超広角単焦点レンズです。
超広角ならではのダイナミ
ックな遠
近感はもちろん、ハーフマクロ撮
影にも対応し、大きなボケを活か
した表現も楽しむことが可能です。

ミラーレス用交換レンズ＜サードパーティー／フルサイズ＞

ミラーレス用交換レンズ＜サードパーティー／フルサイズ＞

TTArtisan APO-M 35mm f/2 ASPH.

TTArtisan 40mm f/2.8 MACRO C

TTARTISAN（銘匠光学）
¥OPEN ＜投票No.69＞

TTARTISAN（銘匠光学）
¥OPEN ＜投票No.81＞

P r o f i l e

P r o f i l e

焦点距離35mm、開放F値2の
フルサイズ対応のライカMマウン
ト用準広角MFレンズです。非
球面レンズとEDレンズを効果的
に配置したアポクロマート設計に
より、画面周辺部まで高い解像
力と正確な色再現を実現。
レンズ関連アイテム

焦点距離40mm、開放F値2.8の
APS-C対応標準マクロレンズ。最
短撮影距離は17cmで等倍撮影
に対応。質感の高い金属鏡筒に
加え、11枚の絞り羽根による美し
いボケも見逃せない魅力です。
対応マウントも豊富にラインアップ。
レンズ関連アイテム

K&F CONCEPT

MEGADAP

¥OPEN ＜投票No.214＞

¥OPEN ＜投票No.220＞

マウントアダプター KFシリーズ

ETZ21

P r o f i l e

P r o f i l e

手頃な価格設定ながら耐久性の
高い真鍮製マウントパーツを採用。
一部モデルの内面には艶消し塗
装も施すなど、細部にまでこだわ
ったマウントアダプター。ラインアップ
も豊富で様々なボディとレンズを組
み合わせて楽しむことができます。

ソニーEマウントレンズをニコンZ
マウントに装着する電子マウント
アダプターです。APS-C機にも
使用できオートフォーカスにも対
応。薄型ながらもプッシュ式のロ
ック解除ボタンを備え、レンズの
取り外しもスムーズに行えます。

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）
の税込価格となります。

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＞

雲台＜自由雲台＞

IRIX

ARCA-SWISS

¥85,800 ＜投票No.93＞

￥75,900〜 ＜投票No.181＞

Z1＋シリーズ

Firefly 11mm F4
P r o f i l e

P r o f i l e

スイスデザインのレンズブランド
「ア
イリックス」による、焦点距離11
mm、開放F値4の超広角MFレ
ンズ。優れた光学設計により画面
周辺まで歪みのない描写を実現。
マウントはニコンF、キヤノンEF、
ペンタックスKをラインアップ。
クリップオン／モノブロックストロボ

写真用雲台のプレミアムブランド
「アルカスイス」
による高精度自由
雲台です。人気モデル「Z1シリ
ーズ」のリニューアルモデルとし
て、モノボールの動きがより滑ら
かになり耐荷重も60kgに向上。
バリエーションも豊富に揃えます。
ライティング関連アイテム

GODOX

GODOX

¥38,280 ＜投票No.197＞

¥14,520 ＜投票No.263＞

V860 III

RING 72
P r o f i l e

P r o f i l e

均一かつ柔らかな光で不要な影
を出さず、被写体を美しく撮影で
きるLEDリングライト。リング左右
の明るさを個別調整
（10段階）
で
き、立体感のある描写にも対応し
ます。8サイズ
（49mm〜77mm）
のアダプターリングを付属。

ミラーレス用交換レンズ＜メーカー純正／フルサイズ＞

撮影関連アイテム

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

クイックリリースプレート HV-01

NIKON

IFOOTAGE

¥154,000 ＜投票No.56＞

¥OPEN ＜投票No.223＞

P r o f i l e

P r o f i l e

広角24mmから120mmまでをカ
バーする開放F値4通しの標準
ズームレンズです。S-Lineに相
応しい優れた描 写 力に加え、
軽量で機動力も高く、多彩な被
写体に1本で対応。軽快な撮影
を楽しむことが可能です。

カメラ装着部のプレートを90度可
動させられ、カメラを取り付けた
状態で横位置から縦位置への
切り替えが可能なクイックリリース
プレート。マンフロット／ザハトラ
ー互換プレートに対応したビデオ
雲台へも取り付け可能です。

プロジェクター＜ポータブル＞

PCディスプレイ＜4K／スタンダード＞

BENQ

BENQ

GS50

SW271C

¥OPEN ＜投票No.286＞

¥OPEN ＜投票No.295＞

P r o f i l e

P r o f i l e

IPX2相当の防滴性能や70cm
からの落下衝撃耐性など、屋
外でも安心して使えるタフ性能を
備えたポータブルプロジェクター。
解像度はフルHD。スマホやノー
トPCなど、モバイルデバイスとの
ワイヤレス接続にも対応します。

