
プロフェッショナルカムコーダー ! サポート・お問い合わせ
※法人用サイトにリンクします

仕様表

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 " プロフェッショナルカムコーダー " FX6 " 主な仕様

主な仕様

カメラ部

レンズマウント Eマウント

撮像素子 35mmフルサイズ相当単板CMOSイメージセンサー

画素数 総画素数：約1290万画素、有効画素数：約1026万画素

NDフィルター 電子式可変NDフィルター（1/4ND～1/128ND）

スロー&クイック
モーション撮影（S
&Q）

XAVC-I、4096x2160、1～60 フレームレート (59.94/50/29.97/25/24/23.98)
XAVC-I/L 、3840 x 2160、1 ～ 60, 100, 120 フレームレート (59.94/50/29.97/
25/23.98)、
1920 x 1080、1 ～ 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 フレームレート (59.94/5
0/29.97/25/23.98)

ホワイトバランス プリセット 、メモリA、メモリB (2000K-15000K)/ATW

ゲイン -3 ～ 30dB (1dBごと)、AGC切り替え可能

レンズ：SEL24105G（ILME-FX6VKのみ）

焦点距離 24-105mm

絞り F4

フォーカス オート / マニュアル切り替え可能

手ブレ補正 レンズ内手ブレ補正方式

フィルター径 77mm

外形寸法 最大径×長さ：83.4mm×113.3mm

質量 約663g

入出力端子

SDI出力 BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI

HDMI出力 HDMI端子(タイプ A)×1

TC 入力/TC 出力 BNC端子×１, 入力/出力 切替式

音声入力 XLRタイプ3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48 V切り替え式

ヘッドホン出力 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1

内蔵マイク ボディ：無指向性モノラルエレクトレットコンデンサーマイク
ハンドル：無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイク

スピーカー出力 モノラル

USB端子 USBタイプC×1、マルチ/マイクロB×1

リモート ステレオミニミニジャック(Φ2.5mm)×1

DC入力 DCジャック×1

その他

ビューファインダ
ー

非搭載

液晶パネル 3.5型カラー液晶、約276万画素相当

質量 約0.89kg（本体のみ）
約2.59kg（レンズ[SEL24105G（レンズ付属モデルのみ）]、レンズフード（レンズ
付属モデルのみ）、バッテリーパック BP-U35（別売）、液晶パネル、ハンドル、グ
リップを含む）

外形寸法（幅×高
さ×奥行）

周辺部除くボディのみ：約114x116x153mm

電源電圧 DC 19.5V

消費電力 約18.0W（XAVC-I QFHD 59.94p収録時、液晶パネルON、映像出力使用せず）

動作温度 0 ～ 40°C

保存温度 -20°C ～ +60°C

付属品

付属品 レンズ[SEL24105G（レンズ付属モデルのみ）](1)、ACアダプター(1)、電源コード(
1)、ハンドル(1)、液晶パネル(1)、液晶フード(1)、グリップ(1)、USB-Cケーブル(1)
、コールドシューキット(1)、レンズマウントキャップ(1)、ハンドルコネクタキャッ
プ(1)、保証書(1)

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。

# !  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　※法人用サイトにリンクします

! 本体アップデー
ト情報

! よくあるお問い
合わせ(Q&A)

! 取扱い説明書 ! アプリケーショ
ン

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

! FX6 カタログ
（2,590KB）

! プロフェッショナルカムコーダー サイトマップ

プロフェッショナルカムコーダー

+ Cinema Line カメラ

! FX6

主な商品 商品一覧

テレビ ブラビア

ブルーレイディスクレコ
ーダー

ブルーレイディスクプレ
ーヤー／DVDプレーヤー

サウンドバー／ホームシ
アターシステム

ビデオプロジェクター

ポータブルオーディオプ
レーヤー
ウォークマン

ヘッドホン

デジタル一眼カメラ α
（アルファ）

デジタルスチルカメラ サ
イバーショット

ラジオ/CDラジオ・ラジ
カセ

コンポーネントオーディ
オ

システムステレオ

アクティブスピーカー

スマートスピーカー（AI
スピーカー）

ICレコーダー／集音器

デジタルビデオカメラ ハ
ンディカム

アクションカム

aibo 

スマートフォンアクセサ
リー

記録メディア

AVアクセサリー(リモコン
など)

スマートウォッチ

Xperia Smart Products

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

プレスリリース  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

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 Corporation, Sony Marketing Inc.

トップ カメラ本体 Eマウントレンズ ソニーストア
お買い物情報

商品情報・スト
ア

総合サポー
ト・お問い合

わせ

My Sony

検索

Cinema Line カメラ
FX6
! 商品トップ ! 特長 ! 主な仕様 !

対応商品・
アクセサリー !

サンプルムービ
ー !

スペシャルギャ
ラリー
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