製品カタログ

写真： Ken Hermann
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ハッセルブラッド中判
写真の真実
速くもない、軽くもない、ま
してや安くもない。 最近で
は中判でさえない。
ではなぜハッセルブラッド
は世界でベストなカメラな
のか。

実のところ、ハッセルブラッドは
他の35mmカメラよりやや重い。 そし
て他の35mmカメラに比べ少し遅い。
価格も、御存知の通りかなり高い。 さ
らに他の35mmカメラはハッセルブラッ
ドにない機能を備えているのも事実。
例えば超高感度ISO撮影や録画などで
す。 では、なぜハッセルブラッドが世界
で最も高度なカメラシステムだと言われ
るのでしょうか。 そしてなぜ毎年、世
界のトップカメラマンがハッセルブラッ
ドのシステムに投資する決心しているの
でしょうか。

おそらくそれは、ハッセルブラッドのカ
メラとその画像には「何か」があるから
でしょう。 世界の著名カメラマンが、重
くても持ち歩く理由、ISOやシャッター
速度がそれほど高くなくてもよしとする
わけ、そして高くても購入する理由。

ハッセルブラッドの何がそ
れほど特別なのでしょうか。
ハッセルブラッドVシステム発売後およ
そ50年以上にわたり、その際立った黒
と白のハッセルブラッドのカメラが、
「プロの写真とは何か」を決めてきまし
た。 撮るのがロックスターでも、鉱夫
でも、はたまた風景や月でも、ハッセル
ブラッドのカメラとそれで撮る写真は、
次々に、撮影技術、卓越性、素晴らしい
写真、の新基準となってきました。 そし
て今ハッセルブラッドHシステムは、新し
い設計のH5Dをフラッグシップとし、そ
の伝統を引き継いでいきます。
撮影ツールは変わっても、変わらな
いことが一つあります。それは、ハッセ
ルブラッドのほとんど狂信的とも言える
画質へのこだわりです。さらにその画質
を可能にするための、強力な新技術導
入、ツール開発。
今日ハッセルブラッドHシステムは12
の中央レンズシャッター、高性能レン
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ズ、40～200メガピクセルのイメージ
キャプチャを提供。 ユニークなTrue
Focusによるオートフォーカスシステム
により、他のカメラでは太刀打ち出来な
いレベルの画像の鮮明さが可能です。
またワンクリックで簡単にピントが確認
できるので、いつも見た通りに撮れるの
です。 ハイエンドプロカメラマンの課
題に応えるよう設計させれた、一連のプ
ロ用付属品もお試しください。撮影とい
う鎖のどのチェーンも、半世紀に渡り評
判を確立してきたハッセルブラッド。そ
の極めて高い基準を満たす付属品も安
心してお使いいただけます。

写真： Benjamin A Monn
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H5Dカメラ製品は世界最高の光
学およびセンサーを現代的で新鮮
な設計にし、
カメラマンとその写真
の両方を競争で確実に際立たせま
す。今日のハッセルブラッドカメラ
は、次のような他のプロ用カメラに
ない重要な機能を備えています。

H5D
カメラシステム
HシステムのフラッグシップであるハッセルブラッドH5Dは、
10年以上にわたる
写真の改革の最終段階の製品です。40、
50、
60メガピクセルおよびマルチショ
ット設定が可能なH5Dは、
ハッセルブラッドが特許を取得したTrue Focus技術
を特徴とし、
「まあ良いだろう」
と
「感動的」
なキャリアの差を簡単につけます。

	HTSチルトシフトアダプター、
マクロコ
ンバーター、
カール・ツァイスレンズ用
のCFアダプター、
デジタルキャプチャ
ーユニット、
ビューカメラ操作用のバッ
テリーアダプター、交換可能なフォー
カシングスクリーンによる完全なモジ
ュール方式のシステム さまざまな撮
影ニーズに柔軟で便利に対応

	Hシステムのレンズ製品ラインは、他に
ない光学、12の中央レンズシャッター
と一体型カメラ接続機能を装備

	ハッセルブラッドのユニークなMultiShotソリューションは非補間色と超
高解像度を提供

	ハッセルブラッドの画質： 明瞭さ、
ディ
テールおよび自然で独創的なカラー

	個人的な撮影スタイルや撮影状況に
あうように簡単にカメラをカスタマイ
ズできる新しいカメラ設定

	最適な構図が取れる驚くべきファイン
ダー
	ユニークで正確なフォーカシングを
可能にするのは：「True Focus II」
お
よび「Immediate Focus Confirm
(IFC)」
	ハッセルブラッドナチュラルカラーソリ
ューション (HNCS)による1/4解像度
のプリント可能なJPEGファイル。
	一連のユーザーボタンや、触れるだけ
でカメラ設定がすべてができるプロフ
ィールボタンなどの、
カスタマイズ機能

	ハッセルブラッドブランドの信望とサ
ポート
サイズは関係あります。今までもこれか
らも。
小さい方がいいものも、大きい方がいいも
のもあります。
極小の電子部品とほとんど微視的な部
品を使い、高度な技術を出来るだけ小さい
空間に収めるよう常に努力しています。し
かしできるだけ大きさを保ちたいと考えて
いる部品があります。
ハッセルブラッドは今日の最高級

35mm一眼レフカメラに使用されているセ
ンサーの二倍の大きさのセンサーを使用
しています。
そして光学システムは、
この大
きいセンサーにできる限り多くの情報を伝
えるために、最大の光路を確保する設計に
なっています。
そのためレンズは大きく、ファインダ
ーも大きくなっています。また、
レンズから
センサーへの光の流れに関連する全てが
大きくなっています。画像をカメラの大き
なセンサーに、可能な限りの高解像度で、
隅々まで完全に伝えるために。最高の構
図がとれるよう、最大で可能な限り明るい
画像をファインダーで表示するために。こ
のサイズにより他の35mmカメラより、被
写界深度を浅くできます。
これがハイエン
ド撮影の多くの分野で大きな特徴となり
ます。
大きめの光学系統、多い光量、大きめの
センサーは画像取得のマジックを作り出し
ます。そして画像取得のマジックこそが、
あ
なたの撮影キャリアにハッセルブラッドが「
プラス」
することなのです。

H5Dカメラ技術：
他に例を見ないカスタム化

H5Dカメラ技術：
TRUE FOCUSおよびAPL (Absolute Position Lock)

H5Dの設計は、
カメラマンがどう使うか
を考えて設計されています。
プロのカメラ
マンが使用するであろうコントロールや
機能全てを簡単でダイレクトに操作でき
るようにしています。
しかし時として特殊な状況では予期
せぬ撮影をすることがあります。そのた
めH5Dはできる限り調整可能、
カスタマ
イズ可能なように設計しました。例えば
ほとんどのボタンはユーザーが決めた機
能に割り当てでき、
カメラの全設定はカ
スタムファイルに保存できます。単にプ
ロフィールボタンに触れ、
既定設定から
気に入ったものを選び、
エクスポートす
るかH5Dカメラにアップロードします。
あなたの気分、
状況、
現在の仕事に応
じて、
H5Dカメラを希望通りに正確に操
作するよう設定できます。

ハッセルブラッドのトゥルーフォーカス機能により今日真剣なカメ
ラマンが直面している最もよくある問題の一つが解決されます。
画像フィールド全域に渡る正しく精度の高いフォーカシング。
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中央以外の場所で被写体にフォーカスする時は、
まず被写体上
でフォーカスをロックし、
それから画像の構図を再度決めなけれ
ばなりません。特に焦点距離が短い場合、
この構図を再度決め
る作業は焦点決めの誤りが起きやすくなります。
鮮明度の平面
がレンズの軸に垂直に、
カメラの動きに付いてくるためです。
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H5Dカメラ技術：
柔軟なモジュール

ほとんどの一眼レフカメラの従来の解決方
法は、
マルチポイントAFセンサーをカメラ
に付けることでした。
しかしこのようなマルチポイントAFセ
ンサーによる解決は、一眼レフカメラの構
造上面倒で融通が効きにくく、中心以外の
点に焦点が当たる場合でもかなり画像の
中心近くになりがちです。カメラマンはま
ず焦点を合わせ、次にカメラを動かして構
図を取り直さなければならず、
その結果焦
点が合わなくなることがあります。
この問題を解決するために、
ハッセルブラ
ッドは現代的なヨーレートセンサー技術