Adobe RGBカバー率99%、4K
UHD（3840×2160）解像度の27
型カラーマネジメントディスプレ
イ。60W給電に対応したUSB
Type-Cを備え、ノートPCとの接
続もケーブル1本でスッキリ快適
に行えます。

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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リチウムイオンバッテリーを採用し、
満充電で約480回のフル発光
（1.5秒の高速チャージ）
を実現し
たクリップオンストロボ。ボディ前
面にはLEDモデリングランプも内
蔵。各社のTTL調光に対応し
たラインアップを用意します。

PCディスプレイ＜4K／ハイクラス＞

PCディスプレイ＜4K／スタンダード＞

ColorEdge CG2700X

ColorEdge CS2740

EIZO

EIZO

¥OPEN ＜投票No.296＞

¥OPEN ＜投票No.297＞

P r o f i l e

P r o f i l e

正確な色再現で定評を得る
カラーマネジメントディスプレイ
「ColorEdge」シリーズの27
型4K UHD
（3840×2160）
解
像度モデル。Adobe RGB
色域99％、DCI-P3色域98%
のカバー率を誇り、常に正確
な色表示を実現します。

Adobe RGBカバー率99%、4K
UHD（3840×2160）解像度の27
型カラーマネジメントディスプレ
イ。60W給電に対応したUSB
Type-Cを備え、ノートPCとの接
続もケーブル1本でスッキリ快適
に行えます。
プリンター＜大容量タンク＞

EPSON

「ColorEdge」 の魅力はそのままに
映像制作向け機能と利便性がグッと向上
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Point

EW-M873T

¥OPEN ＜投票No.334＞
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「ColorEdge CG2700X」は、あらゆるクリエイティブワークに向けて開
発された、4K UHD解像度を誇るHDR対応27型カラーマネジメントディ
スプレイです。内蔵キャリブレーターによる色管理の自動化など、プロか
らも高い評価を得る「ColorEdge」の特徴を受け継ぎつつ、時代に合わ
せて映像制作向けの機能はしっかりと強化。さらに94Wの給電に対応し
たUSB Type-Cや安定したネット環境を実現する有線LANポートの採
用により、モニターをドッキングステーション代わりに使えるように進化。利
便性もグッと高まりました。

P r o f i l e

エコタンク搭載モデルながら、新
開発「ClearChrome K2 Plusイ
ンク」の採用により写真作品の出
力にも対応したA4インクジェットプ
リンター。写真画質と低印刷コス
トの両立により、おうちプリントを
存分に楽しめます。

メモリーカード＜CFexpress Type B＞

クリップオン／モノブロックストロボ

SUNEAST ULTIMATE PRO
CFexpress Type B Card【TLC】

スピードライト HD-2 PRO

SUNEAST

JINBEI

¥OPEN ＜投票No.198＞

¥OPEN ＜投票No.304＞

P r o f i l e

P r o f i l e

秒間最大1700MBの読取速度、
1500MBの書込速度（2TBモデ
ル）
を誇る、CFexpress Type
Bメモリーカード。大容量2TBモ
デルを筆頭に、1TB、512GB、
256GB、128GBの5モデルをライ
ンアップ。

Ω型フラッシュチューブの採用に
加え、多彩な機能、優れた操
作性を備えた本格派クリップオン
ストロボ。独自のインテグレーテッ
ドホットシューを備え、1台で各社
主要カメラのTTLオート、ハイス
ピードシンクロ撮影に対応します。

カードリーダー／ライター

撮影関連アイテム

SUNEAST ULTIMATE PRO
CFexpress Type B カードリーダー

クリエイターズKIT

SUNEAST

SLIK

¥34,650 ＜投票No.229＞

¥OPEN ＜投票No.314＞

P r o f i l e

P r o f i l e

コンパクトなアルミボディを採用し
たCFexpress Type B メモリー
カード用のリーダー／ライター。
最大2TBまでサポートしプラグア
ンドプレイに対応。USB-A to C、
USB-C to Cケーブル各1本を付
属します。

机やパイプなどにカメラを固定で
きる汎用性の高いクランプと、角
度とせり出し量が調整できるアー
ム、小型自由雲台を組み合わせ
たキット。テーブルフォトや接写
撮影、動画配信などを快適に楽
しめる便利なアイテムです。

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022年9月15日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。掲載価格は全て、編集時（2022年10月中旬）
の税込価格となります。

