
■R-D1xG仕様概要

カラー設定 カラー、モノクロ

RAW設定 RAW、RAW+JPEG同時記録選択可能
色空間 sRGB、Adobe RGB選択可能
長時間露光ノイズ低減 低速シャッタースピードでの撮影時に発生するノイズ低減選択

再生表示機能

画像表示 1コマ表示、4分割表示

撮影情報表示
ファイル名（ファイル番号、形式）、撮影日時、画像番号（再生画像No./総画像数）、
画像サイズ、ホワイトバランス、シャッター速度、
画像品質設定、フィルム設定、ISO感度、色空間、カラーモード

画像解析情報表示 ヒストグラム表示機能、白飛び部分のハイライトブリンク表示機能、フレーミングガイド表示
拡大表示

再生時処理機能

機能設定

言語設定 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/中国語（繁体）/中国語（簡体）
USERボタン割付 １コマ削除、１コマ保護、拡大モード、印刷設定、フィルム設定のうち1つを割付可能
節電機能 節電モード移行時間設定可能（3分/5分/10分/20分）

針式インジケーター調整 軍艦部指針式表示モジュールの各針位置調整機能
輝点画素補正 CCD画素欠損部分の補正機能
クイックビュー機能 10秒、3秒、OFFが選択可能
連番設定 撮影記録ファイル名の連番記憶選択可能
日時設定 内蔵時計機能（年/月/日/時/分）

外観コネクター
三脚用ネジ穴 1/4（ISO1222）
アクセサリーシュー シュー、シンクロ接点
レリーズソケット シャッターボタン埋め込み

サイズ
サイズ（W×H×D） 142.0×88.5×39.5mm（グリップ及び、一部の突起は除く）
質量 約570g（グリップ、SDメモリーカード、バッテリー、ネックストラップ、レンズ部カバー含まず）

電源 専用リチウムイオンバッテリパック（EPALB1）1個使用（充電器（電源コード付）付）

環境条件
温度
湿度 動作時：30～80％、保存時：10～80％（非結露時）

動作時：5～35℃、保存時：-20～60℃（非結露時）

付属品

別売アクセサリー 本革カメラケース（オプション型番：RD1SC1）オープンプライス
専用リチウムイオンバッテリパック（オプション型番：EPALB1）オープンプライス

画像フォーマット

撮像素子 23.7mm×15.6mm APS-CサイズCCDセンサー（原色フィルター）
有効画素数 6.1メガピクセル

記録画像サイズ CCD-RAW（12bit）： 3008×2000pixel  JPEG：3008×2000pixel /2240×1488pixel 
ファイルサイズ  RAW：約10MB、JPEG（H）：約3MB、JPEG（N）：約1.5MB、RAW+JPEG（H）： 約13MB

記録フォーマット Exif2.21準拠、DCF2.0準拠、DPOF1.1準拠、PRINT Image Matching    対応
記録メディア SDメモリーカード（最大2GBまで対応）、SDHCメモリーカード（最大32GBまで対応）

光学系

ファインダー形式 実像距離計式等倍透視ファインダー
ファインダー倍率 1.0倍（完全等倍）
基線長 38.2mm（有効基線長：38.2mm）
距離計 上下像合致式および二重像合致式（連動範囲 0.7ｍ～∞）
視野枠 28/35/50mm対応ブライトフレーム切り替え式パララックス自動補正機能
ブライトフレーム視野率 85%（2m）

レンズマウント
EMマウント（M型互換マウント、コシナ社製アダプターにより、Lマウントレンズも接続可）

接続可能レンズ マウントからの深さ：20.5mm以下 ※1

レンズ撮像画角比 35mmフィルムレンズ表記焦点距離換算比：1.53倍

シャッター
シャッター 電気制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
シャッター速度 1/2000～1秒、バルブ
シンクロ接点 X接点 1/125秒以下同調（シンクロ撮影のみ）

