
 毎 日をシャッター チャン スに。軽くて、か ん た ん、デジタル 一 眼、　 　  

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

α シ リ ー ズ
最 軽 量

約450 g
（ ボディのみ）

デジタル一 眼レフカメラ
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手 にし た 日 か ら 、とっ て お き の 一 枚 を 。

sony.jp/camera/sony_camera/
スペシャルサイト公開中

美しさを極めるために生まれた
高性能レンズ群

ソニー独自の高精細
イメージセンサー

画像処理エンジン
「BIONZ」

● ボディ DSLR-A230
● ズームレンズキットDSLR-A230L（キットレンズ：DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM）
● ダブルズームレンズキットDSLR-A230Y（キットレンズ：DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM、DT 55-200mm F4-5.6 SAM）
各オープン価格

α230はエコリーフ環境
ラベルを取得しています

AP-09-057

ボディ内蔵ボディ内蔵
手ブレ補正手ブレ補正
機能機能

高感度高感度
ISO3200ISO3200

有効有効
10201020万
画素画素

撮影可能枚数撮影可能枚数
約510510 枚

ヘルプガイドヘルプガイド
表示表示

ボディに
再生

プラスチックを
使用しています

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※画面はハメコミ合成です　※写真のショルダーストラップは付属品ではありません

デジタル一眼レフカメラ

DT 18‒55mm F3.5‒5.6 SAM　1/100秒　F5.6　ISO400

ど ん ど ん 大 き く な る キ ミ だ か ら 。
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α230について詳しくはαオフィシャルサイトへ 　　sony.jp/dslr/

もうこれからは手ブレを気にしない 撮影しながら、ステップアップ

撮影情報の表示画面には、カメラの機能

に詳しくなくても気軽に操作できる新ユー

ザーインターフェースを採用。シャッター

スピードと絞りの変化による効果の違い

がイラストでわかりやすく表示されるの

で、カメラの機能や写真の基本を学びな

がら撮影が楽しめます。

室内や夕景、望遠撮影で起こりやすい手ブレは、すべての

αレンズで手ブレを軽減する「ボディ内蔵手ブレ補正機能」

で解決。シャッタースピード換算で最大3.5段分まで補正

するので、さまざまなシーンで被写体をくっきり写せます。

F r i e nd l y
はじめてでも、思いのまま

ISO800
（1/30 秒）

ISO3200
（1/125 秒）手ブレ補正ON 手ブレ補正OFF

暗い場所でもおまかせの高感度

夕暮れやキャンドルなどを撮りたいときは、高感度に設定

して撮影。最高ISO3200まで設定できるので、光の雰囲気

をそのまま写せます。また、高感度撮影なら、速いシャッター

スピードで被写体ブレも防げます。

背景をぼかす 背景までくっきり写す

躍動感を表現する 速い動きを止める

Aモード（絞り優先）

Sモード（シャッタースピード優先）

※手ブレ補正の効果は、撮影状況やレンズにより異なります  ※コニカミノルタ製AFマクロ
ズーム3×-1×、F1.7-2.8では手ブレ補正の効果が得られません

液晶画面の動きはwe液晶画面の動きはwebでチェッでチェック！ sony.jp/dslr/

HDMI 端子を搭載。HDMI ケーブル（別売）1本でハイビジョンテレビと
接続するだけで、撮った写真を大画面ハイビジョンテレビの臨場感たっぷり
な映像で鑑賞できます。

●  パソコンいらずで、撮った写真を楽しめる

HDMIケーブル（別売）1本で、ハイビジョンテレビと簡単接続

「ブラビアリンク」対応のソニーのハイビジョンテレビ〈ブラビア〉
とつなげれば、αに保存した画像の再生やスライドショー再生などが、
〈ブラビア〉のリモコンから簡単に操作できます。

●  〈ブラビア〉のリモコンで簡単操作

〈ブラビア〉に付属のリモコンで、カメラをらくらく操作

写真ならではの高精細で微妙な色合いを再現する「ブラビア 
プレミアムフォト」に対応。αで撮った写真を対応の〈ブラビア〉

に映しだせば、写真の持つ本来の美しさをフルハイビジョン画質で余すと
ころなく再現します。

●  写真を鑑賞するなら「ブラビア プレミアムフォト」

●  お気に入りの写真を飾って、
　いつでも鑑賞できる　
  「デジタルフォトフレーム」

詳しくは  　sony.jp/s-frame/

● 逆光シーンも見たままの印象で残せる 
  「Dレンジオプティマイザー」

● 記念撮影で失敗しない連続セルフタイマー機能

● ファインダーをのぞいた瞬間に
　被写体にピントが合う「アイスタートAF」

● 瞬間を逃さない、最高約2.5コマ/秒の高速連写

● ピントが合うと赤く点灯する、高精度「中央クロス9点AF」

● イメージに合わせたこだわりの画像仕上げ「クリエイティブスタイル」

●  “メモリースティック PRO-HG デュオ”とSD/SDHCメモリーカード
 　に対応したデュアルスロットを搭載

αならではの、使いやすさとこだわり

撮影後の写真加工はもちろん、パソコン
内の全画像をカレンダー上で整理・閲覧
できます。画像にコメントやフレーム、BGM
などを追加するeDeco機能を搭載し、デ
コレーションした画像をインターネット上の
画像共有サイトにアップして、家族や友だ
ちと一緒に楽しめます。