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＞

SAKURA SLING
PROJECT

ADOBE

Adobe Creative Cloud
フォトプラン 12ヶ月版

¥OPEN
＜投票No.98＞

ADOBE

Adobe Photoshop CC 12ヶ月版

¥OPEN
＜投票No.99＞

Adobe Photoshop Elements 2023

¥OPEN
＜投票No.100＞

ADOBE

PCソフト＜RAW現像ソフト＞
SILKYPIX

SILKYPIX Developer Studio
Pro11シリーズ

CYBERLINK

COREL

PhotoDirector 14 Ultra
（パッケージ版／通常版）

PaintShop Pro 2023 Ultimate

HAKUBA

Chululu レニュー インナーポーチ
S／M／L

￥5,060〜
＜投票No.114＞

HAKUBA

LUXXe グリッド マルチポーチM

¥4,290
＜投票No.115＞

HAKUBA

LUXXe フィールド マルチポーチ M

¥5,720
＜投票No.116＞

ギアアップ PRO カメラボックス L II
（LP37441-PWW）

¥7,500
＜投票No.117＞

LOWEPRO

¥10,120
＜投票No.102＞

¥10,780
＜投票No.113＞

カメラポーチ／カメラケース

￥23,870〜
＜投票No.101＞

PCソフト＜画像加工ソフト＞

サクラスカーフストラップ

カメラバッグ＜ショルダー／メッセンジャー＞
AOSTA
フォンタナPRO ショルダーL

¥OPEN
＜投票No.118＞

¥14,080
＜投票No.103＞

PCソフト＜動画編集ソフト＞
ADOBE

PowerDirector 365 1年版

¥8,580
＜投票No.105＞

クロスショット ブリーズ

¥OPEN
＜投票No.106＞

DOMKE

F-2

¥39,600
＜投票No.119＞

HAKUBA

Chululu
レニュー トートバッグ M

¥10,010
＜投票No.120＞

HAKUBA

Chululu レニュー フラップ
ショルダーバッグ M

¥11,000
＜投票No.121＞

HAKUBA

LUXXe グリッド ジップショルダーバッグ ￥14,080〜
＜投票No.122＞
S／M／L

HAKUBA

LUXXe フィールド ロールトップ
ショルダーバッグ 11／18

￥28,380〜
＜投票No.123＞

CORNFORD ギアボディバッグ

¥OPEN
＜投票No.124＞

カメラストラップ

BLACKRAPID

BLACKRAPID

KENKO

スポーツ X

〈MAMORU〉
ネオプレーンストラップII

¥OPEN
＜投票No.107＞
¥OPEN
＜投票No.108＞

HESSEN
CORNFORD

OP/TECH USA

クラシックストラップ

¥3,300
＜投票No.109＞

LOWEPRO

PEAK DESIGN

PEAK DESIGN

SAKURA SLING
PROJECT

スライドライト

リーシュ

サクラカメラスリング

¥10,230
＜投票No.110＞

LOWEPRO

ノバ200AW II ブラック
（LP37142-PWW）

¥13,431
＜投票No.125＞

¥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.126＞

¥7,700
＜投票No.111＞

¥14,900〜
＜投票No.112＞

MANFROTTO

Advanced メッセンジャー M III
（MB MA3-M-M）

¥17,250
＜投票No.127＞

MANFROTTO

PL バンブルビー 10 メッセンジャー
（MB PL-BM-10）

¥20,480
＜投票No.128＞

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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CYBERLINK