を使い、
カメラの動きを画期的な方法で測
定しています。その結果APL (Absolute
Position Lock)プロセッサーを採用。
これ
がハッセルブラッドのトゥルーフォーカス
機能の基盤となっています。
APLプロセッサーは再構図時のカメラ
移動を記録し、
この正確な測定値を使って
必要なフォーカス調整を計算します。
その
後レンズのフォーカスモーターに正確なコ
マンドを発して補正を行います。APLプロ
セッサーは高度ポジショニングアルゴリズ
ムを計算し、非常に高速で必要なフォーカ
ス修正を行うのでシャッターラグは起きま
せん。H5Dファームウェアが次に、全ての
Hシステムレンズにある正確なデータ検索
システムを使用してさらにフォーカスを完
璧にします。

カメラオプションの表示
H5Dカメラはすべて、
デジタルバックを
外してHシステムアダプターで画像を表
示するように使用できます。この設定に
より、
デジタルバックはローライ、
シュナ
イダー製などの電子シャッターと同時に
使用できます。
これはシャッターからのス
トロボ同調信号を使用してスタンドアロ
ーンにも、
コンピュータから電子シャッタ
ーを完全にコントロールするようにコン
ピュータと連結することができます。

上の図はトゥルーフォーカスを使用してない
場合の結果です。この画像は比較的鮮明に
見えますが、
トゥルーフォーカスを使用した下
の画像のシャープさは格別です。

明るいファインダーの選択
中判写真の最も重要で貴重な長所の1
つに、
ファインダーのイメージが非常に
大きく、明るいことが挙げられます。
これ
により、照明が暗い場所でも非常に正確
に構成し、簡単に操作することができま
す。交換可能なウェストの位置のファイ
ンダー、HVMも全H5Dシステムカメラ
の全製品で使用可能で、必要時は上か
ら覗くことができます。

チルトシフト撮影
H5Dカメラとともに使用すると、
HTS1.5ティルトシフトアダプターによ
り、24 mm、28 mm、35 mm、50
mm、80 mmおよび100 mmレンズな
ど様々なHシステムレンズは、高度なティ
ルトシフト対応ができるようになります。
可動部すべてに搭載されている一体型
デジタルセンサーにより、正確なチルト
シフト動作が常にフィードバックされ、
ハ
ッセルブラッドデジタルレンズ補正技術
により、特定のレンズが一定のフォーカ
ス距離で隅々まで画質を最適化します。
この精巧なデバイスは周知の光学原
則を最新のデジタル画像コントロールと
結びつけ、技術的な問題を解決します。
さらに面白いクリエイティブな画像を可
能にするため、
あなたの写真表現は全く
新しいレベルに達します。

Hシステムカメラ

H4D-40 フェラーリ
限定版

技術情報は32ページを参照

技術情報は32ページを参照

H5D-40
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スタジオおよび現場撮影用、
プロ用中判一眼レフカメラ
は、40メガピクセルセンサー(5478 x 7304 ピクセル) を
備え、
そのサイズは32.9 x 43.8mmです。露出時間は最
大256秒の多彩な撮影用。ISO 100～1600 RAWファイ
ル画像サイズは50 MB、色深度は16ビット オプションで
印刷可能JPEG 1/4解像度ファイル カラー表示、3イン
チ double-res TFT、460,320ピクセルソリューション付
き24ビットカラー
品番 3013658

H5D-60

照明コントロールスタジオ撮影用、
プロ用中判一眼レフカメ
ラは、
最高のデジタル撮影をサポートする、
60メガピクセル
センサー(6708 x 8956 ピクセル) を備え、
そのサイズは
40.2 x 53.7mmです。フラッシュやタングステン照明を使
っても際立ったカラーレンダリングが可能です。最大露出
時間は32秒 ISO 50～800 RAWファイル画像サイズは
80 MB、
色深度は16ビット オプションで印刷可能
JPEG 1/4解像度ファイル カラー表示、
3インチ doubleres TFT、
460,320ピクセルソリューション付き24ビットカ
ラー
品番 3013662

H5D-50

スタジオおよび現場撮影用、
プロ用中判一眼レフカメラ
は、50メガピクセルセンサー(6132 x 8176 ピクセル) を
備え、
そのサイズは36.7 x 49.1 mmです。露出時間は最
大128秒の多彩な撮影用。ISO 50～800 RAWファイル
画像サイズは65 MB、色深度は16ビット オプションで印
刷可能JPEG 1/4解像度ファイル カラー表示、3インチ
TFT、
460,320ピクセルソリューション付き24ビットカラー
品番 3013660

この特殊カメラは世界で最も象徴的な2
ブランドのコラボレーションにより生ま
れました。両社の設計への思い入れと優
れた技術への情熱が反映された製品で
す。
最高の品質と性能を実現するように
設計されています。
ちょうどフェラーリ
H4D-40限定版が、豪華な内張り、二重
のストレージ層、
そして際立ったフェラ
ーリレーシングシールドを備えた高級手
作りガラスのケースで現れるように。
スタジオおよび現場撮影用、
プロ用
中判一眼レフカメラは、40メガピクセル
センサー(5478 x 7304 ピクセル) を
備え、
そのサイズは32.9 x 43.8mmで
す。露出時間は最大256秒の多彩な撮
影用。ISO 100～1600 RAWファイル
画像サイズは50 MB、色深度は16ビッ

写真： Tim Flach

ト カラー表示、3インチ double-res
TFT、460,320ピクセルソリューション
付き24ビットカラー
品番 70480512
HC 80 mm レンズ付き
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ハッセルブラッドマルチショット製品 技術
と利点

マルチショットカメラ
技術情報は32ページを参照

H5D-50MS
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H5D-200MS

スタジオ撮影用、
プロ用中判一眼レフカメラは、
50メガピク
セルセンサー(6132 x 8176 ピクセル) を備え、
そのサイズ
は36.7 x 49.1 mmです。
標準のシングルショット撮影に加え、
マルチショット撮影モ
ードにより、
今日の業界で最も正確なカラーレンダリングと
解像度の静止画撮影をサポートします。露出時間は最大
128秒の多彩な撮影用。ISO 50～800 RAWファイル画像
サイズは65 MB、
色深度は16ビット オプションで印刷可能
JPEG 1/4解像度ファイル カラー表示、
3インチ
TFT、
460,320ピクセルソリューション付き24ビットカラー

50メガピクセルセンサーに基づき(6132 x 8176ピクセ
ル、36.7 x 49.1 mmサイズ)、H5D-200MSは1、4、6シ
ョットに対応します。6ショットは8ビットのTIFFファイルを
600MBで仕上げ、
中判カメラとして今日の業界で最も正
確なカラーレンダリングと解像度を実現します。露出時間
は最大128秒の多彩な撮影用。ISO 50～800 RAWファ
イル画像サイズは65 MB、色深度は16ビット オプション
で印刷可能JPEG 1/4解像度ファイル カラー表示、3イ
ンチTFT、460,320ピクセルソリューション付き24ビット
カラー

品番 3013664

品番 3013666

写真： Ripley & Ripley

ハッセルブラッドマルチショットカメラ
– 究極のスタジオ撮影向けカメラ
ハッセルブラッド'のユニークなマルチシ
ョット技術は50および200メガピクセ
ルで対応し、究極の静止画撮影を実現
します。
芸術品の保存や複製の時のように極
めて高い品質が求められるとき、
または
ハイエンド製品、建築物、静物撮影の最
高の高解像度が必要なとき、
その他ディ
ーテールや解像度が重要なあらゆる撮
影に、
ハッセルブラッドのマルチショット
カメラはショッキングなほどのディテー
ルを表現し、
クリエーティブで商用の新
たな扉を開きます。
H5D-50MSもH5D-200MSもとも
に50メガピクセルフォーマットのライブ
ショットが可能で、基本的には2つのカ
メラが1つのパッケージなっています。
H5D-200MSでは、独自のマルチショッ
ト撮影技術を更に広げ、静物、
スタジオ
撮影で200メガピクセル解像度を可能
にしました。H5D-50MS/200MSデジ
タルバックはHシステムアダプターを使
用してビューカメラにつけることができ
ます。
MSデジタルバックはローライ、
シュ
ナイダー製などの電子シャッターと同時
に使用できます。
これはシャッターから
のストロボ同調信号を使用してスタンド