写真の整理や作品づくりに便利な付属ソフトウェア

PMB （Picture Motion Browser）

その他いろいろな機能は、web でチェッその他いろいろな機能は、web でチェック！ sony.jp/dslr/

αなら撮ったあとも楽しみ広がる

ピクチャー モーション ブラウザー
画像管理ソフト

Image Data Lightbox 
たくさんの写真を快適に閲覧・セレクトできる

（イメージ データ ライトボックス）SR

Image Data Converter 
お気に入りの写真を作品に仕上げられる、RAWデータ現像ソフト

（イメージ データ コンバーター）SR

DT 50mm F1.8 SAM

希望小売価格 23,100円
（税抜価格 22,000円）

主役をぐっと引き立てるポートレートレンズ

さらに
専用ソフトキャリングケース

が付属

リチャージャブルバッテリーパック
NP-FH50

希望小売価格 7,875円
（税抜価格 7,500円）

リモートコマンダー
RMT-DSLR1

希望小売価格 3,150円
（税抜価格 3,000円）

子どもや愛犬の何げない表情を、より魅力
的に表現できるのがポートレートレンズ
です。ズームレンズに比べて背景をきれい
にぼかせるので、主役をくっきり浮かび
あがらせた印象的な写真が簡単に撮れます。

L e n s & A c c e s s o r y 写真がもっと楽しくなる写真がもっと楽しくなるααレンズ＆アクセサリーレンズ＆アクセサリー

「ブラビアリンク」「ブラビア プレミアムフォト」対応テレビについては  　sony.jp/bravia/

DT 30mm 
F2.8 Macro SAM

小さなモノたちの世界を切りとれるマクロレンズ

日差しを遮光し、高い視認性を確保

ACC-AMFH10
希望小売価格 9,450円
（税抜価格 9,000円）

アクセサリーキット

はじめにそろえたいアイテムをセットでお得に

新発売

αをもっとスタイリッシュに持ち出せるカジュアルシリーズ

ブラウン
（T）

ホワイト
（W）

ブラック
（B） ブラウン

（T）
ブラック
（B）

ホワイト
（W）

ホワイト
（W）

ブラウン
（T）

ブラック
（B）

ハンドストラップ
STP-HS1AM
希望小売価格 各3,675円
（税抜価格 各3,500円）

レンズキャップホルダー
LCS-LC1AM
希望小売価格 各2,100円
（税抜価格 各2,000円）

ショルダーストラップ
STP-XS2AM
希望小売価格 各3,675円
（税抜価格 各3,500円）

ラッピングクロス
LCS-WR1AM
希望小売価格 各2,100円
（税抜価格 各2,000円）

※画面はグラフィック表示時（初期設定）

日差しが強い屋外で使用するときに便利な液晶フード

液晶フード
SH-L1AM
希望小売価格 4,725円
（税抜価格 4,500円）

ブラウン
（T）

ブラック
（B）

ホワイト
（W）

コンパクトに折りたたみ可能

マクロレンズを使えば、小さな被写体を画
面いっぱいに写すことができます。美しい花
や昆虫はもちろん、お菓子やアクセサリー
などの小物類も日常とは違った視点でユ
ニークな写真を楽しめます。

選べる4色の
画面カラー

太陽の下でもクリアに見えるホワイト、
暗いシーンで見やすいブラック。
好みに合わせてピンクとブラウンの

4色から選択できます。

はじめてでも
操作に迷わない

各モードの使い方や撮影のヒントを
紹介するヘルプガイド表示で、撮りたいシーンに
合った撮影モードをかんたんに探せます。

液晶画面の動きはwebでチェック！

sony.jp/dslr/

●●●●

ボディ内蔵
手ブレ補正機能

すべてのαレンズで
手ブレを軽減する

B e a u t i f u l
小さくても、性能はゆずれない

SAL50F18
SAL30M28
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型式 フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ
使用レンズ ソニー製αレンズ（ミノルタ、コニカミノルタ製αレンズ動作確認済み）

撮像部

撮像素子 APS-C サイズ（23.6×15.8mm）、原色フィルター付CCD
有効画素数 1020万画素
総画素数 1080万画素
アンチダスト機能 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による