Adobe Premiere Elements 2023

¥OPEN
＜投票No.104＞

周辺機器部門 受賞モデル

PEAK DESIGN

エブリデイメッセンジャー13L

¥40,700
＜投票No.129＞

TENBA

フルトン V2 バックパックシリーズ

￥18,150〜
＜投票No.144＞

THINK TANK
PHOTO

レトロスペクティブ 7 V2.0

¥26,400
＜投票No.130＞

WONDRD

プロヴォーク11 ライト

¥39,050
＜投票No.145＞

カメラバッグ＜バックパック／スリング＞
AOSTA
Sanctuary III RT140

AOSTA

HAKUBA

Sanctuary III RK260

Chululu レニュー デイパック M

¥OPEN
＜投票No.131＞

¥OPEN
＜投票No.132＞

¥10,010
＜投票No.133＞

カメラバッグ＜ローラーバッグ＞

MANFROTTO

Advanced ローラーバッグ III
（MB MA3-RB）

¥35,750
＜投票No.146＞

MANFROTTO

PL ローラーバッグ AIR55
（MB PL-RL-A55）

¥59,110
＜投票No.147＞

THINK TANK
PHOTO

エアポート アドバンテージ XT

¥49,500
＜投票No.148＞

THINK TANK
PHOTO

エアポート ナビゲーター

¥47,300
＜投票No.149＞

三脚＜エントリー＞
SLIK
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HAKUBA

LUXXe グリッド ジップバックパック

￥29,810〜
＜投票No.134＞

HAKUBA

LUXXe グリッド
ロールトップバックパック M

¥32,670
＜投票No.135＞

KENKO

LECCEII リュックトート

¥OPEN
＜投票No.136＞

JOBY

SLIK

LOWEPRO

スリングショット SL250 AW III ブラック ¥14,762
＜投票No.137＞
（LP37335-PWW）

LOWEPRO

ファストパック プロ BP250 AW III グレー ¥22,506
＜投票No.138＞
（LP37331-PWW）

LOWEPRO

フリップサイド 400 AW III ブラック
（LP37352-PWW）

¥26,110
＜投票No.139＞

Advanced アクティブ
バックパック III
（MB MA3-BP-A）

¥17,250
＜投票No.140＞

MANFROTTO

三脚＜スタンダード＞
SLIK

MANFROTTO

500Gシリーズ

COMPACT アドバンス
（JB01763-BWW）

￥6,050〜
＜投票No.150＞

¥16,250
＜投票No.151＞

GX-S 6400

¥7,920
＜投票No.152＞

SLIK レプトス A294 BH

¥20,790
＜投票No.153＞

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

¥25,003
＜投票No.154＞

三脚＜ハイクラス＞

MANFROTTO

Chicago バックパック 50
（MB CH-BP-50）

¥41,250
＜投票No.141＞

MANFROTTO

Street スリム バックパック
（MB MS2-BP）

¥16,500
＜投票No.142＞

エブリデイバックパック30L

¥52,800
＜投票No.143＞

PEAK DESIGN

LEOFOTO

LS-324C+LH-40

¥81,840
＜投票No.155＞

MANFROTTO

055プロカーボンファイバー
三脚3段（MT055CXPRO3）

¥82,258
＜投票No.156＞

VELBON

カルマーニュMTシリーズ

¥OPEN
＜投票No.157＞

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022 年 9 月 15 日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022 年 10 月中旬）の税込価格となります。

三脚＜プレミアム＞
¥220,800
システマティックGT4543LS+雲台
GH4383LRキット（GK4543LS-83LR） ＜投票No.158＞

GITZO

ザ プロフェッショナル
Nシリーズ

SLIK

￥143,000〜
＜投票No.159＞

MANFROTTO

LEOFOTO

MANFROTTO

Element MII アルミニウム4段
三脚キットBK（MKELMII4BK-BH）

¥21,879
＜投票No.160＞

SLIK

エアリーシリーズ

￥23,540〜
＜投票No.161＞

¥244,387
＜投票No.170＞

ミニトラベラー三脚 クラシック
（GKTBC1）

¥33,000
＜投票No.171＞

テーブルトップ／ミニ三脚

GITZO

トラベル三脚＜スタンダード＞

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

MANFROTTO

SLIK

MT-03+LH-25

PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック
（MTPIXIEVO-BK）

¥27,500
＜投票No.172＞

¥6,567
＜投票No.173＞

プロミニ320

¥10,670
＜投票No.174＞

モノポッド＋スタンド
K-MPS176

¥OPEN
＜投票No.175＞

トラベル三脚＜ハイクラス＞

カルマーニュTTシリーズ

¥OPEN
＜投票No.162＞

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

¥86,878
＜投票No.163＞

VELBON

MANFROTTO

一脚／自立一脚
KING

39

GITZO

ジッツオ トラベラー三脚GT2545T+雲台 ¥184,800
GH1382QDキット（GK2545T-82QD） ＜投票No.164＞

ビデオ三脚＜スタンダード＞
SLIK
GX-m 7500 Video

ビデオ三脚＜ハイクラス＞
DAIWA
VT-551 II

SLIK

シネマスプリント 240

¥15,015
＜投票No.165＞

¥53,570
＜投票No.166＞

¥61,215
＜投票No.167＞

MANFROTTO

Element MII アルミニウム5段一脚BK
（MMELMIIA5BK）

MANFROTTO

Element MII ビデオ一脚 フルード雲台付 ¥33,000
＜投票No.177＞
（MVMELMIIA4LIVE）

¥10,978
＜投票No.176＞

SLIK

カーボンポッドPROシリーズ

￥22,990〜
＜投票No.178＞

SLIK

スタンドポッドGX-S

¥10,780
＜投票No.179＞

SLIK

スタンドポッド
エアリーシリーズ

￥28,930〜
＜投票No.180＞

Z1＋シリーズ

￥75,900〜
＜投票No.181＞

ビデオ三脚＜プレミアム＞

LIBEC

MANFROTTO

LI-HS-150M

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

¥143,000
＜投票No.168＞

雲台＜自由雲台＞
ARCA-SWISS

CLOSE UP
→ 35p
¥162,100
＜投票No.169＞

豪 華 商 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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トラベル三脚＜プレミアム＞