写真： Milo profi fotografie

マルチショット
(4ショットモード)
ディテール

アローンにもPhocusと一緒に使って
も、
コンピュータから電子シャッタを完
全にコントロールするようにコンピュー
タと連結することができます。
ハッセルブラッドのマルチショットカ
メラは、特許取得済みの対称形をしたマ
ルチショットフレームに50メガピクセル
のセンサーが取り付けられており、
フレ
ームの圧電アクチュエーターが最大精
度でセンサーの位置合わせをします。カ
メラはセンサーを一度に1 ½ ピクセル
移動し、4～6ショット撮影して、50
～200メガピクセルの撮影をします。
このプロセスにより、
シングルショッ
トのインターポレーションが時々招く、

モアレ、
カラーレンダリングの問題がな
くなります。赤、緑、青の情報を書くピク
セルポイントで個別にキャプチャーし、
それを一つの素晴らしいファイルにまと
めるためです。H5D-50MSおよび
H5D-200MSは静物のスタジオ撮影に
は究極の選択です。一度目にしたいレベ
ルの明瞭度、解像度、色忠実度を再現す
る、
モアレのない画像を実現します。
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H システムレンズ
今日のHシステムレンズは、100万個を超すレンズを作り続けてきた60年以上
の歴史の中で培われた経験による最高の結晶です。この経験と、流れた歳月の
間に飛躍的に進化したデザインと生産技術により、
ビクター・ハッセルブラッド
が初めてカメラを作った当初には想像も出来なかったようなレンズが誕生しま
した。要するに、今日のハッセルブラッドHシステムレンズは、現在存在するあら
ゆるレンズの中でも群を抜いて優れています。愛されてきたVシステムツァイス
レンズよりもさらに。
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デジタル用の画像はデジタル用にデザイン
されなければなりません。レンズが究極の
高解像度のディテールに対応していなけれ
ば、究極の高解像度センサーがあっても結
果を得ることはできません。
ハッセルブラッドのレンズは対応していま
す。
デジタル補正、処理、究極の高解像度を
考慮して設計されています。ハッセルブラッ
ドのレンズは厳しい画像処理のチェーン
（レンズ、
ボディー、
ソフト、印刷）
の入り
口で、
すべてのエレメントが互いにシーム
レスに機能し通信するように設計されて
います。
今日のハッセルブラッドのレンズは手に
入る最高のグレードのガラスを使用し、
ベ
ストなディテールの最適なレンダリングを
行うように設計され、
どの画像でも隅から
隅まで完璧な明瞭度が再現されます。ハ
ッセルブラッドのレンズはすべて中央レン
ズシャッターで、
中判カメラでは最速の自
動フォーカス機能を備え、極めて迅速で正
確なレンズ内モーターのまわりに組み込ま
れています。
ユニークなマニュアルオーバーライド設計
により、
どのレンズでもオートフォーカスと
マニュアルフォーカスの間でシームレスに
撮影でき便利です。
中央レンズシャッター
最速のシャッタースピード、静かな操作、
安定した露出でフラッシュ撮影ができるよ
う、
レンズはすべて中央レンズシャッター
が備わっています。撮影を通しての高速
フォローは中央レンズシャッターシステ
ムでさらに現実的になりました。
フォー
カルプレーンシャッターの圧縮や伸長も
不要です。
中央レンズシャッターは50年以上にわ
たりハッセルブラッドの特徴でした。
これ
は未だにハッセルブラッドの柔軟性と創
造性の大きな柱になっています。

写真： Tom D Jomes
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ティルトシフト、
トゥルーフォーカス、
デジタ
ルレンズ補正など
ハッセルブラッドのレンズはデジタル時代
の流れとともに進化し、
デジタルレンズ補
正やトゥルーフォーカスなどの新技術を取
り入れて来ました。
レンズはすべてどのようによく設計されて
いようともわずかな欠点があります。しか
しどのように小さくともそのような欠点を
受け入れるのはハッセルブラッドの哲学に
はありません。それがハッセルブラッドが
デジタルレンズ補正を開発した理由です。
各レンズの設計の正確な知識に基づき、
ハ
ッセルブラッドのデジタルレンズ補正はわ

ずかな色収差、歪み、光の減衰をも自動的
に修正します。さらにこの特徴により6Hシ
ステムレンズは、24mm～100 mmまで、
革新的なHTS1.5チルトシフトアダプター
により、
チルトシフト撮影が可能です。
中判レンズはまた同じ絞りでも、
35mm一眼レフカメラよりも被写界深度
が浅くなります。したがって中判カメラは、
絞り開放で近距離撮影をする場合非常に
正確なフォーカス制御が必要になります。
トゥルーフォーカス機能はこれを、完全に
自動で行います。

航空写真のソリュー
ション
様々な特殊産業ソリューション、
特に航
空写真は、
H4D航空カメラおよびHシス
テムのレンズで実現した際立った光学成
果に基づきHシステムを中心に開発され
てきました。このソリューションの詳細
は以下にお問い合わせください。
special.applications@hasselblad.
com.
写真： Hans Strand

Hシステムレンズ

HCD 4.8/24

HCD 4/28

HC 3.5/35

HC 3.5/50-II

HC 2.8/80

HC 2.2/100

HC MACRO 4/120II

HC 3.2/150N
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対角線画角104度の超広角
レンズで、画像フィールド全
体にわたり際立った性能を
発揮します。
品番 3023024

近距離でも隅々まで鮮明さ
を保証する、対角線画角95
度でリアフォーカス方式の高
度な光学設計。35 mm. 35
mm レンズ換算: 22 mm.
品番 3023028

対角線画角89度のレトロフ
ォーカスタイプレンズ。隅々
まで徹底した鮮明さ、低分散
ガラス、均等な光量という特
徴のもと、
リアフォーカス方
式の高度な光学設計により
近距離でも高性能を保証し
ます。
品番 3023035

多用途に使える広角レンズ。
リアフォーカス方式の高度な
光学設計を取り入れた、
若干
の広角効果をもち、
あらゆる
シチュエーションに使える万
能レンズです。どんな絞りの
設定でも隅まで均一に光を
届け、
迷光やディストーション
を制御します。
品番 3023052

HC80mmはHシステム用の
標準レンズです。
高性能なデザインにより、優
れた色の補正や均一な画像
面と少ない歪みを実現。開
放値が大きいため、
ビューフ
ァインダー画像が明るく、光
の少ない環境下でも撮影し
やすくなります。一般的など
んな撮影にも適したレンズで
す。

HC100mmは光の少ない環
境や、動きのある被写体を撮
影するときなど速いシャッタ
ー速度が必要な場合に適し
た高感度レンズ。
標準レンズよりわずかに長く
被写界深度が浅いため、
ポー
トレート撮影に使用しても効
果的な写真が撮れます。

Macro 120 mmは接写写
真だけでなく、少し長めのレ
ンズが必要な場合の一般撮
影にも対応できる非常に万
能で高性能なレンズ。
品番 3023122

頭から肩までの人物写真を
撮るのに理想的なポートレー
トレンズ。
風景撮影にも最適です。
品番 3023150

品番 3023100

品番 3023080
35mm判デジタル一眼レフカメラ換算の焦点距離
レンズ

ハッセルブラッドのすべてのレンズに内蔵
された一体型中央レンズシャッターによ
り、カメラの振動を抑え、さらに安定したプ
ラットフォームと向上したデジタル画像品
質を提供、そして1/800秒までの全シャッ
ター速度でストロボ同調がおこなえ、これ
まで不可能だったクリエイティブな撮影へ
の道が開きます。

表内は、
フォーマットごとに異なる35mm
判デジタル一眼レフカメラ換算の焦点距離
目安です。 水平画角での比較になります。
例えばHC 50mmレンズをH5D-50で使用
する場合、35mm判デジタル一眼レフカメ
ラで35mmレンズを使った場合とほぼ同じ
画角になります。

