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※24mmからの高倍率ズームコンパクトカメラにおいて

世界初※2 4 m m 〜 10 5 m m の 約 4.4倍ズームレンズを搭載、
〈エスピオ24EW 〉新登場。※24mmからの高倍率ズームコンパクトカメラにおいて
ペンタックスがまた、ズームコンパクトカメラの楽しさを広げました。新登場〈エスピオ2 4 E W〉は、広角側に24mmの超ワイドレンズを搭載。
超広角ならではのダイナミックな遠近感や、デフォルメ効果を生かした迫力のショットが楽しめます。
もちろん狭い室内での撮影にも強味を発揮。そして望遠側は105mmまでのズームで、被写体の表情にもグッと迫れます。
アルミ外装のスタイリッシュなボディに、露出補正をはじめ、こだわりの機能を満載した〈エスピオ2 4 E W〉。
広角の面白さ、撮ることの楽しさを発見できるズームコンパクトです。
＊カタログに記載されている﹁パノラマ﹂とは︑
カメラ側で標準撮影の1コマ分の上下を遮光して
約 ×
の横長の画像を写し込み︑
プリント段階でパノラマサイズに仕上げるものです︒

超広角24mmならではのパノラマ写真も。
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標準←
→パノラマの切り替えは、
フィルムの途中でもワンタッチで行えます。24mmの超広角なら、今までに

36
mm

ない迫力のパノラマ写真も思いのままに楽しめます。

中抜けを防ぐ、7点測距パッシブAF。
最大7点の測距ポイントで距離を測るため、被写体が中

写真へのこだわり、
露出補正も自在。

央にない場合でも、中抜けしにくく、自動的にピントが合

イメージに合わせて写真全体を意図的に明るめにしたり、暗め

います。

にしたりできるマニュアルの露出補正機能を採用しました。

＊ピントを合わせたいものを、必ずオートフォーカスフレーム（テレ／ワイド）内に
入れて撮影してください。

自分だけの写真へのこだわりを反映できます。

−3から＋3まで0.5EVずつのステップで露出設定が可能です。

切り替えなしで接写、
ズームマクロ。
どのズーム位置からでも切り替えなし
で接写できます。超広角24mmで30cm、
望遠105mmで50cmまで接近して、草
花や小物などの美しいクローズアップ
の世界が楽しめます。105mmなら約A6
サイズ相当の大きさまで写し込めます｡

夜景を美しく、
バルブ、
バルブシンクロ。
夜景や花火など、長時間露出が必要
な被写体にはバルブ撮影。1秒〜5

人物を最適な大きさで写せるポートレートモード。

分のバルブタイマー設定ができるの

人物までの距離をカメラが自動的に判断し、

で、
とっても便利。また人物を写す場

つねに被写体をポートレートに適した大きさで

合はバルブシンクロで。ストロボを発

写せる、便利なモードです。バランスの良い

光させ、夜景をきれいに、人物を鮮明

世界初※24mm〜105mmの約4.4倍ズームレンズ。

きれいなポートレート写真が楽しめます。

に写せます。

24mmの超広角側では、広びろとした風景写真や、

暗い場所、逆光時も安心、
オートストロボ。

遠近感を強調したいカット、デフォルメ効果を生かしたユニークな写真、
そしてスナップや集合写真、狭い室内での撮影など、
さまざまなシーンに対応できます。
また人物の表情にグッと迫りたいなら105mmの望遠ショットで。
約4.4倍のズーム域だから、超広角から望遠まで思いのままにフレーミングできます。
＊一般的に画角が広くなるほど、広角の特性として画面周辺部分の
光量低下やディストーション（歪曲収差）が目立つ場合があります。

