
デジタル一眼カメラ α（アルファ）

法人のお客様はこちら サポート・お問い合わせ

仕様表

ピックアップ

ソニーストア
ソニーの直営店「ソニーストア」では、オリジナル商品、長期保証など豊富なサービスや特典をご提供しています。

商品情報・ストア デジタル一眼カメラ α SEL100F28GM 主な仕様

主な仕様

●：対応  -：該当なし

レンズ仕様

名称 FE 100mm F2.8 STF GM OSS

型名 SEL100F28GM

レンズマウント ソニー Eマウント

対応撮像画面サイ
ズ

●35mmフルサイズ

焦点距離(mm) 100

焦点距離イメージ(
mm) 

150

レンズ構成　（群-
枚）

10-13 *APDエレメント含まず

画角　（APS-C) 16°

画角　（３５ｍｍ
判）

24°

開放絞り　（F値) F2.8(T5.6)

最小絞り　（F値) F20(T22)

絞り羽根 (枚） 11

円形絞り ○

最短撮影距離 (m) 0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)
0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)

最大撮影倍率　（
倍）

0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)
0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)

フィルター径　(m
m)

72

手ブレ補正 レンズ内手ブレ補正方式

テレコンバーター
　(1.4x)

非対応

テレコンバーター
　(2.0x)

非対応

フードタイプ 丸形バヨネット式

外形寸法　最大径
ｘ長さ　(mm)

85.2 x 118.1

質量　約　(g) 700

付属品

フード　(型名） ALC-SH147

レンズフロントキ
ャップ

◯ALC-F72S

レンズリヤキャッ
プ

◯ALC-R1EM

ケース ソフトキャリングケース

*1 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)

定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声な
どの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。

ソニーストアで購入すると

ソニーストアはメーカー保証内容＜3年＞付き

189,750 円(税込)

当日出荷  長期保証サービス
長期保証 会員限定特典

24回払いまで分割払手数料0％  残価設定クレジット
提携カード決済で3％OFF

My Sony ID登録特典優待クーポン

Aマウントレンズ/ア
クセサリーシステムチャ
ート

Eマウントレンズライ
ンアップ
充実したレンズでこだわ
りの表現を

Aマウントレンズライ
ンアップ
充実したレンズでこだわ
りの表現を

ソニーのEマウントレ
ンズ
レンズを交換して、今ま
で撮れなかった写真を撮
影しよう

ソニーストアお買い物情報

 キャンペーン・オリ
ジナル商品一覧

現在実施中のさまざまなキャンペ
ーンや、販売中のオリジナル商品
をご紹介します。

 サービス一覧
長期保証、差額保証や商品の設置
サービス、また、購入金額に応じ
た各種ご優待など、豊富なサービ
スと特典をご紹介します。

 店舗のご案内
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡
天神 の全国5拠点でお待ちしてい
ます。

ソニーストアの商品を検索 商品名や型名を入力  検索

ソニーショップ（ソ
ニーストア 取次

店）

アカウントサービス オーナーレビューの
ご案内

ソニーストア ご利
用ガイド

サポート・お問い合わせ

! 本体アップデー
ト情報

! よくあるお問い
合わせ(Q&A)

! 取扱い説明（ヘ
ルプガイド）

! 機種別サポート ! レンズ・アクセ
サリー互換情報

体験・相談ができる地域店 ショールームで体験・相談 知る・楽しむ ソニーから最新情報を受け
取る

カタログPDFダウンロード

デジタル一眼カメラ
α1/α9シリーズ/α7シ
リーズ/α6600/プロフェ
ッショナルカムコーダー
カタログ（25,445KB）

デジタル一眼カメラ
α6400/α6100/
α6000/α7C/α7IIIカタ
ログ（9,696KB）

デジタル一眼カメラ
α6600カタログ
（2,244KB）

デジタル一眼カメラ
α7IIIカタログ
（3,276KB）

デジタル一眼カメラ
α7R IVカタログ
（3,694KB）

デジタル一眼カメラ
α7RIIIカタログ
（14,815KB）

デジタル一眼カメラ
α7シリーズカタログ
（2,396KB）

デジタル一眼カメラ
α9シリーズカタログ
（4,878KB）

α Eマウントレンズ／
アクセサリー総合カタロ
グ（28,975KB）

α Eマウント本体／レ
ンズラインアップカタロ
グ（4,259KB）

α1 新商品ニュース
（2,628KB）

α7C 新商品ニュース
（2020年9月30日更新）
（3,665KB）

α7RIII/α7IIIソフトウ
ェアアップデート告知チ
ラシ（647KB）

α7S III 新商品ニュー
ス（4,063KB）

α9 ソフトウェアアッ
プグレード告知チラシ
（676KB）

α Aマウント本体/レ
ンズ総合カタログ
（3,185KB）

SEL14F18GM 新商品
ニュース（8,060KB）

SEL24F28G/SEL40F25G/SEL50F25G
新商品ニュース（3,383KB）

SEL35F14GM 新商品
ニュース（913KB）

SEL50F12GM 新商品
ニュース（7,774KB）

デジタル一眼カメラα（アルファ） サイトマップ

カメラ本体

デジタル一眼カメラ“α”[Eマウント]