H5D-60

H5D-50/50MS

HCD 4.8/24

16

18

20

HCD 4/28

19

21

24

HC 3.5/35

24

26

29

HC 3.5/50-II

34

37

42

HC 2.8/80

55

60

68

HC 2.2/100

67

73

82

HC 4/120-II

80

87

98

HC 3.2/150N

101

110

123

HC 4/210

142

155

174

HC 4.5/300

H5D-40

196

214

240

HCD 4-5.6/35-90

24-58

27-64

30-72

HC 3.5-4.5/50-110

35-73

38-79

42-89

Hシステムレンズ

HC 4/210

HC 4.5/300

HC 3.5-4.5/50-110

HCD 4-5.6/35-90

アダプター

ビューファインダー

16

17

卓越した性能をもつユニバ
ーサル望遠レンズ。長めの焦
点距離は望遠撮影に最適
で、被写界深度を浅くするこ
とによってメインの被写体を
一層際立たせます。
品番 3023210

HC300mmは、HCレンズ群
の中では現在最長のレンズ
です。高速オートフォーカス
により、
スポーツや野生生物
の撮影に適しています。
品番 3023300

広角から中望遠まで幅広く
対応するHC 50-110 mm
ズームレンズ。フィルムある
いはデジタルでの撮影に関わ
らず、
どの焦点距離でも最高
の画質を誇り、対応する単焦
点レンズに匹敵します。
品番 3023511

究極の性能を追い求める不
断の努力による結果、
新しいHCD 4.0-5.6/3590ズームレンズは、高度光学
設計モデルとHシステムのユ
ニークなデジタルレンズ補正
機能が一体となり、新たに非
球面レンズエレメント設計が
加わって、今日の業界で最高
性能のズームレンズであると
信じています。
品番 3023590

コンバーター H1.7X

コンバーターは、
レンズと本
体の間に取り付けて、焦点距
離を 1.7 倍に拡大します。
これにより、
レンズの種類を
簡単に拡張することができま
す。
品番 3023717

マクロコンバーター

マクロコンバーターはレンズ
とカメラの間に取り付けます。
広角レンズとの併用でより近
距離での撮影が可能になりま
す。機能は6.5mmエクテンシ
ョンチューブと似ていますが、
コンバーターの光学システム
により性能は遥かに優れてい
ます。
品番 3023720

CFアダプター
カール・ツァイスレンズ用
VシステムのCタイプ
（レンズ
シャッター）
レンズをHシステ
ムカメラで使用するためのア
ダプター
品番 3043500

HTS 1.5
チルトシフトアダプター
チルトシフトアダプター
HTS1.5は、
ピント調節やク
リエイティブな撮影のための
ツールで、
まったく新しいレ
ベルでの画像表現が可能に
なります。チルトシフトアダプ
ターは、以下のレンズやエク
テンションチューブに対応。
すべての動作がメタデータと
してデジタル記録され、
ハッ
セルブラッドのDACレンズ補
正機能を利用できます。
品番 3043400

HTS 1.5（リアー）

ビューファインダーHVD
90x
36×48mmのセンサーサイ
ズ以下のカメラ用ファインダー
品番 3053330

ビューファインダーHVM
Hシステムカメラ用ウエスト
レベルファインダー
品番 3053328

ビューファインダーHV 90x
フィルム撮影用ファインダー
品番 3053326
ビューファインダーHV 90x-II
H5D-60用ファインダー
品番 3053334

補正レンズホルダー
ビューファインダーHVM用
補正レンズホルダー
品番 3053348

Hシステムアクセサリ

GIL GPS
画像にGPS座標を
記録します。
品番 3053300
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トライポッドクイック
カップリング
カメラと三脚の着脱
をすばやく容易にし
ます。
品番 3043326

クイックカップリングプレ
ートS
旧型のハッセルブラッド製
もしくは他社製のカメラや
アクセサリーをトライポッ
ドクイックカップリングHに
装備するために使います。
品番 3045152

エクステンションチ
ューブ H26
クローズアップ撮影
用の26 mmエクス
テンションチューブ
品番 3053526

エクステンションチ
ューブ H13
クローズアップ撮影
用の13mmエクステ
ンションチューブ
品番 3053513

バッテリーアダプター
デジタルキャプチャーユニッ
トを単独で使用する場合に用
います。
（Sony™ NP-Fシリ
ーズバッテリー用）
品番 3053310

プロシェード 6095 V/H
HシステムとVシステムの全レ
ンズに適するプロフェッショ
ナル向けベローズタイプのレ
ンズシェード
品番 3040740

プロシェードアダプター 67
mm
67 mmHCレンズ用バヨネッ
トマウントアダプター
品番 3043415

プロシェードアダプター
77mm
77mmHCレンズ用バヨネッ
トマウントアダプター
品番 3043417

エクステンションチューブ
H52
クローズアップ撮影用の52
mmエクステンション
チューブ
品番 3053542

フラッシュアダプター
SCA3902
メッツの外付けストロボ用汎
用アダプター。ＴＴＬ/ＯＴＦ
測光に完全対応。
品番 3053393

フィルムマガジン HM 16-32
120/220フィルム用フィルム
マガジン。
EU圏内では未発売。
品番 3033016

マガジンフィルムホルダー
フィルムマガジン HM 16-32
を個別に収納
品番 3053320

トライポッドマウントエクステ
ンダー
（HTS 1.5用）
カメラ本体と三脚の頭の部分
に間隔を空けます。
高さ30.5mm。
1/4"カメラロ
ックネジとクイックカップリン
グシューで1/4"および3/8"
ネジの三脚につなげます。
品番 3043405

プロシェードアダプター 95
mm
95 mmHCレンズ用バヨネッ
トマウントアダプター
品番 3043419

プロシェード 6095 V/H用
長方形マスク
品番 3053431

カメラストラップ H
滑り止め付き幅広ストラッ
プ。各カメラに標準装備
品番 3053616

バッテリーグリップ リチウム
イオン 2900
着脱可能な充電式バッテリー
グリップ。容量： 2900mAh
品番 3043356

バッテリーグリップ CR-123
CR-123リチウム電池3本格
納の電池室付き着脱式グリッ
プ。デジタル以外のHシステ
ムカメラ専用。
品番 3043340

DCパワーグリップ
ACアダプター付きの着脱可
能なHカメラグリップで、
コン
セントから直接カメラへ電源
を供給します。
品番 3043350

レリーズコード
Ｈカメラ専用のレリーズ
コード
ケーブルの長さ： 0.5m
品番 3043370

クイックプレートH付きスト
ラップ
手持ち撮影時の快適さと安
全性を高めます。グリップ
に装着。トライポッドクイッ
クカップリングＨと併用で
きます。
品番 3045154

UV-skyフィルター 67mm
紫外線を吸収し、
色に影響を
与えることなくブルーヘイズ
を抑えます。また、
前面のレン
ズ面を保護します。
品番 3053470

UV-skyフィルター 77 mm
紫外線を吸収し、
色に影響を
与えることなくブルーヘイズ
を抑えます。また、
前面のレン
ズ面を保護します。
品番 3053474

UV-skyフィルター 95 mm
紫外線を吸収し、
色に影響を
与えることなくブルーヘイズ
を抑えます。また、
前面のレン
ズ面を保護します。
品番 3053478

バッテリーチャージャー リチ
ウムイオン 2900
リチウムイオンバッテリーグリ
ップ 3043356/3043348
用チャージャー
品番 3053572

バッテリーチャージャーキッ
ト CFV
CFVデジタルバック用チャー
ジャーとバッテリーのセット
品番 3051096

バッテリーチャージャー CFV
CFVデジタルバック用バッテ
リーチャージャー
品番 3051092

バッテリー CFV
CFVデジタルバック用バッテ
リー。リチウムイオン、
7.2V/2100mAh
品番 3051094

UV-skyフィルター 112mm
HCD24mmレンズ用フィルタ
ー。紫外線を吸収し、
色に影
響を与えることなくブルーヘ
イズを抑えます。また、
前面の
レンズ面を保護します。
品番 3053480

偏光フィルター 67 mm
光の表面反射を抑え、
新緑や
青空などを鮮やかに表現しま
す。
品番 3053482

偏光フィルター 77mm
光の表面反射を抑え、
新緑や
青空などを鮮やかに表現しま
す。
品番 3053486

偏光フィルター 95mm
光の表面反射を抑え、
新緑や
青空などを鮮やかに表現しま
す。
品番 3053490
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Hシステムアクセサリ