夕景にはスローシャッター、
スローシンクロ。

暗い場所での撮影や人物が逆光の

スローシャッターで夕景の微妙な自然

光させます。またセルフポートレートな

光や室内の灯りを生かしながら雰囲

ど、近距離でのストロボ撮影でも顔が

場合には、
カメラがストロボを自動発

気のある写真が撮れます。夕景の人

白く飛びにくい、
ソフトフラッシュ機能

物撮影には、
スローシャッターでストロ

も装備しています。

その他にも使いやすい機能を満載。
●夜でも明るく見やすい自動照明付外部LCDパネル
●ストロボ撮影時の赤目写りを軽減する赤目軽減機能
●前回の撮影日がわかる最終撮影日表示機能
●記念撮影に便利なワイヤレス

リモコンとセルフタイマー

ボを発光。背景の微妙な明るさを生
かしつつ、人物も鮮やかに写します。
＊手ブレ防止のため、三脚のご使用をおすすめします。

希望小売価格（税別）56,000 円 （リモコン・ケース・ストラップ付）

●ファインダー内で、
ピン
トの合っている被写体ま
での距 離をアイコン表

希望小売価格（税別）56,000 円
（リモコン・ケース・ストラップ付）
測距窓
受光窓

リモコン受光窓

ファインダー窓

ストロボ発光部

ペンタックス エスピオ24EW
型式

ズームレンズ内蔵フルオート35mmレンズシャッターカメラ パノラマ途
中切り替え式（デート付）

画面サイズ

24mm×36mm、13mm×36mm（パノラマ時）

使用フィルム

35mmDXフィルム（135パトローネ入り）専用 、感度範囲ISO 2 5〜
3200（1EVステップ）

レンズ

smc ペンタックス24mm F4.9〜105 mm F12.5電動ズームレンズ、5群

ストラップ通し

レンズ

7枚構成、画角84゜
〜23.5゜
、
ズームマクロ機構付、電動スイッチに連動し
て開閉するレンズカバー付

セルフタイマーランプ

ファインダー接眼窓

赤ランプ

ズームボタン

裏ぶた

フィルム情報窓

裏ぶた解放レバー
三脚ネジ穴

表示パネル

デートボタン

シャッター

プログラムAE電子式シャッター 約1/400秒〜 約2秒・バルブ1/2秒〜
1分、バルブタイマー1秒〜5分

巻き上げ・巻き戻し

フィルム終了時自動巻き
オートローディング自動巻き上げ式、1コマ撮影、
戻し、巻き戻し終了時自動停止、途中巻き戻し可能

ファインダー

実像式ズームファインダー、視度調整付（約−3〜＋1m−1）、
オートフォー
カスフレーム、視野枠、近距離視野補正枠、パノラマ視野枠、LED表示、
緑アイコンランプ表示（撮影可能、近距離警告、測距不能）、赤ランプ
表示（ストロボ発光・充電中）

焦点調節

パッシブオートフォーカス式
（最大7点）
、
スポットAF切り替え可能、
フォーカス
ロック付、撮影距離（24mm時）0.3m〜∞
（105mm時）0.5m〜∞
（最大
約0.27倍、A6サイズ相当）、遠景撮影モード付、
ポートレート撮影モード付

露出制御

プログラム自動露出、測光連動範囲［オート・日中シンクロ時］24mm時
EV10〜17 105mm時EV13.5〜19（ISO400の場合） ［低速撮影
時］24mm時EV6〜17 105mm時E V6〜19（ISO400の場合）、マ
ニュアル露出補正可能（0.5EVごとに±3EV）

セルフタイマー

電子式、作動時間10秒、作動後の途中解除可能

ストロボ

ズームオートストロボ内蔵、撮影範囲［24mm時］0.3m〜6.8m［105mm
時］0.5m〜3.0m（ISO400の場合）、低輝度・逆光時自動発光、日中・
低速・バルブシンクロ、強制発光、発光停止可能、赤目軽減機能付

