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［安全に関するご注意］正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

□ ［電話でのお問い合わせ］カスタマーサポートセンター 0570-073-000 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。

□ ［インターネットでの情報入手］ https://www.om-digitalsolutions.com/ja/ より［サポート］のページへお進みください。
製品仕様、パソコン接続、Q&Aなどの各種お問い合わせ先などの最新情報は、OMデジタルソリューションズホームページでご確認いただけます。

□ ［ショールームのご案内］ ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA  〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F（Tel：03-5909-0190）

OM SYSTEM  ブランドページ

OM SYSTEMのブランドストーリーなど詳細をご覧いただけます。

M.ZUIKO DIGITAL LENSES

様々なシーン・被写体に合わせて選べる豊富なレンズラインナップ。

OM SYSTEM  公式アプリ

撮影テクニックなどフォトライフが楽しくなるコンテンツが充実。 カメラで撮った写真をスマートフォンに転送。
カメラを操作して撮影したり撮影モードの設定も可能です。

OI.Share

OM SYSTEM PLAZAでは、写真文化

の普及・向上に貢献することを目的に、

様々な写真展を行っています。

ギャラリー、
写真教室などの
詳細はコチラ

OM SYSTEM PLAZA ショールームのご案内

OM SYSTEM PLAZA

OM SYSTEM
Facebook 製品の情報はもちろん、写真展や写真講座のご紹介のほか、

カメラの設定方法など、お役立ち情報を発信しています！

Twitter
作品やキャンペーン、お得なオンラインショップの情報を
紹介しているペン！ たまにペンちゃんのプライベートも～？

@olympus_omd_em10
＃カンタンママパパカメラ

@om_system_jp
#om写真投稿

Instagram
@olympus.pen
＃penのある生活

ペンちゃん【OMデジタルソリューションズ公式】
@olympuspenstyle

OM SYSTEM

OLYMPUS PEN

OM-D Family

E-M10 Mark IV スペシャルサイト

一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、
幅広い層にフィットするミラーレス一眼。

かんたんカメラマガジン

カメラを始めたい人、初心者のための撮影ジャンル別の
テクニックを基礎からやさしく教えます。
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構
え
て
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シ
ャ

大 き く 見 や す い フ ァ イ ン
ダーは、明るい屋外など背
面モニターが見づらくなる
シーンで大活躍。手ぶれし
やすい暗い場所や望遠レンズ
で も し っ か り 構 え ら れ る か ら、
せっかく撮ったのに失敗！という
事態にもこれでサヨナラ。

小
さ
く

軽
い
か
ら
、

持
ち
運
び
に

便
利
！

レ ン ズ をつけたままでもおどろく
ほど薄く、コンパクト。重さもペット
ボトル 500mlよりも軽いので、持ち
運びが楽です。荷物が多い子ども
とのお出かけも、これなら軽やかにど
こへでも持っていけそう。

使
い
ご
こ
ち
、

ス
ム
ー
ズ

カメラ初心者のパパママでもかんたんに
操作できるのがうれしい。ダイヤルを回
せば、カメラの設定をサクッと変更できて
スムーズです。さらに握りやすいグリップ
で、しっかりホールドできて安心です。

一般的な
エントリークラス
デジタル一眼
カメラのサイズ

はじめてでも安心！ カメラがもっと楽し
くなるE-M10 Mark Ⅳの魅力をたっぷりご
紹介します。新米パパ目線で描くイメージ
ムービーもぜひご覧ください。

ス ペ シャル サイト 公 開 中！

instagram
もチェック！

@olympus_omd_em10

ここから
アクセス

君が生まれてから、 
僕たちの毎日には「はじめて」が溢れだした。 

もっとゆっくり。もっとそのまま。 
そう思っても、君はちっとも待ってくれないから。 

どんどん大きくなる君の
たくさんの「はじめて」をこのカメラで残そう。
どんな瞬間も思い通り、逃さずきれいに。

いつも家族のすぐそばに、
E-M10 Mark  Ⅳがある。
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静音撮影