レンズシェード HCD 24
品番 3053400

レンズシェード HCD 28/HC
35
品番 3053402

レンズシェード HC
50-110mm／HCD
35-90mm
品番 3053427

レンズシェード HC 50
品番 3053406

フラッシュシュー用カバー
フラッシュシュー用のカバー
（HV 90x/HV 90x/HVD
90x-II向け）
品番 3053387

リヤーレンズキャップH
HC/HCDレンズ用リヤー
レンズキャップ
品番 3053357

フロントレンズキャップ H 67
mm
フロントレンズキャップ 前面
67mm HC/HCDレンズ用
品番 3053360

レンズシェード HC 80
品番 3053410

レンズシェード HC 100
品番 3053412

レンズシェード HC Macro
120
品番 3053414

レンズシェード HC 150/HC
210
品番 3053418

フロントレンズキャップ H 95
mm
フロントレンズキャップ 前面
95 mm HC/HCDレンズ用
品番 3053364

ビューファインダー用カバー
HV 90x／HVD 90x／HV
90x-II／HVM用ボトム
カバー
品番 3053384

デジタルキャプチャーユニッ
ト用プロテクティブカバー
デジタルキャプチャー
ユニット用カバー
品番 3053372

フォーカシングスクリーン
HxD-22/39/50
スフェリカルアキュートマット
Ｄタイプのフォーカシングス
クリーン。スポット (Ø 7.5
mm) および AF 測光エリア
用の中央マークが付いていま
す。22/39/50メガピクセル
カメラのフォーマット用にマ
スクされたスクリーン。
品番 3043328

フォーカシングスクリーン
HxD-22/39/50 グリッド
スポット (Ø 7.5 mm) および
AF 測光エリア用の中央マー
クが付いています。
22/39/50メガピクセルカメ
ラのフォーマット用にマスク
された格子線付きスクリー
ン。
品番 3043311

フォーカシングスクリーン
HxD-31/40
スポット (Ø 7.5 mm) および
AF 測光エリア用の中央マー
クが付いた、
スフェリカルアキ
ュートマットＤタイプのスクリ
ーン。31/40メガピクセルカ
メラのフォーマット用にマスク
されたスクリーン。
品番 3043336

フォーカシングスクリーン
HxD-31/40 グリッド
スフェリカルアキュートマット
Ｄタイプのフォーカシングスク
リーン。スポット (Ø 7.5
mm) および AF 測光エリア
用の中央マークが付いていま
す。グリッド付きで見やすく、
建築や工業写真をはじめ様々
な用途に応用できます。
31/40メガピクセルカメラの
フォーマット用にマスクされた
スクリーン。
品番 3043338

フォーカシングスクリーン
H5D-60
スフェリカルアキュートマット
Ｄタイプのフォーカシングス
クリーン。スポット (Ø 7.5
mm) および AF 測光エリア
用の中央マークが付いていま
す。60メガピクセルカメラの
フォーマット用にマスクされ
たスクリーン。
品番 3043332

フォーカシングスクリーン
H5D-60 グリッド
スポット (Ø 7.5 mm) および
AF 測光エリア用の中央マー
クが付いています。60メガピ
クセルカメラのフォーマット
用にマスクされた格子線付き
スクリーン。
品番 3043334

フォーカシングスクリーン
HS 標準
スフェリカルアキュートマット
Ｄタイプのフォーカシングス
クリーン。スポット (Ø 7.5
mm) および AF 測光エリア
用の中央マークが付いていま
す。
品番 3043305

フォーカシングスクリーン
HS グリッド
グリッドと、
スポット (Ø 7.5
mm) および AF 測光エリア
用の中央マークが付いた、
ス
フェリカルアキュートマットＤ
タイプのスクリーン。グリッド
付きで見やすく、
建築や工業
写真をはじめ様々な用途に応
用できます。
品番 3043310
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レンズシェード HC 300
品番 3053423

レンズポーチ HC/1
レザー製レンズポーチ
品番 3053639

レンズポーチ HC/2
レザー製レンズポーチ
品番 3053643

レンズポーチ HC/3
レザー製レンズポーチ
品番 3053647

レンズポーチ HC/4
HC 300用レンズポーチ
品番 3053649

カメラボディ用トップカバー
Hカメラボディ用のトップ
カバー
品番 3053340

カメラボディ用ボトムカバー
Hカメラボディ用のボトム
カバー
品番 3053342

カメラボディ用フロントキャッ
プ
Hカメラボディ用のフロント
キャップ
品番 3053344

カメラボディ用リヤーカバー
Hカメラボディ用リヤー
カバー
品番 3053346

カメラアクセサリー用マウント
カバー
Hカメラのアクセサリー用
マウントカバー
品番 3053349

バッテリーグリップ用プロテク
ティブカバー
品番 3053354

マガジンカバー
HM16-32フィルムマガジン
用カバー
品番 3053371

フロントレンズキャップ H 77
mm
フロントレンズキャップ 前面
77mm HC/HCDレンズ用
品番 3053362
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Vシステムデジタルソリューション

今日のデジタル世界では、
昔からの多く
のハッセルブラッド愛好家は、
長年の愛
機Vシステムとデジタル撮影の数多い利
点とを天秤にかけるなど、
滅相もないこ
とだと信じています。もう比べる必要は
ありません。ハッセルブラッドは多様な
アダプターとデジタルVシステム製品を
用意し、
古いベストと新しいベストの間
の便利な橋渡しをしています。
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CFレンズアダプター
「象徴的レンズの新しい世界」
CFアダプターを使えば、
貴重なハッセル
ブラッドVシステムツァイスレンズに新し
デジタルライフを吹きこむことができま
す。このアダプターによりVシステムのレ
ンズはすべてHシステムのカメラボディー
と31、
40、
50、
60メガピクセルセンサー
に使用できます。
それによりHシステムカ
メラのレンズ範囲は焦点距離が12を超
え、
自動的にその範囲が広がります。
CFアダプターはマニュアルレンズを
AFレンズに変えるものではありません
が、
マニュアルフォーカス設定の指針とな

Vシステムデジタル
ソリューション

象徴的ブランドであるハッセルブラッドVシステムカメラ、
は数十年にわたり、世界トップレ
ベルのカメラマンがまず一番に選ぶカメラでした。このカメラは未だに数多く使用され、
多くのトップカメラマンの選ぶカメラとして活躍しています。

Vレンズのデジタルレンズ補正
CFレンズアダプターとVシステムレンズ
を併用しマニュアル設定を使うと、
色
収差、
ディストーション、
ケラレをすべて
自動補正します。当社のソフトウェア
Phocusは各レンズの設計を細かく知り
尽くしているので、
撮影ごとの距離や絞り
の設定によって光学補正をおこない、
画
像レンダリングやその後の工程にも最適
な状態で完璧なイメージを表現。

るフォーカス確認フィードバックを提供
します。すべてのレンズで、
開放測光する
ことにより、
絞りとシャッター速度の情報
がマニュアル設定用にカメラに表示され
ます。
さらに、
このユニークなシャッターが
ないためその利点を使えない、
他社のい
わゆるアダプターとは異なり、
中央レンズ
シャッターの正しい使用により、
カール・
ツァイスレンズが有効に使えます。時々
日常は使わない特定のレンズを取り出す
必要のあるプロのカメラマンにとって、
真
に役立つアクセサリー CFレンズアダプ
ターとともに特定の仕事に一番有意義
なカメラとレンズを組み合わせて使うこ
とができます。

改善されます。
お使いのVシステム撮影をデジタルの
世界に入れることによりカール・ツァイス
レンズで撮影した画像は全てデジタルレ
ンズ補正により画像処理できます。クラ
ッシックでお気に入りのレンズで撮った
画像の画質を
「素晴らしい」
から
「信じら
れない」
に変えるはずです。わずかな色
収差、
歪み、
光の減衰をも効率的に排除
してまったく新しいレベルの完全画像を
再現します。

CFV デジタルバック
CFVはVカメラのボディーにデジタルマ
ガジンが付きます。ハッセルブラッドは特
に設計されたCFVバックがあり、
お気に
入りのVカメラを近代的な高性能デジタ
ル機材に変える50メガピクセルがその
特徴です。
画質は完全に新しいレベルに

CFi30mmフィッシュア
イレンズ使用

CFi30mmフィッシュアイ
レンズを使用し、
Phocus
でレンズ補正後
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写真： Milosz Wozaczynski

