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高性能モデルがベストプライスで
ウェアラブルカメラ
ウェアラブルカメラ
「iON Air Pro™
ro™ Lite WiFi」
WiFi」を発売
～人気モデルが復活
人気モデルが復活～
が復活～

サミット・グローバル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小島佑
介、以下 SGJ）は、ウェアラブルカメラ「iON」
（読み:アイオン）ブランドの新製品、iON Air
Pro™ Lite WiFi（アイオン エアプロライト ワイファイ）を 2014 年 10 月 11 日（土）より
発売開始いたします。
ウェアラブルカメラとは、一般のビデオカメラと異なり、撮影者の身体や乗り物などに装
着して撮影できる小型のビデオカメラです。iON Air Pro Lite WiFi は 2012 年 6 月より発売
していた iON Air Pro WiFi と同モデルのカメラになり、ヘルメットマウントとミニ三脚が同
梱されたパッケージです。お客様の様々な使用シーンに合わせて、豊富なアクセサリー群か
らお求めいただく内容になっております。防水ケース不要で取扱い便利、世界中のプロに愛
されたベーシックモデルがリーズナブルな価格で再登場です。

iON Air Pro Lite WiFi はケースなしで 10M 防水仕様です。
マリンスポーツやアクティブシーンでの撮影に最適な操作性
で、ストレスフリーに高画質映像を撮影できます。
サイクルスポーツ、マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、モ
ータースポーツ、さらには旅行や登山といった様々なシーン
で活躍し、WiFi 機能で撮影した映像をスマートフォンなどで、
その場ですぐにシェアできる画期的なスタイルを提供します。
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参考資料
【iON Air Pro™
ro™ Lite WiFi 詳細情報】
詳細情報】
■ 製品名

iON Air Pro™ Lite WiFi（アイオン エアプロライト ワイファイ）

■ 製品サイト URL

http://www.iontheaction.jp

■ 想定売価

19,900 円(税抜)

■ 発売日

2014 年 10 月 11 日（土）

■ 別売アクセサリー

ヘッドバンド&ゴーグルマウント、ボードキット、ヘルメット＆バイクキット

[21,492 円(税込)]

サクションマウント、ロールバーマウント など
■

主な特徴：
主な特徴：


最高品質のフル
最高品質のフルHD
フルHD動画撮影
HD動画撮影
最高30fpsでフルHD動画を撮影でき、ボタン一つで解像度の変更可
（HDの場合、設定で60fpsも選択可）



狙いを外さない超広角撮影
最大170°の超広角撮影で、狙いを外さない。



多彩な写真撮影機能
500万画素で写真を撮影。一枚ずつ撮影するシングルショット、一回のシャッターで最高10枚ま
で連射撮影するフォトバーストショット、一定時間をあけて連続撮影するインターバルモード
（タイムラプス）



ハウジングケースなしで耐水
ハウジングケースなしで耐水深度
耐水深度1
深度10M
専用のハウジングケースなしで耐水深度10M(IPX8)に対応。内蔵マイクも防水加工



WiFiによるスマートフォン連携
WiFiによるスマートフォン連携
WiFi PODZ™
™ という専用アクセサリーで、WiFi通信可能。撮影した動画をその場でスマートフォ
ンやタブレットで視聴したり、スマートフォンをファインダー代わりにして撮影前にベストア
ングル調整ができる



ロングライフバッテリー
フル充電で約2.5時間の連続撮影。ポータルブル充電器のバッテリーブースターでフルチャージ
充電できる



様々なスポーツシーンに適したアタッチメントキット
ヘルメットマウント、バイクマウント、ゴーグルマウント、ボードマウント等のアタッチメン
トキットを使用して、様々な箇所にカメラを固定してハンズフリー撮影ができる



その他にこだわった機能
その他にこだわった機能
カメラの取り外しやアングル調整が簡単なCamLOCK™ システム、ワンクリックのスライド操作で
録画可能、録画ON/OFFをバイブレーションで通知、Gセンサーにより天地を自動認識。オンライ
ンでのシェアを目的に、HDサイズの動画ファイルと同時に軽いサイズの動画ファイルも自動で
生成。
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【SGJ 会社概要】
会社概要】
住所：
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-3-1 西新橋 TS ビル７F
URL：

http://www.iontheaction.jp/

代表：

小島 佑介

事業内容： 写真機、写真材料、デジタルカメラ、その他光学製品、ビデオカメラ、DVD
等の製造、組立て、売買、輸出入その他取引、スマートフォンアプリの開発
<本件に関する報道関係者からのお問い合せ先>
本件に関する報道関係者からのお問い合せ先>
◇サミット・グローバル・ジャパン株式会社 PR/広報窓口 担当：宗像
tel：03-5777-3664、fax：03-5777-3106、e-mail：infojp@thesummitglobalgroup.jp

■ 製品画像
iON Air Pro™ Lite 製品画像

装着例
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■

iON Air
Air Pro™
ro™ Lite WiFi カメラスペック
レンズ

画角/焦点距離

撮影距離: 50cm-∞

絞り:f/2.8

127°(1080p, 30FPS)

[35mm 換算で 22.04mm]

170°(960p, 30FPS)

[35mm 換算で 15.15mm]

150°(720p, 30/60FPS) [35mm 換算で 16.50mm]
センサー

1/2.5”HD CMOS センサー
1080p: 1920x1080 (16:9), 30 fps
960P*:1280x960 (4:3), 30 fps
720p: 1280x720 (16:9), 60/30 fps
フォーマット: H.264, 保存形式 : MPEG4 ファイル形式

ビデオ撮影

2 ファイル同時録画機能で動画のシェアリングが簡単
スライド操作によるワンクリック録画
露出制限: 自動
ホワイトバランス: 自動
内蔵の G センサー（自動回転機能）に対応
解像度: 5MP JPEG フォーマット

写真撮影

撮影モード: シングル, 10 フォトバースト(10 枚/1 秒),
インターバル(5/10/30/60 秒の間隔ごとに撮影)
内蔵マイク

オーディオ
AGC(自動音量コントロール),音声フォーマット: AAC
Micro SD/Micro SDHC (最大 32GB まで対応,別売)
※Micro SD カードのクラスはクラス 6 以上を推奨
ストレージ

記録可能時間(1GB あたり):
[1080p:約 8 分][960P:約 13 分]
[720p:約 15 分(30fps)/ 約 8 分(60fps)]
USB2.0 (データ転送、バッテリー充電)

接続方法

Mini HDMI(TV 出力)
AV ケーブル(TV 出力)
充電式 1200mAh リチウムポリマー

バッテリー
バッテリーライフ:約 2.5 時間(※WiFi 連続使用時は約 1 時間)
外装
防水深度
サイズ
重量

メタルバレル/ラバーコーティング
約 10 メートル(IPX8)
40 x 40 x 108 mm
約 130g
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