記録部

画像ファイル形式 JPEG （DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.21、MPF Baseline）準拠、DPOF対応、RAW （ソニー独自ARW2.1フォーマット）、RAW＋JPEG

記録画素数 ［ アスペクト比 3：2  ］Lサイズ：3872×2592 （10M）、Mサイズ：2896×1936 （5.6M）、Sサイズ：1920×1280 （2.5M）
［アスペクト比 16：9 ］Lサイズ：3872×2176 （8.4M）、Mサイズ：2896×1632（4.7M）、Sサイズ：1920×1088 （2.1M）

画質モード RAW、RAW+JPEG、ファイン、スタンダード

記録媒体 “メモリースティックPROデュオ”、“メモリースティックPRO-HGデュオ”、
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード

ノイズリダクション 長秒時NR 入 / 切  シャッタースピード1秒からBULB 、高感度NR 入 / 切  ISO1600/3200に適用
色空間 sRGB、Adobe®RGB 

その他の機能
クリエイティブスタイル＊1: スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夜景、夕景、白黒＊2

（コントラスト〈±3段階〉、彩度〈±3段階〉、シャープネス〈±3段階〉）
Dレンジオプティマイザー：切 /スタンダード /アドバンス

ホワイトバランス ホワイトバランスモード オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 / フラッシュ / カスタム

フォーカス

検出方式 TTL位相差検出方式
検出素子 CCDラインセンサー
測距点数 9点 
検出輝度範囲 EV0～ 18 （ISO100相当）
フォーカスモード AF/MF切り換え可。AFモード：シングル、AF制御自動切り換え、コンティニュアス
フォーカスエリア ワイド（合焦点は複数点灯〈最大3点まで表示〉）、中央に固定、ローカル （9点より選択）
その他の機能 動体予測、フォーカスロック、アイスタートAF、AF補助光（内蔵フラッシュ、到達距離 約 1～5m）

露出制御

測光

［  測光方式  ］TTL 開放測光
［  測光素子  ］40分割ハニカムパターンSPC
［  測光範囲  ］EV1～ 20 （スポット測光時はEV3～ 20） （ISO100相当、F1.4 レンズ使用時）
［ 測光モード ］ 多分割測光、中央重点平均測光、スポット測光

露出制御

［  露出制御モード  ］ プログラムAE（AUTO、AUTO 〈フラッシュ発光禁止〉、P）、絞り優先AE（A）、シャッタースピード優先AE（S）、マニュアル（M）モード
［ シーンセレクション  ］ ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート /夜景
［    露  出  補  正     ］ ± 2EV （0.3 段ステップ）
［  露出ブラケット  ］ 枚数：3枚、ずらし量：0.3、0.7 段ステップ選択可能

ISO感度（推奨露光指数＊3） AUTO、ISO100～3200 （1段ステップ）

ファインダー

ファインダータイプ アイレベル固定式、ペンタダハミラー使用
視野率 約95% 
倍率 約 0.83 倍（50mmレンズ無限遠、ー1mー1時）
視度調整機能 ー2.5 ～ +1.0mー1（ディオプター）
アイポイント 最終光学面から約16.5mm、接眼枠から約10.9mm （視度ー1mー1 時） （CIPA規格準拠）
ファインダースクリーン スフェリカルアキュートマット

液晶モニター
形式 2.7 型 TFT 駆動 （クリアフォト液晶）

ドット数 230,400 ドット
明るさ調節機能 5段階の手動設定可能

シャッター
形式 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
シャッター速度範囲 1/4000～ 30秒、バルブ
フラッシュ同調速度 1/160秒

手ブレ補正
機能 

方式 イメージセンサーシフト方式
表示機能 ファインダー内に手ブレインジケーター表示
補正効果 シャッタースピードで約2.5～3.5 段 （撮影条件、レンズにより異なる）

内蔵
フラッシュ

ポップアップ 自動＊4

ガイドナンバー（GN） 10 （ISO100・m）
照射角 18mm （レンズ表記の焦点距離）
制御方式 ADI 調光、P-TTL 調光 （自動切換え）
フラッシュ調光補正 ±2EV （0.3 段ステップ）

フラッシュモード 発光禁止、自動発光、強制発光、赤目軽減プリ発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、ハイスピードシンクロ※、ワイヤレス※

※外付フラッシュ  HVL-F58AM、HVL-F56AM、HVL-F42AM、HVL-F36AM使用時
充電時間 約4秒

ドライブ
ドライブモード 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー （10秒、2秒選択可能）、連続セルフタイマー、リモコン
連続撮影速度 最高約2.5 コマ /秒
連続撮影可能枚数 JPEG Lサイズ ファイン：枚数制限なし、RAW：6枚、RAW＋JPEG：3枚  （メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる）