Vシステムデジタルソリューション

CFV-50

ハッセルブラッドは、
カメラやデジタルバックにその多
様性と使いやすさを考えて取り組んでいます。これの典
型的な結果がユニークなCFV 50デジタルバックです。
CFVは1957年以降に製造された、
レンズシャッターまた
はフォーカルプレーンシャッターベースのVシステムカメ
ラすべてに使える唯一のデジタルバックです。
CFV50デジタルバックは役立つ機能を満載していま
す。デジタルレンズ補正などの特徴により、
ハッセルブラ
ッドは非常に強い第一線の地位にいます。この精巧な微
調整はPhocusでなされ、
ディストーション、
ケラレ、
色収
差をすべて取り除きます。これは事実上全てのカール・ツ
ァイスレンズに使用でき、
お手持ちの古く信頼出来るレン
ズの品質を新しレベルまで引き上げます。
CFV-50はハッセルブラッドVシステムカメラに取り
付けたとき、
ケーブルなしで操作のできる唯一のデジタ
ルバックです。
またカメラやシャッターの様々な構成が可
能です。
CFVはクラシックで馴染みのある正方形フォーマット
で38メガピクセルの画像から50メガピクセルの長方形
フォーマットまで選択できます。
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CFV-50品番3034216

技術仕様

CFV-50

センサーサイズ

50メガピクセル (6132 x 8176ピクセル) / 38メガピクセル (6132 x 6132ピクセル)

センサー寸法

36.7 x 49.1 mmまたは36.7 x 36.7 mm

ピクセルサイズ

6.0 μm

画像サイズ

RAW 3FR: 65 MB TIFF 8ビット： 150 MB

保存容量

8GBのCFカードは120枚の画像を収納 (平均)

色調度

16 ビット

ISO感度

ISO 50、100、200、400、800

記録媒体

CFカードタイプU-DMA (例： SanDisk extreme IV)、
あるいはMac/Windows PCに連結

カラー表示

TFT 2.5”

プラットフォームサポート

Macintosh: OS X 10.7, 10.6, 10.5 Windows: XP、Vista、Windows 7 (32/64 bit)

カメラ サポート

すべてのHasselblad V Systemカメラは、1957年以降製造。2000台のカメラおよびCタイプレンズ装備の
201Fのみ 202FA / 203FE および 205FCC型カメラでF/FEレンズを使用するには、簡単なカメラの修正が必
要です。
SWC/Mより前に製造されたSWCカメラ、
およびArcBodyカメラは使用できません。他のカメラはすべて、
ハッ
セルブラッドVインターフェース装備

ホスト接続のタイプ

FireWire 800 (IEEE1394b)

バッテリー容量：

Sony™ InfoLithium L、最高8時間の撮影容量

動作温度

0～45˚C/32～113˚F

寸法

91 x 90 x 61 mm (幅 x 高さ x 奥行)

重量

530 g (バッテリーとCFカードを除く)
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Phocus = 画像の進歩
ハッセルブラッドでは、
最高の画像を再
現できるベストなカメラを常に求め続
け、
技術的な枠を広げてきました。ハッ
セルブラッドの画像ファイルは撮影技術
の最前線に居続けてきました。私たちは
これをそのまま続ける覚悟です。
ハッセルブラッドは、
常に新しいレン
ズ技術、
新しい処理アルゴリズム、
そして
その他画像技術の進展を開発するため
に働き続けてきました。その努力の結果
は、
他のソフトではなくまずPhocus 画
像処理ソフトに具現化されました。ハッ
セルブラッドのカメラマンは幅広く使用
されているサードパーティーのソフトで
も作業ができますが、
Phocusでのみハ
ッセルブラッドの最先端技術を利用で
きます。
」
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写真： Armin Zogbaum

ハッセルブラッドのPhocus
– 妥協のない画質への最終ス
テップ

ハッセルブラッドのパワフルな無料画像処理ソフト、Phocusは頭脳と筋力を持ち
合わせています。すばらしいプログラムの核となる魅力的な撮影環境と高度なツ
ールにおける頭脳と、実力・性能における筋力。

デジタルレンズ補正
ハッセルブラッドのモダンなレンズ設計
はデジタル面での完成度を上げるよう最
適化されました。
色収差、
歪み、
光の減衰
を自動補正します。Phocusはレンズ設
計の詳細知識を利用し、
一定の距離・絞
り設定で撮影ごとに光学補正値を計算
します。
その結果完全な画像と最適な画
像レンダリングと続ける処理の理想基準
を提供します。
ハッセルブラッドデジタルレンズ補正
技術は全てのハッセルブラッドHシステ
ムレンズで、
チルトシフト動作があっても
自動的に働きます。
また、
クラシックVシ
ステムからのあらゆるカール・ツァイスレ
ンズを使っても手動で機能します。

Phocusの使用手順
効率的で効果的な作業ができるかは、
商業的に成功しているカメラマンのキャ
リアと、
たいそう高い趣味との差です。こ
れを念頭にハッセルブラッドはPhocus
を本能的に使えて使いやすいように設
計しました。
あなたの特定のプロセス
にあった正確な作業フローを設定でき
る十分な柔軟性もあります。このパワ
フルなRAWファイル処理エンジンに加
え、
Phocusｈにより総合的に結合され
たカメラ制御、
ユニークなモバイルソリュ
ーション、
クライアントレビューなどが備
わっています。
MacおよびWindows用のPhocus
は、
www.hasselblad.com より無料
でダウンロードでき、
無制限にインスト
ールならびに配布ができます。
Macのプ
ラットフォームでは、
Phocusは約200
の他のデジカメのRAWファイルフォー
マットからのRAWファイルに対応して
います。
ナチュラルカラー
ハッセルブラッドナチュラルカラーソリュ
ーション (HNCS) は、
信頼性が高く、
際
立ったカラーで、
肌の色、
特定製品のカ
ラー、
その他取り扱いの難しい色を迅速
かつ美しく再生します。

写真： Claudio Napolitano
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写真： Eric Wong

iPad、
iPhoneおよびiPodタッチ用
のPhocus Mobile

選択の自由：
Lightroomま
たはPhocus

写真： Armin Zogbaum
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iPad、iPhoneおよびiPodタッチ用の
Phocus Mobile
Phocus Mobileは現在のPhocusソ
フトの延長であり、iPad、iPhoneおよ
びiPod touchユーザーはワイヤレス
でハッセルブラッドの画像処理ソフト
Phocusに接続できます。Phocusは、
ハッセルブラッドカメラのリモート撮影
など、高度カメラコントロール機能の他
に、表示、
ズーム、画像のレベル付けがで
きます。Phocus Mobileは無料でアッ
プルのApp storeからダウンロードで
きます。
Phocus Quick
撮影画像を簡単に印刷する方法をお探
しでしたら、Phocus Quickがあります。
Phocus Quickを使用すると、
ハッセル
ブラッドのファイルを好きな画像ソフト
に直接に自動インポートして処理するこ
とができます。Phocus Quickは以下
から無料でダウンロードできます。
www.hasselblad.com

ハッセルブラッドRAWファイル&
Metadata
ハッセルブラッド 3F RAWファイルは可
逆圧縮が可能で、
ファイルをダウンサイ
ズし、必要な保存容量を33%以上減ら
します。3Fファイルにはカメラ、
カメラマ
ンが作成した全てのRAWピクセルデー
タ、
メタデータが含まれ、
またサイドカー
ファイル構造なしにあなたの画像調整
ログ記録も含まれます。
AdobeおよびAppleのRAWファイル
使用手順
– 選択の自由
ハッセルブラッドカメラでは、独自の
RAWファイルの閉ざされた世界に閉じ
込められることはありません。
なぜならハ
ッセルブラッドのRAWファイルはApple
またはAdobeの画像環境で直接開くか
らです。このシームレスなワークフロー
とプログラムの互換性は常に進化、改善
され、Adobe LightroomやCamera
Rawで現像している人は、
これにハッセ
ルブラッドの優れた色とレンズ補正面で
の支援が加わることになります。

サードパーティーファイルのサポート
Phocusはハッセルブラッドのデジタル
カメラ製品をサポートしています。ハッ
セルブラッドそのもののファイルをサポ
ートするだけではなく、MacのPhocus
は、TIFF、JPEG、DNG、PNGなどの最も
一般的なファイル形式の他、200の他の
デジカメのRAWファイルフォーマットか
らのRAWファイルに対応しています。こ
のファイル対応が追加されたため、一つ
の総合的な、
そして
「無料の」
ソリューシ
ョンが生まれ、
ハッセルブラッドのカメラ
マンはだれでも作業プロセスを合理化
し、
ハッセルブラッド画像と35 mm一眼
レフカメラで撮影した画像とを一つにし
て同じアプリケーションで処理すること
ができます。