天使の寝顔に静かに近づける 
静音撮影なら、お昼寝姿やおゆうぎ会、子どもが夢中で遊んでいるとき
も、シャッター音を気にせず撮影できます。これなら「今撮りたい」とい
うシーンを諦めなくてOK。AP/SCNモードに加えP/A/S/M/ARTモード
でも使えるようになりました。

TruePic Ⅷ高画質

2030万画素 Live MOSセンサー

どんなときでも写真がきれいに撮れ
るのは、画面の周辺部までしっかり
写し出すレンズ、有効画素数 約2030
万画素のLive MOSセンサーと上位
モ デ ル と 同 じ 画 像 処 理 エ ン ジ ン
TruePic Ⅷを搭載しているから。さ
らには強力なボディー内5 軸手ぶれ
補正で、ぶれずに安心です。スマー
トフォンで撮った写真と比べると、
その鮮明さに感動するはず。

走っても、
遠くにいても
いつだってきれい 

強力なボディー内5 軸手ぶれ補正がパパママの撮
影をサポート。遠くにいる子どもにズームしても大
丈夫。おゆうぎ会やバースデーパーティーなど手ぶ
れしがちな暗いシーンでも、家族の大切な思い出を
美しく残せます。

ボディー内 5軸手ぶれ補正

暗い場所でも 
ぶれずにくっきり

Y

X

Z

❶

❷

❸

❹
❺

E-M10シリーズの従来機種から進化した機能です。E-M10シリーズにてE-M10 Mark Ⅳから新たに備わった機能です。 54



ピント合わせは
モニターにタッチするだけ

タッチAFシャッター

「ここ！」と思ったところを画面上で
タッチすると、素早くピントが合っ
て写真が撮れます。ボケを活かした
味のある写真がかんたんに。

下開きモニターで
家族写真も自分撮り
180 度回転式の背面モニターを下に開けば、自
動で自分撮りモードに。画面のカメラマークに
タッチすれば1 秒後にシャッターが切れるの
で、ポーズも自由自在です。小型軽量だからカ
メラを構える手に負担が少ないのもうれしい。

自分撮りモード チルト液晶

１秒間に15コマも撮れる連写は、運動会などのアクティブシーンに最適。決
定的瞬間も、一瞬の表情も逃さず撮れます。たくさん撮れたなかからベスト
ショットを選ぶのも、楽しみのひとつ。

15コマ/秒＊1高速連写＊2

決定的瞬間は連写が便利！

＊1 静音連写H使用時。M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ使用時。＊2 ピントと明るさは1コマ目に固定されます。

動く子どもへのピント合わせも得意
上位モデルのコントラストAFをベースに、動体追従アルゴリズムを一
新。わんぱくに遊ぶ子どもの撮影もバッチリです。一度子どもにピン
トを合わせておけば、途中でフレームアウトしてもまたフレームイン
したときにピントを追い続けます。

C-AF（コンティニュアスAF）

瞳チラリを
しっかり認識
画面内の小さな顔や瞳も自動で
見つけてピントを合わせてくれ
ます。上位モデルと同じ顔・瞳
検出性能を搭載しているから、
うつむいていても横顔でも、
しっかり検知していろんな表情
を残せます。

顔優先・瞳優先AF
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スマートフォンアプリ「OI.Share」
で、操作方法や撮影テクを確認でき
ます。閲覧済みの記事がわかるの
で、個々のスキルアップを実感しな
がら楽しく学べます。

フォトガイド

上達ぶりが
ひと目でわかる

モードダイヤルを「AUTO」にするだけ
で細かな設定は不要です。撮りたいも
のにカメラを向けるだけできれいに撮
れます。さらにSCNモードでテーマを
選べばそれだけで最適な設定に。

