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4 メガピクセル CCD 搭載、MP3 再生・ボイスレコーダー機能も備えた 

デジタルビデオカメラ New Sky シリーズ「SKYSHOT500」発売開始 

 

 株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川島義之）は、SONY製

4 メガピクセル CCD カメラを搭載した高性能な弊社オリジナル、デジタルビデオカメラ New Sky シリーズ 

「SKYSHOT500」を 2006 年 1 月 21 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売を開始いたします。店頭推

定価格は、25,800 円前後（税込）（OPEN）を予定しております。 

 

 「SKYSHOT500」は SONY 製 4 メガピクセル CCD カメラを搭載し、画質へのこだわりはもとより、本体の一

部の素材にアルミを採用するなど、高級感にもこだわりを求めた製品です。高いクオリティながら低価格を

実現しました。さらに、コンパクトなボディは、持ち運びにも便利。動画撮影・静止画撮影に加え、各種機能

も充実。MP3 再生機能やボイスレコーダー機能を搭載しているので、音楽・記録媒体としても充分な機能

を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本体内蔵の 16MB メモリに加え、16MB～512MB の SD/MMC メモリを増設することができ、カードリーダ

ーとして「SKYSHOT500」を使用することも可能です。操作画面は、マルチランゲージを採用しており日本

語に加え英語・中国語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語と多様な言語選択することができます。

「SKYSHOT500」は充実した各種機能を備え、高いクオリティながら低価格を実現しております。 また専用

の多国語（日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語）サポートセンターを開設しております。 
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SKYSHOT500 主な特徴 

・4 メガピクセル CCD カメラ搭載 

 SONY 製 4 メガピクセル CCD カメラを搭載しているので、どんな撮影シーンでもよりキレイな画質で撮影 

 可能。高い性能を実現しました。 

・スタイリッシュかつコンパクトなボディ 

 本体の一部にアルミを採用することにより高級感を演出。コンパクトなボディは持ち運びにも便利です。 

・デジタル 4 倍ズーム 

 遠くの被写体も景色も引き寄せて撮影することができます。 

・MP3・ボイスレコーダー機能を搭載 

 高音質な音楽が聴ける MP3 再生機能を搭載。音楽再生だけではなく、ボイスレコーダー機能も搭載して 

 いるのでビジネスや趣味にも活用できる充分な機能を発揮します。 

・片手で操作可能なグリップ式 

 握りやすいタテ型グリップ式なので、左右どちらの手でも撮影可能。 

・マルチランゲージな操作画面 

 操作画面は、日本語に加え英語・中国語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語と多様な言語を選  

 択可能な、マルチランゲージを採用。 

・安心サポート 

 ユーザーサポートは、日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語と多国語をサポート。  

 サポート時間は月曜～金曜の 10 時～17 時まで 

 SKYSHOT500 専用メガシステムサポートセンター TEL：0120-987-985  

 

 

SKYSHOT500 製品詳細 

映像素子 1/2.5” SONY 4.0 メガピクセル CCD センサー 

メモリ （対応メディア） 内蔵メモリ： 32MB  

外部メモリ：SD メモリーカードスロット ×1 (SD/MMC 32MB ～ 512MB) 

レンズ F3.0/F8.0、 f = 7.36mm 

フォーカス オート 

撮影距離 20cm ～ ∞ 

感度 ISO 100 

ズーム デジタル 4 倍 

液晶ディスプレイ 2.0 型カラーTFT 

フラッシュモード 白熱灯/強制発光/発光禁止/赤目軽減発光/スローシンクロ 

フラッシュ撮影範囲 1.2m ～ 1.8m 

ホワイトバランス 白熱灯/太陽光/くもり/タングステン/蛍光灯 

露出補正 -2.0EV to +2.0EV (0.3EV ステップ) 

セルフタイマー 10 秒、 20 秒 

PC 接続方式 USB 2.0 

TV アウト方式 NTSC/PAL 

シャッタースピード 1/2 ～ 1/1500 秒 

オートパワーOFF 2 分、 5 分 

有効画素数 400 万画素 

静止画サイズ 3264×2448 (8M/interpolated)、 2272×1704 (4M)、1600×1200 (2M)、 640×480 

静止画フォーマット JPEG (EXIF/DPOF/DCF)、 Direct Print (DPS) 

動画サイズ 640×480、320×240、最大 30 フレーム/秒 

動画フォーマット MPEG-4 (AVI/MOV/ASF) 

オーディオ形式 MP3 

電源 専用リチウムイオン電池(1000mAh) 

大きさ 幅 100mm×高さ 59mm×奥行 35mm 

質量 約 160g（電池別） 

付属品 専用リチウムイオンバッテリー 、 専用バッテリー充電スタンド 、 AV ケーブル 

PC 接続用 USB ケーブル 、 キャリングポーチ 、 ハンドストラップ 、 多国語マニュアル 

（日本語対応） 、ドライバソフトウェア New Soft Presto!VideoWorks6(日本語対応) 
New Soft Presto!Mr.Photo3（日本語対応） 



 

 
 
発売詳細 

-発売日 

2006 年 1 月 21 日 

-製品名称 

New Sky シリーズ SKYSHOT500 

-店頭推定価格 

25,800 円 （税込）（OPEN） 

-メディア向け高解像度 

・SKYSHOT500 パッケージ画像 

http://www.links.co.jp/html/press2/image/sky-05.jpg  

・SKYSHOT500 正面画像 

http://www.links.co.jp/html/press2/image/sky-08.jpg  

・SKYSHOT500 液晶モニター画像 

http://www.links.co.jp/html/press2/image/sky-01.jpg  

・SKYSHOT500 サイド画像 

http://www.links.co.jp/html/press2/image/sky-03.jpg  

・SKYSHOT500 レンズアップ画像 

http://www.links.co.jp/html/press2/image/sky-06.jpg  

・SKYSHOT500 付属品画像 

http://www.links.co.jp/html/press2/image/sky-07.jpg 

・製品情報 

http://www.links.co.jp/html/press2/skyshot500html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※機能改善、仕様変更などの理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。 
読者からのお問い合わせ先： 

株式会社リンクスインターナショナル 
営業部 TEL 03-5812-5820 FAX03-5812-5821 
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F 
URL: http://www.links.co.jp 
      

報道関係のお問い合わせ先： 

株式会社リンクスインターナショナル 
広報担当 西條結城 
TEL 03-5812-5820 FAX03-5812-5821 
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F 
E-mail: saijo@links.co.jp 
URL: http://www.links.co.jp 