α1 α9 II α9 α7R IV（ILCE-7RM4A）

α7R IV（ILCE-7RM4） α7S III α7R III（ILCE-7RM3A） α7R III（ILCE-7RM3）

α7 III α7C α7S II α7R II

α7 II α7S α7 α6600

α6400 α6100 α6000

デジタル一眼カメラ“α”[Aマウント]

α99 II α77 II

Eマウントレンズ

ズームレンズ（Eマウント用）

SEL1224GM SEL1224G SEL1635GM SEL1635Z

SEL2470GM SEL2470Z SEL24105G SEL24240

SEL2860 SEL2870 SELP28135G SEL70200GM

SEL70200G SEL70300G SEL100400GM SEL200600G

SEL1018 SELP1650 SEL1655G SEL1670Z

SELP18105G SELP18110G SEL18135 SEL18200

SEL18200LE SELP18200 SEL55210 SEL70350G

単焦点レンズ（Eマウント用）

SEL14F18GM SEL20F18G SEL24F14GM SEL24F28G

SEL28F20 SEL35F14GM SEL35F14Z SEL35F18F

SEL35F28Z SEL40F25G SEL50F12GM SEL50F14Z

SEL50F18F SEL50F25G SEL55F18Z SEL85F14GM

SEL85F18 SEL100F28GM SEL135F18GM SEL400F28GM

SEL600F40GM SEL16F28 SEL20F28 SEL24F18Z

SEL35F18 SEL50F18

マクロレンズ（Eマウント用）

SEL50M28 SEL90M28G SEL30M35

コンバーターレンズ（Eマウント用）

SEL14TC SEL20TC SEL057FEC SEL075UWC

VCL-ECF2 VCL-ECU2

Aマウントレンズ

ズームレンズ（Aマウント用）

SAL1635Z2 SAL2470Z2 SAL2875 SAL70200G2

SAL70300G2 SAL70400G2 SAL1118 SAL1650

SAL1680Z SAL18552 SAL18135 SAL18250

SAL55200-2 SAL55300

単焦点レンズ（Aマウント用）

SAL16F28 SAL20F28 SAL24F20Z SAL35F14G

SAL50F14 SAL50F14Z SAL85F14Z SAL85F28

SAL135F18Z SAL135F28 SAL300F28G2 SAL500F40G

SAL35F18 SAL50F18

マクロレンズ（Aマウント用）

SAL50M28 SAL100M28 SAL30M28

テレコンバーター（Aマウント用）

SAL14TC SAL20TC

 商品カテゴリー一覧

ソニーストアでのお買い物にあたって
セキュリティ・ブラウザ環境  特定商取引法に基づく表記  ご利用ガイド  規約

ニュースリリース  ご利用条件  環境情報  プライバシーポリシー

My Sony IDでサインインするともっと便利に 新規登録
マイページ／アカウントサービス

サインインお気に入り カート 0

デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ

SEL100F28GM
商品トップ 特長 主な仕様 対応商品・

アクセサリー 撮影サンプル ユーザー作品

他の商品と比較する

*1

*
1

他の商品と比較する

ご購入はこちら

! αオーナー様向け
あんしん・快適なサ
ービス「αあんしん
プログラム」

! 「残価クレジット
」で月々の支払いを
抑えて、新しいカメ
ラを買う

! 「下取サービス」
を使っておトクに買
い替え！

! ソニーストアでカ
メラを購入するメリ
ット

! 専門スタッフによ
る「清掃・点検サー
ビス」

ソニーショップ! ソニーショールーム! My Sony!

製品の登録!

My Sony メールマガジン!

Facebookページ!"

Twitterアカウント!#

My Sonyアプリ!

Copyright Sony Marketing Inc.

トッ
プ

カメラ本
体

Eマウントレ
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アクセサリ
ー

比較
表

ソニース
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情報

αプラザ
創作活動を支援す
る場

サイト内検索

気になる商品をお気に入り登録
登録した商品をリストで管理できるほか、ソニーストアで入荷時期が未定の一
部商品の再入荷、販売価格変更のお知らせをメールで受け取ることができま
す。
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