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4116コレクション 
ハッセルブラッドは4116コレクションと共に創立75周年を祝います。    

75年もの間フォトグラフィーの先端に立って来たハッセルブラッドが、新たな製品と他のブランド 
とのコラボレーションから成る｢4116 コレクション｣を発表致しました。1941年より、ハッセルブ 
ラッドはイメージング産業の先端を走って参りました。ハッセルブラッドは、今年「4116 コレクシ 
ョン」を発表し、過去の業績を祝いつつ来るべき未来も見つめます。

イノベーションと象徴的なデザイン
ヴィクター・ハッセルブラッドのイノベーションとデザイン哲学を受け継ぎ、ハッセルブラッドは全く異なる二つの新製品を

発表しました。４月には全く新しい電子プラットフォームを搭載した中判デジタルカメラH6Dを発表し、それに続き革新的

な世界初のミラーレスデジタル中判カメラX1Dを発表致しました。X1Dは5000万画素の中判デジタルカメラでありながら、

従来の同類カメラに比べ半分以下の重さを実現しました。ブランドの持つ象徴的なデザインの伝統を受け継ぎつつ人間工

学的設計を突き詰め、コンパクトで他のカメラにはない操作性を提供致します。X1Dは、持ち運び易さとハッセルブラッド

が今迄高い評価を得て来た光学性能の両方とを両立しています。

これらに加え、ハッセルブラッドは同じ志を持ったパートナーと協力し、75周年を記念して様々な新製品をコラボレーショ

ン致します。イメージング及び関連商品を扱う会社の中で、イノベーションやデザインの考えを共有する幅広いパートナー

とコラボレーションして参ります。

Moto × Hasselblad: モバイル・フォトグラフィーを変える
ハッセルブラッドはモトローラと協力し、「Hasselblad True Zoom」でモバイル・フォトグラフィーに革命を起こします。

「Hasselblad True Zoom」（商品名Moto Mod™）は、モトローラスマートフォンMoto Z対応の10倍光学ズームユニットで簡

単にMoto Zにマグネットで取り付けられます。この製品は機械式シャッターやクセノンフラッシュを備え、どんな環境下で

もすばらしいディテールを持ったイメージを捉えることを可能にします。

この「Hasselblad True Zoom」はスウェーデンにあるハッセルブラッドがアメリカ・シカゴにあるモトローラとのコラボレー

ションによりデザインし、伝説的なVシステムからインスパイアされたデザインと、画期的な撮影体験、人間工学に基づい

たすばらしい操作性とコントロールを可能にしました。光学設計とイメージング・プロセスはハッセルブラッドのエンジニア

たちにより最適化されました。Moto ModはハッセルブラッドのPhocusソフトウェアを使って現像できるRAWファイルでの

撮影を可能にします。Phocusソフトウェアは直感的で簡単に使っていただけるよう設計されています。このソフトウェアを

使うことにより、ユーザーは撮影したイメージを最高のクオリティで出力出来ます。

Gothenburg, 31st August 2016
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Hasselblad x ALPA: 技術能力の共有
ハッセルブラッドとスイスのカメラメーカーであるALPAは、互いの技術能力や情報を共有する目的ためのコラボレーショ

ンを実現しました。この２社はすばらしいデザインと精密なエンジニアリング技術という点で共通する哲学を持っていま

す。このパートナーシップにより、ALPAはハッセルブラッドのカメラやレンズなどに関わるテクニカル・ドキュメントにアク

セスすることが可能となり、同社のテクニカル・カメラを最適化すると共に互換性を確立することになります。

またこのパートナーシップにより、すべてのALPAのテクニカル・カメラはハッセルブラッドHシステム用デジタルバックとCFV

デジタルバックとの互換性が実現され、HC/HCDレンズとの互換性も実現されることになります。

Sandqvist x Hasselblad: デザインと機能性
ハッセルブラッドはスウェーデンのアクセサリーブランドSandvist (サンドクヴィスト)と関係を確立し、機能的でスタイリッ

シュなカメラバッグがハッセルブラッドの製品群を引き立てる役割を担います。このパートナーシップは、互いのブランドの

持つ長所と優位性を高めるためのものです。

両社は独自の北欧的発想を共有する中で、Sandvistはスウェーデンの自然風景からインスパイアされた製品を提供して来

ました。またハッセルブラッドはヨーテボリ発祥を誇りとすると共に、すべてのブランドがそうである様に、発祥地であるス

ウェーデンの伝統を大切に保ち続けています。

Sandqvistとハッセルブラッド両社の製品はシック、簡素でありながらも機能性に優れています。今回のコレクションは3

つの異なるデザインのバッグからなり、製作はハッセルブラッドとSandqvistの協力の下に行われました。これらは9月の

photokinaにて発表されます。

Hasselblad CEO ペリー・オースティングが語る4116コレクション：
「今年はハッセルブラッドにとって、非常に特別な年です。我々は75年間に及びフォトグラフィーの世界で先端を走り続け

て来ることが出来たことを祝うと共に、これまでの功績を称えつつも来るべき未来を見据え続けています。私たちは、製

品群の拡大が出来たことを誇りに思うと同時に、それぞれの分野の優れたブランドとコラボレーション出来ることを喜び

に感じています。 それがモバイル・テクノロジーやアクセサリーであったとしても、ハッセルブラッドは品質とクラフトマン

シップを大切に考えています。これらの考えが4116コレクションを製作する際の背景となっています。」

More to come

2016年9月に行われるphotokinaフェアにおいて、ハッセルブラッドはHasselblad MastersのWinnersと、これら4116コレク

ションをスペシャル・エディションのカメラやイノベーティブ・コンセプト・スタディーと共にご紹介致します。
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ハッセルブラッドについて