周辺機器部門 受賞モデル
SLIK

SBH-180 DS

¥20,790
＜投票No.182＞

SLIK

バル自由雲台

¥8,800
＜投票No.183＞

WIMBERLEY

MH-100モノジンバルヘッド

クリップオン／モノブロックストロボ
GODOX
AD100 Pro

¥37,180
＜投票No.194＞

¥48,730
＜投票No.195＞

雲台＜3WAY雲台＞

GITZO

3ウェイフルード雲台（GHF3W）

¥77,000
＜投票No.184＞

SLIK

SH-806 N

¥29,700
＜投票No.185＞

GODOX

V1

¥43,780
＜投票No.196＞

GODOX

V860 III

¥38,280
＜投票No.197＞

雲台＜ビデオ雲台＞

LIBEC

40

MANFROTTO

CLOSE UP
→ 35p
NH10

504X フルードビデオ雲台
（MVH504XAH）

¥75,900
＜投票No.186＞

¥69,260
＜投票No.187＞

JINBEI

スピードライト HD-2 PRO

¥OPEN
＜投票No.198＞

DGP IMAGING AWARD 2022

CLOSE UP
→ 36p
MANFROTTO
SLIK

ナイトロテック608フルードビデオ雲台
（MVH608AH）

SVH-501

¥82,500
＜投票No.188＞
¥27,280
＜投票No.189＞

LIGHTPIX LABS

FlashQ Q20II

¥15,400
＜投票No.199＞

カメラ関連アイテム

SLIK

ビデオグランデII N雲台

¥13,970
＜投票No.190＞

雲台＜特殊雲台＞

MANFROTTO
SLIK

SLIK

ギア付きジュニア雲台
（410）
テレマスター800

マスターデラックス
ブラック雲台

¥45,628
＜投票No.191＞

ANKER

¥OPEN
Anker 514 Lightning to USB-C
Accessory Cable (0.9m, for Camera) ＜投票No.200＞

GRAMAS

GRAMAS Extra Glass

￥2,750〜
＜投票No.201＞

HAKUBA

EX-GUARD 液晶保護フィルム

￥3,080〜
＜投票No.202＞

HAKUBA

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

￥1,705〜
＜投票No.203＞

HAKUBA

液晶保護フィルム 親水タイプ

￥1,375〜
＜投票No.204＞

HAKUBA

液晶保護フィルム III

￥1,804〜
＜投票No.205＞

¥45,650
＜投票No.192＞

¥15,950
＜投票No.193＞

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022 年 9 月 15 日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022 年 10 月中旬）の税込価格となります。

KENKO

KENKO

カメラレインカバーHT

液晶プロテクター

¥OPEN
＜投票No.206＞

KENKO

ノスタルトーンシリーズ

￥6,380〜
＜投票No.218＞

KENKO

バリアブルND Initial

￥9,350〜
＜投票No.219＞

MEGADAP

ETZ21

¥OPEN
＜投票No.220＞

￥1,430〜
＜投票No.207＞

CLOSE UP
→ 34p

SLIK

Iブラケット

¥11,000
＜投票No.208＞

VIXEN
撮影関連アイテム
IFOOTAGE

STC

グリップエクステンション
フォグリップシリーズ

￥15,400〜
＜投票No.209＞

STC

クリップタイプNDフィルターシリーズ

￥15,180〜
＜投票No.210＞

H&Y

Magnetic MRC Slim バランサー
GND16 Kit 82mm

¥OPEN
＜投票No.212＞

H&Y

Ultimate HD Lens Protection Filter

¥OPEN
＜投票No.213＞

K&F CONCEPT

マウントアダプター KFシリーズ

¥OPEN
＜投票No.222＞

クイックリリースプレート HV-01

¥OPEN
＜投票No.223＞

CLOSE UP
→ 35p

レンズ関連アイテム

¥OPEN
＜投票No.214＞

IFOOTAGE

サクションカップ VS-118／VS-146

¥OPEN
＜投票No.224＞

KENKO

スカイメモSW

¥66,000
＜投票No.225＞

KENKO

リモートコード
「リモートC09」
シリーズ

¥OPEN
＜投票No.226＞

CLOSE UP
→ 34p

KENKO

ZX C-PL

￥14,250〜
＜投票No.215＞

KENKO

ZX NDシリーズ

￥7,920〜
＜投票No.216＞

SLIK
KENKO

ZXII プロテクター

ASTRA ECH-630

¥66,880
＜投票No.227＞

￥7,810〜
＜投票No.217＞

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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¥880
＜投票No.211＞