AUTOモード／SCN（シーン）モード

細かい設定は
カメラにまかせて

暗いところでも
笑顔はっきり
フラッシュが内蔵されているので、
夜のシーンや薄暗い場所でも安心し
て撮影できます。はじける笑顔をき
れいに写せてうれしい。

内蔵フラッシュ

ボケ具合を見たままに

画面上のバーをスライドするだけ
で、効果を確認しながらボケ具合を
調整できます。他にも明るさや色合
い、鮮やかさも調整できるから、思
い通りの写真に仕上げられます。

ライブガイド

電源がない場所でも
サクッと充電
USB端子を経由してカメラのバッ
テリーを充電できます。モバイル
バッテリーがあれば移動時などカ
メラを使用していないときに充電
しておけるので便利です。

USB 充電

スマートフォンと
カメラを
つなぐアプリ

ここ
から

ダウン
ロード

してね
！

画像を転送 SNSでシェア

Bluetooth

スマートフォン転送

「OI.Share」はOM SYSTEMのカメ
ラとスマートフォンをつなぐ無料ア
プリ。かんたんに画像転送やリモー
ト撮影ができ、カメラを使うのがもっ
と楽しくなります。初期設定はカメラ
の背面モニターに表示されるQRコー
ドを読み取るだけ。一 度設定すれば、 
2 回目以降は自動的に接続します。

集合写真も自分撮りも
リモート操作で
カメラから離れていてもスマート
フォンをリモコン代わりにして、
写真が撮れます。集合写真や全身
写った自分撮りも、みんなで一緒に。

リモート操作

カメラからスマートフォンへの画像転送がかんたん。
「今シェアしたい」と思ったら、その場で転送してすぐ
SNSへ投稿！

今撮った写真を
らくに転送 &シェア

＊このアプリは、すべてのスマートフォン、タブレッ
トで動作を保証するものではありません。また、お使
いのカメラによって、使用できる機能が異なります。
詳しくは、当社ホームページでご確認ください。
＊画像の転送はWi-Fiで行います。

Wi-Fi
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＊３ ポップアートⅠとファンタジックフォーカスで調整可能です。

フィルター効果を
見ながら調整
画面上のスライダーを上下に動かすだけで、フィルター効果
のかかり具合を調整できます＊3。好みのニュアンスに仕
上げられて、表現の幅がもっと広がります。

ファインチューン

デイドリーム 透き通る雰囲気

ポップアート  鮮やかでポップな色彩 ファンタジックフォーカス  ふんわり柔らかに

＊1 バリエーションを含めると31 種類。＊2 付加できるアートエフェクトは、アート
フィルターごとに異なります。

日常の1コマを
手軽にアート
アートフィルターで写真の雰囲気をチェンジ。OM 
SYSTEM独自の16種類＊1のフィルターに9つのアー
トエフェクト＊２の組み合わせが可能。自分好みのア
レンジを楽しめます。

アートフィルター

遊び心ある写真が
かんたんに
多重露出などの難しいテクニックがいる写真も、
メニューから選ぶだけでかんたんに撮れます。楽しい
アイデアで、普段の家族写真がとっておきの1 枚に。

AP（アドバンストフォト）モード

ライブコンポジット 多重露出

※ 電波式ワイヤレス通信には専用のコマンダーが必要です。内蔵フラッシュ
光通信によるリモートコントロールも使えます。

小型軽量でいつでも持ち出せるE-M 10 Mark Ⅳなら日常の記
録をムービーでシェアする“Vlog ”で、子どもの成長や家族の思い
出を残すのも楽しい。強力な手ぶれ補正や、下開きモニターで自撮り
ムービーもきれいに撮れる。

  Vlogも気軽に 

4Kムービー静止画切り出し

残しておきたい瞬間を
切り出して写真に
4Kムービー撮影中に「写真で残しておきたい」と思える
一瞬があったら、写真として切り出すことができます。
気に入った表情を大切な1 枚に。