露出測光
測光方式 TTL幕面ダイレクト実絞り中央部重点平均測光方式
測光範囲 EV1～19（ISO100換算時）

撮影機能

露出制御方式 絞り優先AE、マニュアル、（AEロックボタンによるAEロック機能）
露出補正値設定 ‐2.0～＋2.0EV（1/3EV設定ステップ）（AE時のみ）
ISO感度 200/400/800/1600

機種名 Epson Rangefinder Digital Camera R-D1x Grip Kit（R-D1xG）
形式 距離計連動レンズ交換式デジタルカメラ

撮影可能枚数 撮影条件1※2：約390枚（CIPA規格による）　撮影条件2※3：約1,100枚

表示
針式インジケーター 4針式表示（画像品質設定/ホワイトバランス設定/撮影残枚数/電池残量）

RAW/JPEG共に１倍～最大16倍の拡大表示、拡大箇所の水平・垂直移動表示機能

SDメモリーカードフォーマット SDメモリーカードのフォーマット機能
ファインダー内露出表示 シャッター速度別LED切換表示（AE時、マニュアル時）
レンズマウント

ホワイトバランス設定 撮像センサーによるTTL方式オートホワイトバランスオート、プリセット（晴天/日陰/曇天/白熱電球/蛍光灯）

モノクロフィルターワーク機能 標準、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド搭載
フィルム設定 標準、フィルム1、2、3（1=人物モード、2=風景モード、3=夜景モード、ユーザー定義プリセット）

液晶モニター 2.5型低温ポリシリコンTFTカラー液晶（23万画素）、明るさ調節8段階

ファイル削除 1コマ削除/全コマ削除
ファイル保護 1コマ保護/解除、全コマ保護/全コマ保護解除
DPOF設定 1コマ、全コマ（枚数設定0枚～99枚）
スライドショー再生 記録画像のスライドショー再生機能（再生間隔：約3秒）順/逆方向再生選択可能

RAW現像
アプリケーション
EPSON Photolier

対応OS一覧
Windows XP/Vista
Mac OS X（v10.4～/v10.5～）

専用リチウムイオンバッテリパック（EPALB1）、充電器、充電器用電源コード、特製ハンドグリップ、ネックストラップ、
取扱説明書、レンズ部カバー、EPSON Photolier（Windows®/Macintosh専用CCD-RAW現像アプリケーション）

※このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2009年2月27日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。※：会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。※：DCFは（社）
電子情報技術産業協会（JEITA）で標準化された「Design rule For Camera File system」の規格略称です。※：Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※：Windowsの正式名称は
Microsoft® Windows® Operating Systemです。※：MacintoshはApple Computer,Inc.の商標です。※：Adobe® Photoshop® はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。※：あなたがデジタルカメラで取り込んだ
画像データは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。※：本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載の内容については国内限定とさせていただきます。※：カタログ内に使用
している写真・画像はカメラの機能をご理解いただくためのイメージとして掲載しているものであり、一部の説明写真を除き、実際に撮影した画像とは異なります。※：オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意  ○ご使用の前に必ず使用上の注意を読み、正しくお使いください。○水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

※1：マウントから20.5ｍｍ以上の外形寸法があるレンズは装着できません。＜装着できないレンズ（ライカ社）＞・HOLOGON 15mm F8 ・SUPER ANGULON 21mm F4・SUPER ANGULON  21mm F3.4・ELMARIT 28mm F2.8
（最初期対象型）＜沈胴できないレンズ（ライカ社）＞・HEKTOR 50mm F2.5 ・ELMAR 50mm F3.5 ＜使用できないレンズ（ライカ社）＞・DR SUMMICRON 50mm F2（レンズ付属のファインダーが本機には適合しないため使用
できません。）その他全てのMマウント、Lマウントレンズの使用を保証するものではありません。ここに記載されているレンズの他にも、わずかな寸法の違いにより一部のレンズでは正常に装着できない場合や動作しない場合が
あります。※2：電源ON後、30秒経過したら1枚撮影し、その後30秒ごとに1枚撮影する。10枚撮影したら電源をOFFする。電源OFF後、電池を抜いて10分放置し、再度電池を挿入して電源をONし、上記サイクルを繰り返す。
このときアクセサリーシューに装着したフラッシュは2回に1回フル発光、シャッター速度1/125、ISO200、JPEG（H）、WBオート固定。※3：電源ON後、1分間に6枚を一定間隔で撮影し、電源をOFFする。電源OFF後、1分間待って
電源ONし、上記サイクルを繰り返す。このときフラッシュなし、シャッター速度1/250、ISO200、JPEG（N）、WB晴天固定。＊R-D1xGはオープンプライス商品です。オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 