COBRA2
ラウンドベース一脚
RB-A200

41
IFOOTAGE

レベルシュー

YOSHIMI
CAMERA

¥11,000

Vixen 天体望遠鏡 レンズヒーター360III ＜投票No.221＞

周辺機器部門 受賞モデル
SLIK

SLIK

クランプヘッドシリーズ

クリエイターズKIT

￥12,650〜
＜投票No.228＞

VIXEN

YOSHIMI
CAMERA

背景布シリーズ

Vixen ポータブル赤道儀
星空雲台ポラリエU（WT）

忍者レフシリーズ

75HB

FEELWORLD

液晶モニターF5

¥24,068
＜投票No.242＞

FEELWORLD

LCDモニターLUT7

¥49,280
＜投票No.243＞

¥34,650
＜投票No.229＞

CLOSE UP
→ 36p

SUNTECH

￥6,600〜
＜投票No.230＞

動画関連アイテム＜外付けマイク＞

AUDIOTECHNICA

AT9941

¥13,200
＜投票No.244＞

AUDIOTECHNICA

AT9946CM

¥16,500
＜投票No.245＞

COMICA

CVM-VM20

¥18,150
＜投票No.246＞

RODE

VideoMic GO II

¥17,050
＜投票No.247＞

SENNHEISER

MKE 200

¥OPEN
＜投票No.248＞

¥68,200
＜投票No.231＞

￥4,400〜
＜投票No.232＞
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動画関連アイテム
FEELWORLD

LIVEPRO L1

¥OPEN
＜投票No.241＞

ADTECHNO

¥52,800
＜投票No.233＞

SENNHEISER

IE 100 PRO

¥OPEN
＜投票No.234＞

SENNHEISER

MKE 400-II

¥OPEN
＜投票No.249＞

TASCAM

CA-XLR2d

¥OPEN
＜投票No.235＞

TASCAM

DR-10SG

¥OPEN
＜投票No.250＞

TASCAM

DR-05X

¥OPEN
＜投票No.236＞

TASCAM

TM-2X

¥OPEN
＜投票No.251＞

TASCAM

DR-60DMKII

¥OPEN
＜投票No.237＞

TASCAM

TASCAM

DR-70D

Portacapture X8

動画関連アイテム＜外付けマイク／ラベリアタイプ＞

COMICA

BoomX-D PRO D2

¥38,720
＜投票No.252＞

RODE

Wireless GO II SINGLE／
Wireless GO II

￥39,600／
¥52,800
＜投票No.253＞

SENNHEISER

XSW-D PORTABLE LAVALIER SET

¥OPEN
＜投票No.254＞

TASCAM

TM-10L

¥OPEN
＜投票No.255＞

¥OPEN
＜投票No.238＞

¥OPEN
＜投票No.239＞

動画関連アイテム＜外付けモニター＞

ADTECHNO

55HB

¥OPEN
＜投票No.240＞

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022 年 9 月 15 日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022 年 10 月中旬）の税込価格となります。

動画関連アイテム＜ジンバル／スタビライザー＞

DJI

DJI RS 3

¥72,600
＜投票No.256＞

FEIYUTECH

SCORP

¥66,550
＜投票No.257＞

MANFROTTO

Gimbal 220 キット（MVG220）

¥67,507
＜投票No.258＞

MOZA

カメラ用ジンバル
MOZA AirCross 3

¥OPEN
＜投票No.259＞

GODOX

X ProTTL対応フラッシュトリガー

¥13,024
＜投票No.266＞

GODOX

ソフトボックスM 60X60cm
スピードライト用

¥8,800
＜投票No.267＞

JINBEI

ワイヤレストリガー TR-Q7

¥OPEN
＜投票No.268＞

ライティング関連アイテム

039

Sh50Pro-S LEDランプ (スタンダード)