強力なボディー内５軸手ぶれ補正は、パパママの
ムービー撮影の強い味方。歩きながらの撮影でもぶれを
おさえて、高画質で記録します。

手持ち撮影でもカクカクしない

ボディー内 5軸手ぶれ補正

高画質なムービーで
思い出を鮮やかに記録
高画質で鮮明な4Kムービーが撮れます。運動会やお
ゆうぎ会などの特別なイベントでは、写真もムービー
もE-M10 Mark Ⅳ1台でOK 。いつ見返しても美しい
思い出に。

4Kムービー

自分撮りモード

自分撮りモードでムービー撮影も

モニターを下に開いたら自動で起動する自分撮りモード
は、ムービーにも最適。モニターのボタンにタッチで録画ス
タート。子どもと一緒に映ったムービーもかんたんに残
せます。

電波式外部フラッシュ

光量をコントロールして
ドラマチックな写真に
電波式ワイヤレス通信対応の外部フラッシュ
も使えます。少し離れた場所にフラッシュを
設置するなど、光をコントロールしたかっこ
いい写真も撮れます。

※ ムービー撮影にはSDスピードクラス10以上の
カードをご使用ください。4Kの場合はUHS-Iの
UHSスピードクラス3以上をご使用ください。

1110



自動開閉キャップLC-37Cまたはプロテク
トフィルターPRF-D37 PROを装着したま
ま使用できます。
希望小売価格（税込）：5,060円

カメラの電源のON/OFFに合わせて自動開
閉するので、レンズキャップを着脱する必
要がなくスムーズに撮影できます。
希望小売価格（税込）：5,500円

大型アイカップ
EP-16
外光を遮断し、ファインダーをより見やす
く。裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットし
ます。
希望小売価格（税込）：2,420円

電波式ワイヤレス通信対応の小型軽量フ
ラッシュです。

エレクトロニックフラッシュ
FL-700WR

希望小売価格（税込）：49,500円

ラッピングクロス
CS-35＊4

カメラを包んで保護する、クッション素材
のクロスです。外側は撥水加工で安心。
希望小売価格（税込）：3,960円

キルティングクッションケース
CS-43＊4

カメラやレンズを収納し、バッグに入れて
持ち運べます。便利な中仕切り＊5付き。
希望小売価格（税込）：3,300円

本革ショルダーストラップ
（ロングタイプ）CSS-S109LLⅡ
いろんな長さに調節できるから、首に掛け
たり斜めにしたり、シーンに合わせて使え
ます。

ブラウン
（BRW）ブラウン（BRW）

ブラック
（BLK）

ホワイト
（WHT）

希望小売価格（税込）：5,280円

121点（コントラスト）

（小さな顔・瞳、横顔も検出）

約15コマ／秒

チルト式

（操作しやすい下開きモニター）

OLED（約236万ドット）

×

4/3型Live MOSセンサー

約2030万画素

ISO LOW（約100相当）～25600

5軸手ぶれ補正

121点（オールクロス像面位相差）

（小さな顔・瞳、横顔も検出）

約30コマ／秒

バリアングル

OLED（236万ドット）

（IP53）

＊1 CIPA準拠　幅×高さ×奥行　突起部含まず　＊2 CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む　※撮影制限や詳細な仕様についてはウェブサイトをご確認ください。

16種類＋ファインチューン

×

4K（3840×2160）対応

（P/A/S/M/ART/AP/SCNモード時）

約360枚

約121.7×84.6×49.0mm

約383g

／

16種類

×

C4K（4096×2160）対応

×

(P/A/S/M/ART/SCNモード時)