プロのカメラマンになるのは時間もかかり
容易いことではありません。Phocusは最
新のハッセルブラッド製品に完全に対応し
ていますが、Adobe Photoshopから始め
た多くのカメラマンはAdobe Lightroom
を使いたいとしています。イメージング
ツール、画像データベース、
そして優れた
RAWプロセッサー。Lightroomは使い
やすく手早く画像処理ができる環境を提
供します。
これにより一眼レフ撮影にハッセルブラ
ッドカメラを追加しやく、
ハッセルブラッド
のファイルを好みのソフトで処理すること
ができます。
そのためハッセルブラッドはAdobeと協力
し、
ハッセルブラッドのイメージング技術の
最も重要な部分をLightroomにエクスポ
ートし、Adobeは代わりにハッセルブラッ

ドのRAWフィアルに必要な技術に対応し
て、Lightroom環境でも認識され完全に
処理できるようにしました。この統合は段
階的に実施されました。
まずハッセルブラ
ッドのすべてのレンズにレンズ補正プロフ
ィールを、次にハッセルブラッド ナチュラル
カラー技術をLightroomに統合しました。
そして今、Hシステムのデジタルカメラが認
識されLightroomからしっかりコントロー
ルできるよう、
プラグインを追加しました。
Lightroomのプラグインはモバイルカメラ
アプリケーション、Phocus Mobilにも対
応しています。
ハッセルブラッドは決してクオリティーで
妥協しません。
ハッセルブラッドは、画質が期待する基
準を満たすことが保証されない限り、ま

たはカメラコントロールのレベルが同様
に際立っていることが確実でなければ、
他のプラットフォームに自社の技術を統
合することはありません。 画質の問題
はすべて満たされたため、ハッセルブラ
ッドのLightroomプラグインはHシステ
ムデジタルカメラの高度コントロール機
能が使えるようになっています。 カメ
ラ設定と撮影はコンピュータやユーザー
の希望するカメラから行えます。 そし
て画像はLightroomのインスタントプ
ロセスで使用できます。 詳細は、次の
項目を参照してください：
www.adobe.com

FLEXTIGHT X1/X5
ハッセルブラッドの最新スキャナー、
Flextight X1およ
びX5は、
ユニークな特許技術により生まれました。垂
直光学システムによりCCDは下を向き、
オリジナルとレ
ンズの間にガラスのない光学経路を作ります。特許取
得済みのバーチャル•ドラムソリューションはすべての
オリジナルにわたり最適なフォーカシングをし、
柔軟な
ホルダーは取付が簡単でオリジナルを安全かつ確実
に取り扱うことができます。
どちらのFlextightスキャナーも事実上同じスキャ
ン品質を提供します。X5スキャナーは、
更に集中的に
大量のスキャンが必要なカメラマンやスタジオ用に生
産性と機能を考えて設計されています。
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Flextight X1. 品番 70380201
Flextight X5. 品番 70380301

FLEXTIGHT X1技術仕様
最大光学的分解能
最大スキャン速度

ハッセルブラッドのスキャナー

ほとんどのカメラマンがFlextightスキャナーからスキャンした6x6ネガを初めて
見た時、言葉を失います。今まで携帯の拡大レンズ付きのライトテーブルで確認
していた画像は、
これが記録されていたとは思わないようなディテールとカラーレ
ンダリングで飛び出します。自分のフィルムの画像がこんなにすばらしかったなん
て！
フィルム在庫が消える中で、
スキャニングは写真のデジタル保存の方向に向かっ
ています。これは美術館などの公的機関や古い写真の隠れた資産再発見に携わ
るプロカメラマンのスタジオなどで使用されています。

FLEXTIGHT X5技術仕様
35 mm

60 mm

4x5"

6,300 dpi

3,200 dpi

2,040 dpi

35 mm

60 mm

4x5"

7.15 min

6.02 min

5.08 min

最大光学的分解能
最大スキャン速度

35 mm

60 mm

4x5"

8,000 dpi

3,200 dpi

2,040 dpi

35 mm

60 mm

4x5"

1.55 min

1.10 min

1.23 min

光学センサー

CCD (3 x 8000)

光学センサー

CCD (3 x 8000)

オリジナルタイプ

ネガ／ポジ

オリジナルタイプ

ネガ／ポジプリント

色調度

16 bit

色調度

16 bit

自動フレーム検出

はい

自動フレーム検出

はい

オートフォーカス

はい

オートフォーカス

はい

バッチスキャン

はい

バッチスキャン

はい

バッチおよびスライドフィー
ダー対応

いいえ

バッチおよびスライドフィー
ダー対応

はい

インターフェース

Firewire

インターフェース

Firewire

プラットフォーム

PC/Mac

プラットフォーム

PC/Mac

Dmax

4.6

Dmax

4.9

フィルム、最大フォーマット

120 x 280 mm

フィルム、最大フォーマット

100 x 280 mm

反射スキャン

いいえ

反射スキャン

A4

アクティブクーリング

いいえ

アクティブクーリング

はい

Flextouch

はい

Flextouch

はい

3Fスキャン
（スキャナーで直
接開始）

はい

3Fスキャン
（スキャナーで直
接開始）

はい

光コンデンサー

いいえ

光コンデンサー

はい

寸法

230 x 390 x 650 mm

寸法

230 x 390 x 650 mm

重量

20.5 kg

重量

20.5 kg
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H5Dカメラ仕様
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デジタルバック仕様

H5D-40

H5D-50

H5D-60

H5D-50MS

H5D-200MS

センサーサイズ

40メガピクセル (5478 ×
7304)

50メガピクセル (6132 ×
8176)

60メガピクセル (6708 ×
8956)

50メガピクセル (6132 ×
8176)

50メガピクセル (6132 ×
8176)

CFV-50
センサーサイズ

50 メガピクセル (6132 × 8176 ピクセル) または
38 メガピクセル (6132 × 6132 ピクセル)

センサー寸法

32.9 × 43.8 mm

36.7 × 49.1 mm

40.2 × 53.7 mm

36.7 × 49.1 mm

36.7 × 49.1 mm

センサー寸法

36.7 × 49.1 mmまたは36.7 × 36.7 mm

ピクセルサイズ

6.0 μm

6.0 μm

6.0 μm

6.0 μm

6.0 μm / 3.0 μm

ピクセルサイズ

6 μm

画像サイズ

RAW 3FR キャプチャ
50 MB (平均) TIFF 8 bit:
120 MB

RAW 3FR キャプチャ
65 MB (平均) TIFF 8 bit:
150 MB

RAW 3FR キャプチャ
80 MB (平均) TIFF 8 bit:
180 MB

RAW 3FR キャプチャ
65 MB (平均) TIFF 8 bit:
150 MB

RAW 3FR キャプチャ
75/300/1200 MB
(平均) TIFF 8 bit:
120/150/600 MB

画像サイズ

RAW 3FR キャプチャ 65 MB (平均) Tiff 8ビット
150 MB

CFカード保存容量

8GBのCFカードは120枚の画像を収納 (平均)

RAWファイルフォーマット

可逆圧縮されたハッセルブラッド 3FR

JPEG

ハッセルブラッドナチュラルカラーの1/4解析度印刷ファイル

撮影モード

シングルショット

色調度

16 bit

ISO感度

ISO 400、100、200、800
および 1600

シングルショット

ISO 50、100、200、400
および 800

シングルショット

データ収集率

1.1秒/撮影 33 撮影/分

撮影モード

シングルショット

色調度

16 bit

ISO感度

ISO 50、100、200、400 および 800

シングルショット／マルチ
ショット

シングルショット／マルチ
ショット

ISO 50、100、200、400
および 800

ISO 50、100、200、400
および 800

ISO 50、100、200、400
および 800

シャッター速度

128秒 - 1/500

記録媒体

CFカードタイプII (書き込み速度>20 MB/秒)
あるいは Mac または PC に連結

8GBのCFカードは100枚
の画像を収納 (平均)

8GBのCFカードは120枚
の画像を収納 (平均)