GODOX

M1 ミニクリエイティブLEDライト

GODOX

ML60Bi LEDライト

RING 72

MANFROTTO

ナノポールKIT
スナップティルトヘッド付き
（JP MKSTRO1-3）

¥19,580
＜投票No.261＞

¥23,760
＜投票No.269＞

￥8,980〜
＜投票No.270＞

MANFROTTO

ハロコンパクトプラスシリーズ

SLIK

スタンドライト12

¥7,150
＜投票No.271＞

SUNTECH

サンテックライト
X56kit

¥35,200
＜投票No.272＞

SUNTECH

サンテックリングライト R48

¥28,600
＜投票No.273＞

SUNTECH

ロールフラッグ

￥19,250〜
＜投票No.274＞

Z-208PRO-5000K

¥OPEN
＜投票No.275＞

¥50,380
＜投票No.262＞

¥14,520
＜投票No.263＞

CLOSE UP
→ 35p

GODOX

GODOX

S2 ブラケット

TL30 LEDチューブライト

¥3,630
＜投票No.264＞

¥16,500
＜投票No.265＞

編集関連アイテム
EIZO
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GODOX

¥11,000
＜投票No.260＞

豪 華 商 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！ >

周辺機器部門 受賞モデル

IODATA

GV-HUVC/4K

¥23,980
＜投票No.276＞

KENKO

7インチ液晶フィルムスキャナー
KFS-14D7L

¥OPEN
＜投票No.277＞

BENQ

GV30

¥OPEN
＜投票No.288＞

LG
ELECTRONICS

LG gram 16Z90Q

¥OPEN
＜投票No.289＞

VAIO

VAIO S13（VJS13490111B）

¥OPEN
＜投票No.290＞

PC

収納関連アイテム
KENKO

ドライフレッシュ
シリーズ

￥440〜
＜投票No.278＞

PCディスプレイ＜エントリー＞
BENQ
SW240

TOYO LIVING

オートクリーンドライシリーズ

¥OPEN
＜投票No.279＞

TOYO LIVING

モバイルドライ MD-3／MD-6

¥OPEN
＜投票No.280＞

HAKUBA

レンズペン3シリーズ

￥3,300〜
＜投票No.281＞

KENKO

激落ちくん
カメラレンズクリーナー
30包入り

EIZO

ColorEdge CS2420-Z

¥OPEN
＜投票No.291＞

¥OPEN
＜投票No.292＞

清掃関連アイテム
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VSGO

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

¥946
＜投票No.282＞

プロジェクター
BENQ

¥OPEN
＜投票No.293＞

¥OPEN
＜投票No.283＞

PCディスプレイ＜ハイクラス＞
EIZO
ColorEdge CG2700S

ディスプレイ部門
テレビ

LG
ELECTRONICS

PCディスプレイ＜スタンダード＞
BENQ
SW270C

OLED42C2PJA

¥OPEN
＜投票No.284＞

GK100

¥OPEN
＜投票No.285＞

PCディスプレイ＜4K／スタンダード＞
BENQ
SW271C

¥OPEN
＜投票No.294＞

¥OPEN
＜投票No.295＞

CLOSE UP
→ 35p
プロジェクター＜ポータブル＞
BENQ
GS50

¥OPEN
＜投票No.286＞

CLOSE UP
→ 35p
EIZO

ColorEdge CS2740

¥OPEN
＜投票No.296＞

CLOSE UP
→ 36p
ANKER

Nebula Capsule ll

¥OPEN
＜投票No.287＞

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022 年 9 月 15 日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022 年 10 月中旬）の税込価格となります。

PCディスプレイ＜4K／ハイクラス＞
EIZO
ColorEdge CG2700X

¥OPEN
＜投票No.297＞

CLOSE UP
→ 36p

BENQ

SW321C

サンディスク エクストリーム プロ
SDHC/SDXC UHS-II カード

¥OPEN
＜投票No.309＞

SUNEAST ULTIMATE PRO SDXC
UHS-II Card【 V60 】

¥OPEN
＜投票No.310＞

SANDISK

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

¥OPEN
＜投票No.311＞

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.312＞

SANDISK
SUNEAST

¥OPEN
＜投票No.298＞

カードリーダー／ライター

PCディスプレイ＜有機EL＞
LG
ELECTRONICS

32EP950-B

¥OPEN
＜投票No.299＞

記録アイテム部門
メモリーカード＜CFexpress Type A＞

SANDISK
SanDisk Professional PRO-READER ¥OPEN
＜投票No.313＞
PROFESSIONAL SD and microSD

SONY

CEA-Gシリーズ

¥OPEN
＜投票No.300＞

DELKIN
DEVICES

BLACK CFexpress Type A
メモリーカード

￥27,990〜
＜投票No.301＞

メモリーカード＜CFexpress Type B＞
SUNEAST
SUNEAST ULTIMATE PRO
CFexpress Type B Card【 pSLC 】

¥OPEN
＜投票No.302＞

SUNEAST

SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress ¥OPEN
＜投票No.314＞
Type B カードリーダー

CLOSE UP
→ 36p
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デジタルフォトアルバム
デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」 ¥OPEN
＜投票No.315＞
シリーズ

デジタルストレージ

DELKIN
DEVICES

BLACK CFexpress Type B
メモリーカード

￥18,990〜
＜投票No.303＞

SUNEAST

SUNEAST ULTIMATE PRO
CFexpress Type B Card【 TLC 】

¥OPEN
＜投票No.304＞

CLOSE UP
→ 36p

メモリーカード＜SDメモリーカード＞

SANDISK

NEXTORAGE

SANDISK

サンディスク エクストリーム プロ
SDXC UHS-I カード

NRS-H シリーズ RIGID（リジッド）仕様

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

メモリーカード＜SDメモリーカード／UHS-II対応＞
SUNEAST
SUNEAST ULTIMATE PRO SDXC
UHS-II Card【 V90 】

WD

My Book

¥OPEN
＜投票No.316＞

デジタルストレージ＜ポータブル＞

SAMSUNG

T7

¥OPEN
＜投票No.317＞

SANDISK

サンディスク エクストリーム
ポータブルSSD

¥OPEN
＜投票No.318＞

SANDISK

サンディスク エクストリームプロ
ポータブルSSD

¥OPEN
＜投票No.319＞

SANDISK

サンディスク ポータブルSSD

¥OPEN
＜投票No.320＞

WD

My Passport SSD

¥OPEN
＜投票No.321＞

Colorio EP-815A

¥OPEN
＜投票No.322＞

¥OPEN
＜投票No.305＞

¥OPEN
＜投票No.306＞

¥OPEN
＜投票No.307＞

¥OPEN
＜投票No.308＞

プリンター＜スタンダード＞

EPSON

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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BUFFALO