■本革カメラケース（型番：RD1SC1）オープンプライス

高級感溢れる本革カメラケース（オプション）

〒１６０‐８３２４ 東京都新宿区西新宿６‐２４‐１西新宿三井ビル２４階 〒３９２‐８５０２  長野県諏訪市大和３‐３‐５

インターネット

FAQ

                           　http://www.epson.jp
各種製品情報、ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ（よくあるご質問＆その回答集）としてホーム
ページに掲載しています。ぜひご活用ください。 http：//www.epson.jp/faq/

●エプソン購入ガイドインフォメーション  製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。
　　　　　050-3155-8100（042-585-8444）【受付時間】月～金曜日9：00～17：30（祝日、弊社指定休日を除く）
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。上記電話番号がご利用いただけない場合は、
携帯電話またはNTT東日本・NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、かっこ内の番号におかけくださいますよう
お願いいたします。
●ショールーム（エプソンスクエア）東京地区:新宿  月～金曜日（祝日、弊社指定休日を除く）
●ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ（http://www.epson.jp/shop/ 0120-545-101）でお買い求めください。
■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

エプソンのホームページ

カタログコード ： CLRD1XG  A （2009.02.27）

○お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

＊ケースに収納する場合はグリップを取り外す必要があります。

大切なカメラを衝撃から守る
オプションのカメラケースは
取り付けたままでもSDメモ
リーカードの出し入れが可能！

写 真 へ の 情 熱は 、ここに 結 晶する。

＊保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は製造終了後7年です。部品保有期限を過ぎた場合、修理サポートを終了させて
いただきます。あらかじめご了承ください。＊本製品の無償修理期間は、お買い上げ後1年間かつ持ち込み修理です。＊故障の状況によっては弊社の判断により、
製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用
いただけなくなることや、使用可能なOSが変更される場合があります。●レンズ、SDメモリーカードは別途購入が必要です。
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sRGBに加え、幅広いカラースペースをもつAdobe RGB