約310枚

約125.3×85.2×49.7mm

約414g

／

キット構成
● ボディー
● 12-45mm F4.0 PRO レンズキット
● 14-150mm II レンズキット 

● ボディー
● EZ ダブルズームキット

ストラップやレンズをそろえて    
もっとおしゃれにカメラを持ち歩こう。

カラーバリエーション
シルバー ブラックシルバー ブラック

アクセサリー

ひ
ろ
が
る

アートフィルター

カラー／モノクロ
プロファイルコントロール

ムービー撮影

内蔵フラッシュ

USB充電

静音撮影

撮影可能枚数

16種類＋ファインチューン

4K（3840×2160）対応

（P/A/S/M/ART/AP/SCNモード時）

約360枚

は
や
い

AF

顔／瞳優先AF

連続撮影速度

121点（コントラスト）

（小さな顔・瞳、横顔も検出）

約15コマ／秒

大きさ＊1

質量＊2

コンパクト
約118.3×68.5×38.1mm

約337g

つながる Wi-Fi／
Bluetooth ／

使
い
や
す
い

モニター形式

自分撮り
モニター

電子ビュー
ファインダー

防塵・防滴
耐低温

チルト式

（操作しやすい下開きモニター）

×

×

PEN 
E-P7

4/3型Live MOSセンサー

約2030万画素

ISO LOW（約100相当）～25600

5軸手ぶれ補正

撥水本革ショルダーストラップ
CSS-S119L＊1＊2

撥水処理を施した肩への負担が小さい幅広
の本革製。
希望小売価格（税込）：9,900円

シルバー（SLV） ブラック（BLK）

自動開閉キャップ
LC-37C＊3

ベージュ（BEG）ブラック（BLK）

ソフトカメラケース
CS-50SF＊4

カメラを入れない時は折りたたんでコンパ
クトに。SDカード用ポケット付き。
希望小売価格（税込）：3,850円

コンパクトながらも、ハードな環境で安心
して使える5層構造。カメラをしっかり保
護します。
希望小売価格（税込）：6,600円

CS-44SF＊4
ソフトカメラケース

旅行に必須の予備バッテリー。
希望小売価格（税込）：7,700円

リチウムイオン充電池
BLS-50

ブラウン（BRW）ベージュ（BEG）

CSS-S114
ショルダーストラップ

希望小売価格（税込）：5,280円

ファブリック素材で、やわらかな印象のス
トラップです。

本革ハンドストラップ
CSS-S110LS
手首に掛けて気軽に持てます。
希望小売価格（税込）：3,740円

ブラウン
（BRW）

ブラック
（BLK）

ホワイト
（WHT）

ホワイト（WHT） ライトブラウン（LBR）

ブラウン（BRW） ブラック（BLK）

本革レンズジャケット
LC-60 .5GL

＊ 1 実用新案第 3199385号。＊ 2 水洗いすることは
できません。＊ 3 各種フィルターとは併用できません。
重ねて装着した場合、正常に動作しません。＊ 4 装着
したまま収納可能なレンズについては、ホームページ
のサポートページにて最新情報をご確認ください。＊ 5 
登録新案第 3186757 号。

エントリーモデルラインナップ

コマンダー
FC-WR
電波制御でのワイヤレスライティングを可
能にするコマンダーです。
希望小売価格（税込）：44,000円

入力電圧AC100～240Vに対応、海外でも
使用できます。
希望小売価格（税込）：6,600円

リチウムイオン電池充電器
BCS-5

OM-5 OM-D 
E-M10 Mark IV

● ボディー
● 14-42mm EZ レンズキット
● EZ ダブルズームキット

シルバー ホワイト

4/3型Live MOSセンサー

約2037万画素

ISO LOW（約64相当）～25600

5軸シンクロ手ぶれ補正

撮像センサー

有効画素数

ISO感度

ボディー内
手ぶれ補正

手ぶれ
補正性能

き
れ
い
に
撮
れ
る

キットレンズ（ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ）専用キットレンズ（ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ）専用
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プロテクトフィルター

PRF-D37 PRO ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ、
45㎜ F1.8用 3,850円

