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Phase One 新型レンズ発売 及び、新型 645 Camera
XF プラットフォームメジャーアップデートご案内
プラットフォームメジャーアップデートご案内

拝啓 貴社 益々、御清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
ハイエンドデジタルカメラメーカーである「PhaseOne A/S」と、その国内総代理店である
株式会社 DNP フォトイメージング ジャパン（東京都 代表者：代表取締役 毛利洋一）は、新
型 リーフシャッターレンズ「 Schneider Kreuznach 55mm LS f/2.8 ・80mm LS f/2.8 ・
150mm LS f/3.5」を発表しました。
新製品 シュナイダー・クロイツナッハ AF 55mm LS f/2.8 ・80mm LS f/2.8 ・150mm LS
f/3.5 LENS 3機種はプロカメラマンが求める精度でロケーション撮影時に必要とする全域で
優れたイメージクオリティを実現し、プレミアムレンズとして圧倒的なパフォーマンスを提
供します。
レンズシャッター部は1/1600秒～1秒のストロボ全速同調が可能なうえ、AF/MFの切り替えを
簡単操作・スピーディに行うことを可能にしました。
高画質な撮影クオリティーを必要とする全てのユーザーの方に新たなるソリューションを提
供してまいります。
重ねて先に販売を開始しましたPhaseOne XF Camera システムに初のメージャーアップデート
を実施致します。同システムはPhaseOne社 次世代カメラプラットフォームとして開発され
既に全世界で多くの評価を得ています。
今回のアップデートでは6 品目もの機能追加とデジタルカメラバック・レンズ・ソフトウェ
アとの親和性を高めました。
今後とも弊社取扱い製品をご愛顧頂けます様、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

１）新型レンズ 発表・発売
【製品名】
・Schneider Kreuznach 55mm LS f/2.8 LENS
・Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8 LENS
・Schneider Kreuznach 150mm LS f/3.5 LENS
【発売日】１１月中旬 から順次発売
※内容詳細が決定しだいご案内させて頂きます。

【価 格】
690,000 円（税別）
430,000 円（税別）
780,000 円（税別）

２）Phase One XF Camera システム ファームウェア アップデート提供
３）A-シリーズ用 IQ3 システム発売
※詳しくは添付資料を確認をお願いします。
■ 本リリースに関してのお問い合わせ
株式会社 DNP フォトイメージング ジャパン
第３営業部２グループ
Tel ：03-6702-0972
Email ：phaseone@dnp-fotolusio.jp
以上

Phase One XF プラットフォームの
メジャーアップデートを
メジャーアップデートをリリース
Phase One 新世代カメラプラットフォームを進化
コペンハーゲン 2015年10月21日– 世界有数の中判カメラシステムプロバイダ
である Phase One は XF カメラシステム、 初のメジャーアップデートをリリ
ースしました。XF カメラシステムは、Phase One の最もフレキシブルで拡張
可能なモジュラーデザインのカメラシステムであり、そのオペレーティング
ソフトウェアによって高度に統合されながらも、アップデート可能なシステ
ムとして設計されました。
Phase One XF カメラシステムは、究極を目指すプロフェッショナルフォトグ
ラファーや熱心な写真愛好家のために継続的なアップデートと長期的投資価
値を提供します。
R&D VP ラウ・ノーガード は次のように述べています。

「我々は長年に渡り期待されていた現代の真の中判カメラシステムとして
XFを設計しました。これは、非常にフレキシブルで進化できるシステムで
ある必要がありました。最初の機能アップデートは、簡単なアップデート
作業により、多くの先進の新機能を追加できることで、フレキシビリティを
証明することになるでしょう。」
詳細はこちらからアクセスして下さい：
www.phaseone.com/XF-Platform-Update
XFカメラシステムのデモは以下より承ります。
www.phaseone.com/demo
XF 新機能アップデートは以下の通りとなります：
- XFワンタッチUI（ユーザーインターフェース）上でのフォーカス確認
ウエストレベルビューファインダー使用時にフォーカスの確認が可能
- セイモグラフィック・バイブレーションディレイにより、撮影時のブレ
を完全に排除
- ハイパーフォーカルポイントの設定 — Capture One Proからキャリブレー
ションと保存が可能
- ブルズアイ・レベルツール - 電子水準器を XF ワンタッチUIスクリーン
に表示することで、カメラの水平を容易に確認可能
- ヒストグラム表示 — XFワンタッチ UI スクリーン上で撮影画像のヒスト
グラムを即座に確認
- フォーカスステップ — Capture One Pro のライブプレビューから直接
フォーカス調整、究極のフォーカス精度を実現
- その他、動作安定性の向上
これら全ての新機能は、XFカメラシステムユーザーに無償で提供されます。

新たな Schneider Kreuznach リーフシャッターレンズ
新たに 55mm LS f/2.8、80mm LS f/2.8、150mm LS f/3.5 の3本の Schneider
Kreuznach リーフシャッターレンズが追加されます。これらのレンズはXF
カメラシステム発表と同時に登場した 35mm、120mm と同様、より堅牢な
設計になっています。
Phase One は引き続き XF カメラシステムの進化に伴い、既存レンズライン
ナップのパフォーマンス向上を予定しています。例えばこれらのレンズの
シリアル番号とレンズキャリブレーションデータは、将来的にカメラ
システムの進化と統合されるためにファームウェアに保存されます。
新レンズは金属製フォーカスリング、高精度のアルミ削り出しのAF/MF切り
替えリング、滑り止めラバーが施された金属製レンズフードを備え、
Phase Oneの最新の品質、堅牢性、性能向上を目指す基準に沿ったものです 。
新A-シリーズ、
シリーズ、互換性を
シリーズ、互換性をさらに
互換性をさらに拡張
さらに拡張
新たなファクトリーレンズキャリブレーション (FLC) により、個別に新 IQ3
デジタルバックに合わせた調整が可能となりました。これによりA-シリーズ
デジタルバックユーザーは、IQ3 でレンズキャストキャリブレーション (LCC)
を作成することなく、IQ3のタッチスクリーンから使用レンズを選択して撮影
するだけです。新A-シリーズ IQ3 システムは、Phase One のオープンプラッ
トフォーム哲学を具現化したものです。
◇デモの依頼はこちらからお申し込みください： www.phaseone.com/demo
Phase One について
Phase One はオープンプラットフォーム、ハイエンドカメラシステムとソリ
ューションの世界的リーダーです。Phase One カメラ、デジタルバック、レ
ンズはトップクラスのイメージクオリティ向け、また投資価値をより有意義
にするために開発を進めています。 Phase One の Capture One Pro と Media
Pro は中判カメラ、デジタル一眼レフカメラと共に撮影及び撮影後の編集作
業を効率化します。 Phase One 製品は品質、柔軟性、スピードで高く評価さ
れており、プロフェッショナルフォトグラファーは幅広いファイル形式で妥
協することなく、よりクリエィティブな撮影をすることができます。
Phase One はコペンハーゲンを拠点にニューヨーク、ロンドン、東京、ケル
ン、香港、上海、シドニー、テルアビブに支社を持つ従業員所有企業です。
Phase One と Capture One は Phase One A/S の登録商標です。その他のブラン
ドまたは商品名はすべて所有者の商標または登録商標です。
詳細は以下をご覧ください:
Phase One: http://www.phaseone.com
Twitter: http://www.twitter/PhaseOnePhoto
Facebook: http://www.facebook.com/pages/PhaseOnePhoto
Google+: https://plus.google.com/+phaseone/posts
Linked In: http://www.linkedin.com/company/16665