周辺機器部門 受賞モデル

CANON

PIXUS TS7530

¥OPEN
＜投票No.323＞

FUJIFILM

instax mini Link 2

¥OPEN
＜投票No.338＞

プリンター用紙＜プレミアム＞

プリンター＜ミドルクラス＞

EPSON

Colorio EP-885AW/AB/AR

¥OPEN
＜投票No.324＞

CANON

キヤノン写真用紙・光沢 プロ
［クリスタルグレード］

¥OPEN
＜投票No.339＞

CANON

PIXUS TS8530

¥OPEN
＜投票No.325＞

CANSON

インフィニティ フォトグロス・
プレミアム・RC

￥5,500
（A4/25枚）
＜投票No.340＞

CANON

PIXUS XK90

¥OPEN
＜投票No.326＞

EPSON

写真用紙クリスピア＜高光沢＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・セミグロスペーパー

￥1,881
（A4/20枚）
＜投票No.342＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・ホワイトフィルム

￥3,322
（A4/10枚）
＜投票No.343＞

プリンター＜A3／スタンダード＞

EPSON

EPSON

Colorio EP-50V

Colorio EP-982A3

¥OPEN
＜投票No.327＞

¥OPEN
＜投票No.328＞

プリンター用紙＜風合紙＞

プリンター＜A3／プレミアム＞

EPSON

Epson Proselection SC-PX1V

DGP IMAGING AWARD 2022

CANON

imagePROGRAF PRO-G1

PIXUS PRO-S1

プレミアムファインアート・ラフ

CANSON

インフィニティ エディション・エッチング・
（A4/10枚）
ラグ

CANSON

インフィニティ ベラン・ミュージアム・ラグ （A4/25枚）

EPSON

Velvet Fine Art Paper

HAHNEMUHLE

フォトラグバライタ 315gsm

￥15,400
（A4/25枚）
＜投票No.348＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー

￥2,387
（A4/20枚）
＜投票No.349＞

PICTORICO

ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ （A4/15枚）

¥OPEN
＜投票No.329＞

Epson Proselection SC-PX1VL

￥5,500

＜投票No.345＞

¥OPEN
＜投票No.330＞

￥13,200

＜投票No.346＞

¥OPEN
＜投票No.331＞

プリンター＜A2／プレミアム＞

EPSON

¥OPEN
＜投票No.344＞

CANON

46
CANON

¥OPEN
＜投票No.341＞

¥OPEN
＜投票No.332＞

プリンター＜大容量タンク＞

EPSON

EW-M973A3T

¥OPEN
＜投票No.333＞

EPSON

EW-M873T

¥OPEN
＜投票No.334＞

CLOSE UP
→ 36p

¥OPEN他
＜投票No.347＞

￥1,892

＜投票No.350＞

プリンター用紙＜モノクロ＞

プリンター＜コンパクト＞

CANON

iNSPiC PV-223

¥OPEN
＜投票No.335＞

CANSON

インフィニティ
バライタ・フォトグラフィックII

￥11,550
（A4/25枚）
＜投票No.351＞

CANON

SELPHY CP1500

¥OPEN
＜投票No.336＞

EPSON

UltraSmooth Fine Art Paper

￥13,750
（A3ノビ/25枚）
＜投票No.352＞

EPSON

PF-81-2023

¥OPEN
＜投票No.337＞

PICTORICO

GEKKO シルバーラベル プラス

￥3,498
（A4/15枚）
＜投票No.353＞

※掲載商品には一部取り扱いのない商品、審査会（2022 年 9 月 15 日）開催後に販売終了となった製品も含まれます。 掲載価格は全て、編集時（2022 年 10 月中旬）の税込価格となります。

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。DGPアワード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
「DGPイメージングアワード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モバイルアワード」
2022年春よりスタート！
デジタルカメラグランプリは2022年より、
デジタルカメラを中心としたデジタルイメ
ージングの総合アワード「DGPイメージン
グアワード」と、スマホカメラを中心とし
たモバイルイメージングの総合アワード
「DGPモバイルアワード」の2つのアワー
ドにリニューアル。第一回目となる「DGP
モバイルアワード2022」が今春開催され、
公式サイトで受賞結果
も公開中。スマホカメ
ラをより深く楽しむた
めのアイテムを厳選し
てご 紹 介しています。
ぜひご確認ください！

www.phileweb.com/dc/