外部表示

表示パネルにLCD表示（自動照明付）

リモコン

赤外線リモートコントロール、作動距離=カメラ前面3m以内、
レリーズ3秒
後撮影

電池ぶた
パノラマ切り替えレバー

途中巻き戻しボタン

シャッターボタン
電源ダイヤル

視度調整レバー

性能諸元

ズームレバー

露出補正ボタン
ストロボ／バルブボタン

AFボタン
ポートレートモード

デート機構

露出補正
赤目軽減

日付／時刻表示

スポットAF

遠景モード

ストロボON
ストロボOFF

クォーツ制御・液晶表示デジタル時計、パノラマ対応、
オートカレンダー
［西暦2100年まで日付自動調整］、データの種類 ①年月日 ②日時分
③写し込みなし④月日年⑤日月年、電源はカメラボディと共用

電源

3Vリチウム電池（CR2）1本、LCDによる電池消耗警告表示付

撮影可能本数

24枚撮りフィルム使用時 約8本（ストロボ使用50％）

大きさ・質量（重さ）

113（幅）×62（高）×41（厚）mm（小突起部を除く）、195g（電池別）

電池消耗警告
低速シャッター

バルブ

ご 注 意

ズーム

フィルムカウンター

フィルム感度は、
手ブレ防止やストロボ撮影に有利なISO400以上のご使用をお勧めいたします。

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■この商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。■記載内容の性能・価格など、仕様の一部が変更される場合があります。■このカタログ記載の「希望小売価格」は消費税抜きの価格です。
■作例写真は、印刷のため実際のプリントとは若干異なります。■カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。

ペンタックス製品に関するお問い合わせは、
お客様相談センターへご相談ください。
なお、
ペンタックスフォーラムでは、
ショールームによる製品展示ならびに常時写真展を開催しております。

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ
営

午前9：00〜午後6：00

（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

ナビダイヤル 0570‑001313

（市内通話料金でご利用いただけます）
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。

TEL.03‑3960‑3200
TEL.03‑3960‑0887（デジタルカメラ専用）
〒174‑8639 東京都板橋区前野町2‑36‑9

ペンタックスカメラ博物館
〒321‑4292 栃木県芳賀郡益子町塙858

ペンタックスフォーラム

ショールーム・写真展・修理受付 TEL.0570‑009506（おしえてタウンページ）
午前10：30〜午後6：30
（年末年始を除き年中無休）
営

TEL.03‑3348‑2941
〒163‑0401
東京都新宿区西新宿2‑1‑1
新宿三井ビル1階

ご用命は信用ある当店へ

9：30〜17：00（土・日・祝日休館）
ペンタックスファミリー
【ペンタックス製品ご愛用者の全国的な写真クラブ】
〒100‑0014 東京都千代田区永田町1‑11‑1
TEL.03‑3580‑0336
受 9：00〜12：00/13：00〜17：00
（土・日・祝日休業）
営

営業所
札 幌
仙 台
東 京
名古屋
大 阪
広 島
福 岡

〒060‑0010
〒981‑3133
〒100‑0014
〒461‑0001
〒542‑0081
〒730‑0851
〒810‑0802

札幌市中央区北10条西18‑36ペンタックス札幌ビル2階 TEL.011‑612‑3231
仙台市泉区泉中央1‑7‑1千代田生命泉中央駅ビル5階 TEL.022‑371‑6663
東京都千代田区永田町1‑11‑1 TEL.03‑3580‑2052
名古屋市東区泉1‑19‑8ペンタックスビル3階 TEL.052‑962‑5331
大阪市中央区南船場1‑17‑9パールビル3階 TEL.06‑6271‑7991
広島市中区榎町2‑15榎町ビュロー3階 TEL.082‑234‑5681
福岡市博多区中洲中島町3‑8パールビル2階 TEL.092‑281‑6868

ペンタックス株式会社 〒174‑8639 東京都板橋区前野町2‑36‑9
ペンタックス販売株式会社 〒100‑0014 東京都千代田区永田町1‑11‑1
製品情報はインターネットでもご覧になれます。http ://www.pentax.co.jp/

｢PENTAX｣｢ESPIO｣｢smc ｣はペンタックス(株)の登録商標です。

2003年1月現在