にも対応。高ダイナミックレンジと豊かな階調性で、撮影時

のカラーイメージをより忠実に再現します。

より忠実な色再現を。AdobeRGB/600万画素

アナログ信号をデジタル化するプロセスを総合的に処理。

プリントを知り尽くした先進の技術が、最新レンズから

クラシックレンズまで、その力を最大限に引き出します。

デジタル画像処理技術の集大成。「EDiART」

高コントラストを維持しながら135 4万画素相当の画素

補間出力を。「三次元色変換テーブル」により、各種レタッチ

もRAW現像時の画質劣化を気にせずに行えます。

作品のためのRAW現像に「EPSON Photolier」

Adobe RGB色空間

sRGB色空間デジタル高画質の先進性がある。

使いこなす高 揚がある。

＊グリップは取り外しが可能です。



機械式クロノグラフを彷彿させる4針式インジケーター

を採用。記録モード、撮影可能枚数、ホワイトバランス、

電池残量を示します。

機械式の愉しみを。4針式インジケーター

三角測量を応用したレンジファインダー部は、有効基線長

38 . 2ｍｍを確保。視野枠は2 8ｍｍ、3 5ｍｍ、5 0mmを

内蔵し、レンズに合わせて切り替えられます。

高精度フォーカシングを実現。レンジファインダー

シャッターチャージレバーと完全等倍ファインダー

シャッターチャージのための巻き上げレバーを搭載した

ほか肉眼で被写体の動きを察知し、ファインダー内で

チャンスをとらえる完全等倍ファインダーを搭載しました。

銘玉から個性豊かなレンズまで、新旧200本近いレンズを

使用できる『EM マウント』を採用。表現追求のために

レンズを選択する。その愉しみもこのカメラの魅力です。

多種多様なレンズを。エプソンEMマウント

取り外しが可能な同梱のハンドグリップを装着すれば、

安定したホールド感と最適なポジションでのシャッター

操作が可能になります。

特製ハンドグリップが、操作をスムーズに。

明るさを8 段階に調整できるLEDバックライト方式。

屋外でも見やすく確実なモニタリングを可能にしながら、

低消費電力を実現しています。

固定式 2.5 型液晶モニター

距離計連動コロ 距離計窓 採光窓 ファインダー窓 JOGダイヤル ファインダー画角設定レバー

三脚用ネジ穴 アクセサリーシュー

針式インジケーター シャッター速度ダイヤル

電源スイッチ

ISOダイヤル

シャッターダイヤル
ロック解除ボタン

シャッター
レリーズボタン

シャッター
チャージレバー

バッテリーカバー　

SDメモリー
カードスロット

レンズ着脱ボタン

シンクロ
ターミナル

ストラップ
取り付け部

アクセスランプ

ストラップ
取り付け部

精 密 機 器の贅 沢 がある。醍 醐味 がある。

■各部名称

特製ハンドグリップ

JOGダイヤル ファインダー接眼窓 AEロックボタン

液晶モニター

USERボタン

CANCELボタン

ENTERボタン

MENUボタン

液晶表示ボタン

画像品質/
ホワイトバランス設定レバー

35mm F2

夕日に染められて、歩道 橋は交 差していた。

立ち止まる人がいる。迷わず 家 路を急ぐ人がいる。



■R-D1xG仕様概要

カラー設定 カラー、モノクロ

RAW設定 RAW、RAW+JPEG同時記録選択可能
色空間 sRGB、Adobe RGB選択可能
長時間露光ノイズ低減 低速シャッタースピードでの撮影時に発生するノイズ低減選択

再生表示機能

画像表示 1コマ表示、4分割表示

撮影情報表示
ファイル名（ファイル番号、形式）、撮影日時、画像番号（再生画像No./総画像数）、
画像サイズ、ホワイトバランス、シャッター速度、
画像品質設定、フィルム設定、ISO感度、色空間、カラーモード

画像解析情報表示 ヒストグラム表示機能、白飛び部分のハイライトブリンク表示機能、フレーミングガイド表示
拡大表示

再生時処理機能

機能設定

言語設定 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/中国語（繁体）/中国語（簡体）
USERボタン割付 １コマ削除、１コマ保護、拡大モード、印刷設定、フィルム設定のうち1つを割付可能
節電機能 節電モード移行時間設定可能（3分/5分/10分/20分）

針式インジケーター調整 軍艦部指針式表示モジュールの各針位置調整機能
輝点画素補正 CCD画素欠損部分の補正機能
クイックビュー機能 10秒、3秒、OFFが選択可能
連番設定 撮影記録ファイル名の連番記憶選択可能
日時設定 内蔵時計機能（年/月/日/時/分）

外観コネクター
三脚用ネジ穴 1/4（ISO1222）
アクセサリーシュー シュー、シンクロ接点
レリーズソケット シャッターボタン埋め込み

サイズ
サイズ（W×H×D） 142.0×88.5×39.5mm（グリップ及び、一部の突起は除く）
質量 約570g（グリップ、SDメモリーカード、バッテリー、ネックストラップ、レンズ部カバー含まず）

電源 専用リチウムイオンバッテリパック（EPALB1）1個使用（充電器（電源コード付）付）

環境条件
温度
湿度 動作時：30～80％、保存時：10～80％（非結露時）

動作時：5～35℃、保存時：-20～60℃（非結露時）

付属品

別売アクセサリー 本革カメラケース（オプション型番：RD1SC1）オープンプライス
専用リチウムイオンバッテリパック（オプション型番：EPALB1）オープンプライス