8GBのCFカードは120枚
の画像を収納 (平均)

カラーマネージメント

ハッセルブラッド ナチュラルカラーソリューション 一般プロフィール

カラーマネージメント

ハッセルブラッド ナチュラルカラーソリューション

CF保存容量

8GBのCFカードは150枚
の画像を収納 (平均)

表示

3インチTFTタイプ、24 bitカラー、460,320ピクセル

電池の種類

Sony™ InfoLithium L NP-Fシリーズまたは相当品

記録媒体

CFカードタイプU-DMA (例： SanDisk Extreme Pro)、
あるいは Mac/Windows PC に連結

DACデジタルレンズ補正

Phocusに含まれるカール・ツァイスレンズ用DAC
をサポート

カラー表示

TFT 2.5”

8GBのCFカードは120枚
の画像を収納 (平均)

音響的フィードバック

あり

ソフトウェア

MacおよびWindows用Phocus（同梱）Adobe® Photoshop® Lightroom® (同梱)

連結操作

ハッセルブラッドPhocusおよびハッセルブラッドをプラグインしたAdobe® Photoshop® Lightroom®

プラットフォームサポート

Macintosh: OS X 10.5以降 Windows: XP、Vista、Windows 7 (32/64 bit)

IR フィルター

CCDセンサーに取り付け
あり

ヒストグラム フィードバック あり

ホスト接続のタイプ

FireWire 800 (IEEE1394b) オプションのアダプターでThunderbolt も対応可能

音響的フィードバック

ビューカメラ
互換性

ストロボ同調でメカニカルシャッターをコントロール 電子シャッターはPhocusからコントロール デジタルキャプチャーユニットのスタンドアローン操作用
オプションバッテリー アダプター

IAA – 瞬時承認アーキテク
チャー

音響的フィードバックおよびメタデータ分類を含む

カスタム化

6 つのプログラム可能ユーザーボタン カメラの全設定は7つのカスタムプロフィールに保存できます。

ファイル形式

可逆圧縮された Hasselblad 3F RAW

レンズ

ハッセルブラッドHシステムレンズの製品ライン(24～300 mmのレンズ12)、一体型中央レンズシャッター 中央レンズシャッターVシステムカール・ツアイ
スレンズすべて、
オプションのCFアダプター利用

ソフトウェア

MacおよびWindows用Phocus（同梱）

プラットフォームサポート

Macintosh: OS X 10.7、10.6、10.5
Windows: XP、Vista、Windows 7 (32/64 bit)

カメラ サポート

すべてのハッセルブラッドVシステムカメラは、1957
年以降に製造。2000台のカメラおよびC レンズ装
備の201Fのみ 202FA / 203FE および 205FCC
型カメラでF/FEレンズを使用するには、簡単なカメ
ラの修正が必要です。

シャッタースピード範囲

256秒～1/800秒

128秒～1/800秒

32秒～1/800秒

128秒～1/800秒

ストロボ同調速度

ストロボはどのシャッター速度でも使用できます。

ファインダーオプション

•HVD 90x: 90° アイレベルファインダー、視度調整可能 (-5～+3. 5D) 画像拡大3.1ｘ
一体型フィルフラッシュ (G.No. 12 、ISO100時) Metz™のSCA3002システムフラッシュ用ホットシュー
•HV 90x:
90° アイレベルファインダー、視度調整可能 (-4～+2. 5D) 画像拡大2.7ｘ
一体型フィルフラッシュ (G.No. 12 、ISO100時) Metz™のSCA3002システムフラッシュ用ホットシュー
•HV 90x-II: 90° アイレベルファインダー、視度調整可能 (-4～+2. 5D) 画像拡大2.7ｘ
一体型フィルフラッシュ (G.No. 12 、ISO100時) Metz™のSCA3002システムフラッシュ用ホットシュー
•HVM:
ウエストレベルビューファインダー 画像拡大3.2ｘ

128秒～1/800秒

ArcBodyには未対応 SWC/M以降のモデルは使
用可能ですが、
レンズデザインがデジタル撮影に適し
ていないため、画質には限界があります。他のカメラ
はすべて、
ハッセルブラッドVインターフェース装備

フォーカシング

パッシブ方式の中央クロスタイプセンサー付きオートフォーカス測光 Immediate Focus Confirm (IFC)付き、
トゥルーフォーカス インスタントマニュア
ルフォーカスオーバーライド。
測光範囲 ISO 100時、EV 1～19

ホスト接続のタイプ

FireWire 800 (IEEE1394b)

フラッシュコントロール

自動TTL 中央部重点方式。内蔵ストロボまたはSCA3002 (Metz™)対応ストロボ使用 出力は-3～+3EVに調整可能
マニュアルフラッシュでは、内蔵型測光システムを使用可能

バッテリー容量：

Sony™ InfoLithium L、最高8時間の撮影容量

測光

測光オプション： スポット、中央部重点、中央スポット 測光範囲スポット： EV2～21、中央部重点： EV1～21、中央スポット: EV1～21

動作温度

0 - 45 ˚C / 32～113 ˚F

ハードウェア

Hasselblad Image Processing Architecture (HIPA)を実行する新しく速いハードウェアプラットフォーム

寸法

91×90×61 mm (幅 × 高さ × 奥行)

電源

充電式リチウムイオンバッテリー (DC 7.2 V/2900 mAh)。デジタルキャプチャーユニットのスタンドアローン操作用オプションバッテリー アダプター

フィルム対応

なし

重量

530 g (バッテリーとCFカードを除く)

動作温度

0～45 ˚C / 32～113 ˚F

セット内容：

寸法
(HC80 mm レンズ付きカ
メラ一式)[幅×高さ×奥行]

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

保護カバー付きハッセルブラッドCFV-39/CFV-50
デジタルバック、
アダプターケーブル、ELカメラ バッ
テリー アダプター、FireWireケーブルおよび4 GB
CFカード フォーカシングスクリーン(スプリットイメ
ージ /マイクロプリズム) デュアルフォーマットのマ
ーキング付き

重量
(HC80 mm レンズ付きカ
メラ一式)

2,290 g

2,290 g

2,290 g

2,500 g

2,500 g

仕様は予告なく変わることがあります。
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Hシステム概要

Metz™
システムフラッシュ
(ハッセルブラッドでは販
売せず)

カール・ツァイス中央レンズシャッターすべて

SCA 3902
フラッシュア
ダプター

CFレンズアダプター
(エクテンションチューブH使用可)

HVMウエストレベル
ビューファインダー

HVD 90x
ビューファインダー
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HS標準スクリーン

新マクロコンバーター

HSグリッドスクリーン

コンバーター H1.7x
(HCD28、HC35、HC 50-110、HCD
35-90またはHTS 1.5とは使用不可)

HC Macro 4/120-II

HC 3.2/150N

HC 4/210

HC 4.5/300

HC 3.5-4.5
/50-110 mm

HCD 3.5-4.5
/35-90

エクテンションチューブ、H52、H26お
よびH13

HTS 1.5x チルトシフト
コンバーター
リチウムイオンバッテ
リーチャージャー

レリーズ
コード

DCパワー
グリップ

リスト
ストラップ

リチウムイオン
バッテリーグリップ

カメラ
ストラップ

トライポッドクイック
カップリング

CFカード

クイックカップ
リングプレートS

バッテリー
アダプター

GIL GPS
アダプター

三脚
エクステンダー

UV-Skyフィルター、
偏光フィルター

HCD
4.8/24

プロフェッショナルレンズ
シェード

HCD 4/28

HC 3.5/35

HC 3.5/50-II

HC 2.8/80

HC
2.2/100

Buddy.se

ハッセルブラッドのスペース撮影50周年
を祝して、LUNARを発表
LUNARの前身、ハッセルブラッド500C
は当時最も象徴的な画像を撮影し、世
界中のカメラマンの憧れでした。
LUNARはそのミラーレス技術と人間
工学に基づいた美しいフォルム、選りす
ぐりの材質、過去からのインスピレーシ
ョンによる設計、により決定的にエレガ

ントでモダンな外観を備えて500Cの時
を越えた魅力を蘇らせます。
LUNAR画期的な新デザインをまと
い、ハッセルブラッドの伝統を最先端の
技術と結びつけたカメラ
詳細は以下のリンクをご覧ください。
www.hasselblad-lunar.com