1941年に設立されたハッセルブラッドは、中判デジタルカメラとレンズにおけるリーディングカンパニーです。スウェーデンでハ
ンドメイドにより製造されているハッセルブラッドのカメラは、その象徴的な人間工学に基づくデザイン、妥協のない画像クオ
リティ、スウェーデンのクラフトマンシップ、高い性能でよく知られています。75年間にわたってハッセルブラッドのカメラは、人
類初の月面着陸など、世界でもっとも象徴的な画像をとらえ、写真の芸術性を通して世界の見方を形作ることに貢献してきま
した。NASAや世界で活躍する偉大なフォトグラファーたちの信頼を得て、ハッセルブラッドはこれからも「Create To Inspire」に
基づいて画質を追求した製品をつくり続け、世界にインスピレーションをもたらします。

ハッセルブラッドHシステムカメラ、およびHシステムレンズシリーズは、ユニークな進化を遂げ今日販売されているデジタルカ
メラシステムの中で最も包括的なシステムとして広く認められています。近年発売された製品には、最先端の CMOS センサー
を搭載した5000 万画素の中判デジタルカメラ H5D-50c 、5000 万画素のVシステム用デジタルバック CFV-50c や2億画素マル
チショットカメラ H5D-200c MS があります。2016年にはまったく新しい電子プラットフォームを搭載し、優れたクラフトマンシッ
プと画質を表現する H6D を発表。また７５周年を記念して、世界初ミラーレス中判デジタルカメラ X1D を発表しました。

ハッセルブラッドは、スウェーデンのヨーテボリにハンドメイドのカメラを生産する本社を構え、ニューヨーク、ロンドン、東京、
パリ、コペンハーゲン、ハンブルグに拠点を置き、世界中に販売店を持つグローバルカンパニーです。
   

ハッセルブラッド公式ウェブサイト: www.hasselblad.com/jp 
ハッセルブラッド公式 Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official  
ハッセルブラッド公式 Facebook: www.facebook.com/hasselblad
ハッセルブラッド公式 Twitter: www.twitter.com/hasselblad
ハッセルブラッド公式 LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
ハッセルブラッド公式 YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
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PRESS MATERIALHasselblad True Zoom - Motorola

Hasselblad True Zoom は9月より世界中で販売されます。 
より詳しい情報は、www.motorola.com をご覧ください。 
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DATASHEET

 

Hasselblad True Zoom 製品の主な仕様

寸法 152.3 x 72.9 x 9.0 - 15.1mm（幅X 高 X 奥行）

重量 145g

センサー有効画素数 1200万画素

ビデオ解像度 1080p  HD  30fps

録音マイク 2

センサータイプ BSI (裏面照射型) CMOSセンサー

センサーサイズ 1/2.3 インチ

ピクセルサイズ 1.55 μm

絞り値 ƒ/3.5-6.5

光学 10倍ズーム/ デジタル4倍ズーム

焦点距離 4.5-45 mm (35mm換算で25-250mm相当)

最短撮影距離 5cm-1.5m (10Xの場合)

フラッシュ クセノンフラッシュ

手ブレ補正 静止画：OIS、動画：EIS

ISO感度 オート、100、200、400、800、1600、3200

撮影モード フォト、パノラマ、ビデオ、プロフェッショナル夜景、夜景ポートレート、スポーツ、昼光風景、逆光ポートレート

フォーカスモード マニュアル：指定領域ROI、フォーカスロック

プロモード フォーカス、ホワイトバランス、絞り値、ISO感度、露出

ホワイトバランス オート、白熱灯、蛍光灯、昼光、日陰

カラーエフェクト カラー、白黒

赤目軽減機能 自動

ファイルフォーマット 静止画：JPG、DNG (RAW)

保存容量 :
携帯電話本体： 32Gb-64Gb
携帯電話のMICROSD : 2TBまで
Cloud: Google Photosを利用した場合無制限

電池寿命 携帯電話本体に依存

接続 携帯電話本体に接続：4G/LTE, WiFi

GPS Phone: 携帯電話本体に依存:  GeoLocation
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About ALPA Capaul & Weber Ltd. について

ALPA社はスイスにあり、優れたハイエンドの中判写真機材をデザインし供給しています。ALPAのカメラはクラフトマンシッ
プを愛する熟練工により作られており、この高品質なカメラは高価な楽器とよく比較されます。
ALPAについて詳しくは www.alpa.ch
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Sandqvist

Sandqvistについて

Sandqvistは、2004年にアントン・サンドクヴィストによりスウェーデンのストックホルムで創立され、兄ダニエルと友人のセバス
チャンと共にこのブランドの心となっています。北欧の森林や自然豊かな風景、川や広大な過疎地と同時に近代的な都市型ラ
イフスタイルがインスピレーションの源です。それらの流れが見事に反映された結果、Sandqvistのデザインはシンプルで機能
的且つ美しいスウェーデンの伝統を感じさせます。 

Sandqvistのカメラバッグは、９月にケルンで行われるphotokinaにおいて発表され、10月より販売が開始されま
す。Sandqvistのカメラバッグは、選ばれたハッセルブラッドの正規販売店とSandqvistの正規販売店にて販売を開始い
たします。

詳しくは、 www.sandqvist.net をご覧ください。

PRESS MATERIAL
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