画像フォーマット

撮像素子 23.7mm×15.6mm APS-CサイズCCDセンサー（原色フィルター）
有効画素数 6.1メガピクセル

記録画像サイズ CCD-RAW（12bit）： 3008×2000pixel  JPEG：3008×2000pixel /2240×1488pixel 
ファイルサイズ  RAW：約10MB、JPEG（H）：約3MB、JPEG（N）：約1.5MB、RAW+JPEG（H）： 約13MB

記録フォーマット Exif2.21準拠、DCF2.0準拠、DPOF1.1準拠、PRINT Image Matching    対応
記録メディア SDメモリーカード（最大2GBまで対応）、SDHCメモリーカード（最大32GBまで対応）

光学系

ファインダー形式 実像距離計式等倍透視ファインダー
ファインダー倍率 1.0倍（完全等倍）
基線長 38.2mm（有効基線長：38.2mm）
距離計 上下像合致式および二重像合致式（連動範囲 0.7ｍ～∞）
視野枠 28/35/50mm対応ブライトフレーム切り替え式パララックス自動補正機能
ブライトフレーム視野率 85%（2m）

レンズマウント
EMマウント（M型互換マウント、コシナ社製アダプターにより、Lマウントレンズも接続可）

接続可能レンズ マウントからの深さ：20.5mm以下 ※1

レンズ撮像画角比 35mmフィルムレンズ表記焦点距離換算比：1.53倍

シャッター
シャッター 電気制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
シャッター速度 1/2000～1秒、バルブ
シンクロ接点 X接点 1/125秒以下同調（シンクロ撮影のみ）

露出測光
測光方式 TTL幕面ダイレクト実絞り中央部重点平均測光方式
測光範囲 EV1～19（ISO100換算時）

撮影機能

露出制御方式 絞り優先AE、マニュアル、（AEロックボタンによるAEロック機能）
露出補正値設定 ‐2.0～＋2.0EV（1/3EV設定ステップ）（AE時のみ）
ISO感度 200/400/800/1600

機種名 Epson Rangefinder Digital Camera R-D1x Grip Kit（R-D1xG）
形式 距離計連動レンズ交換式デジタルカメラ

撮影可能枚数 撮影条件1※2：約390枚（CIPA規格による）　撮影条件2※3：約1,100枚

表示
針式インジケーター 4針式表示（画像品質設定/ホワイトバランス設定/撮影残枚数/電池残量）

RAW/JPEG共に１倍～最大16倍の拡大表示、拡大箇所の水平・垂直移動表示機能

SDメモリーカードフォーマット SDメモリーカードのフォーマット機能
ファインダー内露出表示 シャッター速度別LED切換表示（AE時、マニュアル時）
レンズマウント

ホワイトバランス設定 撮像センサーによるTTL方式オートホワイトバランスオート、プリセット（晴天/日陰/曇天/白熱電球/蛍光灯）

モノクロフィルターワーク機能 標準、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド搭載
フィルム設定 標準、フィルム1、2、3（1=人物モード、2=風景モード、3=夜景モード、ユーザー定義プリセット）

液晶モニター 2.5型低温ポリシリコンTFTカラー液晶（23万画素）、明るさ調節8段階

ファイル削除 1コマ削除/全コマ削除
ファイル保護 1コマ保護/解除、全コマ保護/全コマ保護解除
DPOF設定 1コマ、全コマ（枚数設定0枚～99枚）
スライドショー再生 記録画像のスライドショー再生機能（再生間隔：約3秒）順/逆方向再生選択可能

RAW現像
アプリケーション
EPSON Photolier

対応OS一覧
Windows XP/Vista
Mac OS X（v10.4～/v10.5～）

専用リチウムイオンバッテリパック（EPALB1）、充電器、充電器用電源コード、特製ハンドグリップ、ネックストラップ、
取扱説明書、レンズ部カバー、EPSON Photolier（Windows®/Macintosh専用CCD-RAW現像アプリケーション）

※このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2009年2月27日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。※：会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。※：DCFは（社）
電子情報技術産業協会（JEITA）で標準化された「Design rule For Camera File system」の規格略称です。※：Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※：Windowsの正式名称は
Microsoft® Windows® Operating Systemです。※：MacintoshはApple Computer,Inc.の商標です。※：Adobe® Photoshop® はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。※：あなたがデジタルカメラで取り込んだ
画像データは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。※：本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載の内容については国内限定とさせていただきます。※：カタログ内に使用
している写真・画像はカメラの機能をご理解いただくためのイメージとして掲載しているものであり、一部の説明写真を除き、実際に撮影した画像とは異なります。※：オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意  ○ご使用の前に必ず使用上の注意を読み、正しくお使いください。○水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

※1：マウントから20.5ｍｍ以上の外形寸法があるレンズは装着できません。＜装着できないレンズ（ライカ社）＞・HOLOGON 15mm F8 ・SUPER ANGULON 21mm F4・SUPER ANGULON  21mm F3.4・ELMARIT 28mm F2.8
（最初期対象型）＜沈胴できないレンズ（ライカ社）＞・HEKTOR 50mm F2.5 ・ELMAR 50mm F3.5 ＜使用できないレンズ（ライカ社）＞・DR SUMMICRON 50mm F2（レンズ付属のファインダーが本機には適合しないため使用
できません。）その他全てのMマウント、Lマウントレンズの使用を保証するものではありません。ここに記載されているレンズの他にも、わずかな寸法の違いにより一部のレンズでは正常に装着できない場合や動作しない場合が
あります。※2：電源ON後、30秒経過したら1枚撮影し、その後30秒ごとに1枚撮影する。10枚撮影したら電源をOFFする。電源OFF後、電池を抜いて10分放置し、再度電池を挿入して電源をONし、上記サイクルを繰り返す。
このときアクセサリーシューに装着したフラッシュは2回に1回フル発光、シャッター速度1/125、ISO200、JPEG（H）、WBオート固定。※3：電源ON後、1分間に6枚を一定間隔で撮影し、電源をOFFする。電源OFF後、1分間待って
電源ONし、上記サイクルを繰り返す。このときフラッシュなし、シャッター速度1/250、ISO200、JPEG（N）、WB晴天固定。＊R-D1xGはオープンプライス商品です。オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 

■本革カメラケース（型番：RD1SC1）オープンプライス

高級感溢れる本革カメラケース（オプション）

〒１６０‐８３２４ 東京都新宿区西新宿６‐２４‐１西新宿三井ビル２４階 〒３９２‐８５０２  長野県諏訪市大和３‐３‐５

インターネット

FAQ

                           　http://www.epson.jp
各種製品情報、ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ（よくあるご質問＆その回答集）としてホーム
ページに掲載しています。ぜひご活用ください。 http：//www.epson.jp/faq/

●エプソン購入ガイドインフォメーション  製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。
　　　　　050-3155-8100（042-585-8444）【受付時間】月～金曜日9：00～17：30（祝日、弊社指定休日を除く）
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。上記電話番号がご利用いただけない場合は、
携帯電話またはNTT東日本・NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、かっこ内の番号におかけくださいますよう
お願いいたします。
●ショールーム（エプソンスクエア）東京地区:新宿  月～金曜日（祝日、弊社指定休日を除く）
●ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ（http://www.epson.jp/shop/ 0120-545-101）でお買い求めください。
■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

エプソンのホームページ

カタログコード ： CLRD1XG  A （2009.02.27）

○お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

＊ケースに収納する場合はグリップを取り外す必要があります。

大切なカメラを衝撃から守る
オプションのカメラケースは
取り付けたままでもSDメモ
リーカードの出し入れが可能！

写 真 へ の 情 熱は 、ここに 結 晶する。

＊保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は製造終了後7年です。部品保有期限を過ぎた場合、修理サポートを終了させて
いただきます。あらかじめご了承ください。＊本製品の無償修理期間は、お買い上げ後1年間かつ持ち込み修理です。＊故障の状況によっては弊社の判断により、
製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用
いただけなくなることや、使用可能なOSが変更される場合があります。●レンズ、SDメモリーカードは別途購入が必要です。