PRF-D46 PRO 17mm F1.8、25mm F1.8、
ED 30mm F3.5 Macro用 3,850円

PRF-D58 PRO ED 40-150mm F4.0-5.6 R用 4,400円

ZUIKO PRF-ZD72 
PRO ED 12-200mm F3.5-6.3用 8,800円

希望小売価格（税込）

＊1 35mm判換算 ＊2 AF機能はありません。絞りはF8.0固定です。手ぶれ
補正を使用する場合は焦点距離を9mmに設定してください。＊3 収納可能
なレンズについては、ホームページのサポートページにて最新情報をご確認
ください。

持ち運びもらくらくレンズ専用ポーチ

レンズケース

手首に掛けたままでも開け閉めしや
すく、レンズ交換もかんたん。持っ
ているバッグの持ち手にストラップ
を掛けておけば、バッグの中から
さっと取り出せます。

希望小売価格（税込）：4,950円

CS-52＊3

撮りたいモノや表現したいコト。
シーンに合わせてレンズを換えて。
写真をもっと思い通りに。

レンズのことがより詳しくわかる
コンテンツを公開

暗い場所や狭い場所でも明るく広々 きれいなボケ味のオールラウンダー 小さな被写体もしっかりクリアーに
（34mm相当）＊1広角レンズ 標準レンズ（50mm相当）＊1 マクロレンズ（60mm相当）＊1

＊レンズフード LH-49B が同梱されています。

● 大きさ（最大径×長さ）：Φ57 .5×35 .5mm
● 質量：120g　● シルバー/ブラック
希望小売価格（税込）：65 ,450円 希望小売価格（税込）：46 ,200円

● 大きさ（最大径×長さ）：Φ57 .8×42mm
● 質量：137g　● シルバー/ブラック

希望小売価格（税込）：44 ,000円

● 大きさ（最大径×長さ）：Φ57×60mm
● 質量：128g　● ブラック

17mm F1.8
M.ZUIK O  DIGITAL

25mm F1.8
M.ZUIK O  DIGITAL

ED 30mm F3.5 Macro
M.ZUIK O  DIGITAL

ボケを活かして人物が際立つ 遠くも近くもこれ１本で旅にぴったり デフォルメされた世界が楽しめる
中望遠レンズ（90mm相当）＊1 高倍率ズームレンズ（24-400mm相当）＊1 魚眼レンズ（18mm相当）＊1