再生機能 1枚再生（撮影情報あり /なし、ヒストグラム表示〈輝度・RGB〉および白とび黒つぶれ警告）、インデックス表示（4/9/25 枚選択可能）、拡大表示
（最大：Lサイズ約 12倍、Mサイズ約 9.1倍、Sサイズ約6.1倍）、縦横自動回転再生（入 /切 選択可能）、スライドショー機能

インター
フェース

PC インターフェース USB2.0 Hi-speed （マスストーレージ、PTP）
HD出力 HDMIタイプ Cミニ端子、ブラビアリンク（リンクメニュー対応）、「ブラビア プレミアムフォト」対応

対応OS （USB）
Microsoft Windows 2000 Professional SP4 / Windows XP※ SP3 / Windows Vista SP1
Macintosh は Mac OS X （v10.1.3 以降に対応）
※64-bit 版は除きます

プリント機能 対応規格 Exif Print、Print Image Matching III、PictBridge

電源
使用電池 リチャージャブルバッテリー NP-FH50 ※NP-FH30、NP-FH40、NP-FM500H、NP-FM55Hは使用不可
撮影可能枚数 約510枚 （CIPA規格準拠）
外部電源 別売ACアダプター AC-PW10AM

質量 約 450g（電池、記録メディアなど、付属品含まず）
外形・寸法 約 128（幅）×97（高さ）× 67.5（奥行）mm
使用温度範囲 約 0～40℃

付属品
バッテリーチャージャーBC-VH1、リチャージャブルバッテリーパックNP-FH50、USB ケーブル、ショルダーストラップ、
アイピースカバー、ボディキャップ（本体に装着）、アイピースカップ（本体に装着）、CD-ROM（画像管理ソフト PMB〈Picture Motion Browser〉、
写真ファイリング・セレクト閲覧ソフト Image Data Lightbox SR、RAWデータ現像ソフト Image Data Converter SR 他） 他

　　　　　　　　 主な仕様

＊1 スタイル選択により最適な画像処理（コントラスト／彩度／シャープネス／WBほか）が設定されます　＊2 白黒選択時には彩度の任意設定はできません　＊3 ISO 規格（ISO12232、2006）準拠
＊4 内蔵フラッシュでの撮影時には、被写体から1m以上離れてください　※本機の動作温度は約 0～40°C です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
※本カタログ本文中の画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字 4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会（Camera & Imaging Products Association）
の略称です

“メモリースティック PRO デュオ” SD/SDHCメモリーカード
2GB 4GB 2GB 4GB

スタンダード 647 1281 634 1277
ファイン 480 951 470 947
RAW+JPEG 98 195 96 194
RAW 123 245 121 245

［画像サイズ：L］10M（3：2）

“メモリースティック PRO デュオ” SD/SDHCメモリーカード
2GB 4GB 2GB 4GB

スタンダード 735  1456 720 1450
ファイン 552 1093 541 1089
RAW+JPEG 100 200 98 199
RAW 123 245 121 245

α230 撮影可能枚数
［画像サイズ：L］8.4M（16：9）

安全に使用するための注意 ●裏ブタをはずしたり、内部の改造をしたりしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で
充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電
したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください　商品使用上の注意 ●あな
たがカメラで撮影したものは、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 ●万一、カメラや記録
メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの
表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります　カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様
および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、
印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販
売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各
機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください　商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を
確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています　商標について
●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ● 　 はソニー株式会社の商標です ●“BIONZ”、“ビオンズ”およ
び 　　　　はソニー株式会社の商標です ●“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO”、“メモリースティック PRO 
デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”および　　　はソニー株式会社の商標または登録商標です ●“InfoLITHIUM（イン
フォリチウム）”および　　　　　  はソニー株式会社の商標です ●〈ブラビア〉およびそのロゴはソニー株式会社の商標または登録
商標です ●“ブラビアプレミアムフォト”および  　　    はソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vista
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 ●Macintosh、Mac OSはApple Inc.
の登録商標または商標です ●SDHCロゴは商標です ●HDMI、        、およびHigh-Definition Multimedia Interface
は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●Adobe はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）
の米国ならびに他の国における商標または登録商標です ●Dレンジオプティマイザーアドバンスには   アピカル社の技術
を使用しています ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

安全点検のお願い
このような症状はありませんか  

使用を中止  商品を安全に使うため、使用前に必ず
「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください安全に関する注意 ●電源コードが傷んでいる　●変なにおいがしたり、

煙が出たりする  ●内部に水や異物が入った

バッテリーをはずすかコンセントから電源
プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカル
インフォメーションセンターにご相談ください

CWDP-1  Printed in Japan.   （84942025）R

環境配慮情報
●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています ●キャビネットにハロゲン系難燃材を使用
していません ●包装用緩衝材に段ボールを使用しています ●主なプリント配線板にハロ
ゲン系難燃材を使用していません 

※各数値は目安です。被写体や撮影条件などにより異なります
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