● 大きさ（最大径×長さ）：Φ56×46mm
● 質量：116g　● シルバー/ブラック
希望小売価格（税込）：38 ,500円

＊レンズフード LH-76Cが同梱されています。

● 大きさ（最大径×長さ）：Φ77 .5×99 .7mm　
● 質量：455g　● ブラック　● 防塵・防滴
希望小売価格（税込）：137 ,500円

フィッシュアイボディーキャップレンズ

希望小売価格（税込）：13 ,200円

● 大きさ（最大径×長さ）：Φ56×12 .8mm
● 質量：30g　● ホワイト／ブラック

45mm F1.8
M.ZUIK O  DIGITAL

ED 12-200mm F3.5-6.3
M.ZUIK O  DIGITAL

BCL-0980＊2

12mm（広角側） 100mm（望遠側） 200mm（超望遠側）
（24mm）＊1 （200mm）＊1 （400mm）＊1

LENS  RE CIPE
レンズレシピ

焦点距離が短いと、写真の中に広い範囲を写せます。反対に長く

なると、写る範囲は狭くなり遠くのものを大きく写せます。広い

範囲を写せるレンズを広角、遠くのものを大きく写せるレンズを

望遠と覚えましょう。

焦点距離が違うとA

（　）内は35mm判換算

周りまで広々写せる 遠くのものが大きく写る

F値が小さいほど背景がボケて、大きくなると背景までくっきり

と写すことができます。このF値は「絞り」と言われるもの。背

景をボカしたいときは、F値を小さく（絞りを開く）しましょう。

B F値が違うと

F1 .8 背景がたっぷりボケる 背景までくっきり写るF13

1 ボディーとレンズにある赤い

マークを合わせます。
2 レンズを時計回りに回し「カ

チッ」と音がして固定されたら

装着完了です。

1 ボディーのレンズ装着部横に

あるボタンを押します。
2 ボタンを押したままレンズを

反時計回りに回し、ボディーか

らレンズを静かに離します。

レンズ交換の方法
レンズ名には、焦点距離・F値の情報が含まれています。基本

的にこのふたつの値によって写真のバリエーションが広がるの

で、かんたんにでも意味を理解しておくことをおすすめします。

レンズ名の読み方

A 焦点距離 B F値

17mm
M.ZUIK O  DIGITAL

F1.812

つけ方

外し方

2

1

レンズ

14mm
（28mm）

42mm
（84mm）

150mm
（300mm）
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［安全に関するご注意］正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

□ ［電話でのお問い合わせ］カスタマーサポートセンター　　 0570-073-000 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。

□ ［インターネットでの情報入手］ https://www.om-digitalsolutions.com/ja/ より［サポート］のページへお進みください。
製品仕様、パソコン接続、Q&Aなどの各種お問い合わせ先などの最新情報は、OMデジタルソリューションズホームページでご確認いただけます。

□ ［ショールームのご案内］ ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA  〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F（Tel：03-5909-0190）

OM SYSTEM  ブランドページ

OM SYSTEMのブランドストーリーなど詳細をご覧いただけます。

M.ZUIKO DIGITAL LENSES

様々なシーン・被写体に合わせて選べる豊富なレンズラインナップ。

OM SYSTEM  公式アプリ

撮影テクニックなどフォトライフが楽しくなるコンテンツが充実。 カメラで撮った写真をスマートフォンに転送。
カメラを操作して撮影したり撮影モードの設定も可能です。

OI.Share

OM SYSTEM PLAZAでは、写真文化

の普及・向上に貢献することを目的に、

様々な写真展を行っています。

ギャラリー、
写真教室などの
詳細はコチラ

OM SYSTEM PLAZA ショールームのご案内

OM SYSTEM PLAZA

OM SYSTEM
Facebook 製品の情報はもちろん、写真展や写真講座のご紹介のほか、

カメラの設定方法など、お役立ち情報を発信しています！

Twitter
作品やキャンペーン、お得なオンラインショップの情報を
紹介しているペン！　たまにペンちゃんのプライベートも～？

@olympus_omd_em10
＃カンタンママパパカメラ

@om_system_jp
#om写真投稿

Instagram
@olympus.pen
＃penのある生活

ペンちゃん【OMデジタルソリューションズ公式】
@olympuspenstyle

OM SYSTEM

OLYMPUS PEN

OM-D Family

E-M10 Mark IV スペシャルサイト

一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、
幅広い層にフィットするミラーレス一眼。

かんたんカメラマガジン

カメラを始めたい人、初心者のための撮影ジャンル別の
テクニックを基礎からやさしく教えます。

このカタログについて〇撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。〇カタログには効果や機
能を説明するためのイメージ写真も含まれます。また、モニター画面はイメージではめ込み合成です。〇外観・仕様は予告なく変更することがありま
すので、あらかじめご了承ください。〇商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。〇Windowsは米国Microsoft Corporationの米国お
よびその他の国における登録商標です。〇HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition MuItimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商
標です。〇Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。〇Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。〇Bluetooth®のワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, lnc.が所有する登録商標であり、OMデジタルソリューションズ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。〇Android Google PlayはGoogle Inc.の商標です。〇iOSは米国シスコの商標も
しくは登録商標です。〇App StoreはApple Inc.のサービスマークです。〇ApicalロゴはApical Limitedの登録商標です。〇Four ThirdsおよびMicro Four 
ThirdsロゴマークはOMデジタルソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。〇その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
〇このカタログは2023年1月現在のものです。〇税込価格は2023年1月の税率に基づく価格となります。




