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新製品『ＱＢiＣ ＭＳ－１Ｘ』発売に関するお知らせ 
（当社連結子会社：株式会社エルモ社） 

 
当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、QBiC MS-1（平成 26 年２月７日付「新製品『手の

ひらサイズの超広角デジタルムービーカメラ：QBiC MS-1』発売に関するお知らせ」御参照）を更に

進化させた新製品 QBiC MS-1 X（キュービック エムエス ワン エックス）を平成 27 年 10 月１

日に発売しますのでお知らせいたします。 

昨年 2 月にクラス最高の超広角（対角 185°）レンズを搭載した QBiC MS-1 を発売。これま

でのコンパクトデジタルカメラやスマートフォンとは異なる映像世界を楽しんでいただくカメ

ラとして多くのユーザ様にご利用いただいております。 

この度は、ユーザ様からのご要望を反映した新機能を搭載し、ツヤ消し黒の外観デザインを追

加して MS-1X として販売を開始いたします。 

【 QBiC MS-1X の特長 】 

■画質の向上 

録画ビットレートを従来の 1.5 倍に向上させることにより、画質

の向上を図りました。 

■簡単ドラレコ機能（サイクル録画）搭載 

自転車やオートバイによるツーリングなどの状況を連続的に録

画したいとのご要望から、録画容量がいっぱいになると古い録画

ファイルを消しながら録画を続けるサイクル録画機能を搭載し

ました。これにより簡易的なドライブレコーダとしてもお使いい

ただくことができるようになりました。 

■タイムラプス（間欠録画）機能搭載 

時間を追って流れる雲の大きくゆっくりした動きや交差点の人の動きなど細かな動きを長

い時間にわたって間欠録画することにより映像の楽しみが広がるタイムラプス機能を搭載

しました。超広角レンズとの組み合わせで、さらにユニークな映像が楽しめます。 

■水中撮影モード搭載 

水中での撮影に最適なホワイトバランスで撮影できるモードを搭載しました。 

■ツヤ消し黒ボディ 

ツヤ消し黒ボディの採用により、よりカメラらしく引き締まったデザインとなり質感が向上

しました。 

 
 詳細につきましては、添付資料「株式会社エルモ社 プレスリリース：超広角デジタルムービ

ーカメラ発売のお知らせ QBiC MS-1X」をご参照ください。 
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超広角デジタルムービーカメラ発売のお知らせ 

QBiC MS-1X （キュービック エムエス ワン エックス） 

2015 年 10 月 1 日発売  オープン価格 

テクノホライゾングループ（JASDAQ：証券コード 6629）の株式会社エルモ社（本社：名古屋市瑞穂

区明前町 6-14 代表取締役社長：林 数馬）は、手のひらサイズの超広角デジタルムービーカメ

ラ QBiC MS-1X を 2015 年 10 月 1 日に発売いたします。 

昨年 2 月にクラス最高の超広角（対角 185°）レンズを搭載した QBiC MS-1 を発売。これまで

のコンパクトデジタルカメラやスマートフォンとは異なる映像世界を楽しんでいただくカメラとして多

くのユーザ様にご利用いただいております。 

この度は、ユーザ様からのご要望を反映した新機能を搭載し、ツヤ消し黒の外観デザインを追

加して MS-1X として販売を開始いたします。 

【 QBiC MS-1X の特長 】 

           
 

■画質の向上 

録画ビットレートを従来の 1.5 倍に向上させることにより、画質の向上を図りました。 

■簡単ドラレコ機能（サイクル録画）搭載 

  自転車やオートバイによるツーリングなどの状況を連続的に録画したいとのご要望から、録画容量が

いっぱいになると古い録画ファイルを消しながら録画を続けるサイクル録画機能を搭載しました。これ

により簡易的なドライブレコーダとしてもお使いいただくことができるようになりました。 

■タイムラプス（間欠録画）機能搭載 

時間を追って流れる雲の大きくゆっくりした動きや交差点の人の動きなど細かな動きを長い時間にわ

たって間欠録画することにより映像の楽しみが広がるタイムラプス機能を搭載しました。超広角レンズ

との組み合わせで、さらにユニークな映像が楽しめます。 

■水中撮影モード搭載 

水中での撮影に最適なホワイトバランスで撮影できるモードを搭載しました。 

■ツヤ消し黒ボディ 

ツヤ消し黒ボディの採用により、よりカメラらしく引き締まったデザインとなり質感が向上しました。 
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【 QBiC MS-1X の主な製品仕様 】 

QBiC MS-1X 

寸法 (W × H × D) 54.4 x 61.2 x 40.1 mm *レンズカバー含む **突起部含まず 

ボディー色 ツヤ消し黒／ホワイト 

重量（本体） 98 g 

防水 IPX4 

対角画角 185° / 165°/ 135° 

水平画角 170°/ 145°/ 120° 

撮像素子 1/2.3 インチ 12M 

有効画素数 2912 × 1638（水平 170°時） 

解放 F 値 F2.0 

フォーカス 固定(∞ ~ 2cm) 

動画/静止画形式 動画: MP4 (H.264+AAC) 静止画: jpg 

外部インターフェース USB (MicroB) HDMI(MicroD) 

SD スロット SD / SDHC / SDXC UHC-1 SDR50 まで 最大 64GB microSD 

WiFi ライブビュー解像度 録画時: WQVGA (400 x 240) それ以外: WVGA (800×480) 

動画記録解像度 
1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps, 

720p/120fps ハイスピード,WVGA/240fps ハイスピード 

静止画記録方式 5M (185°) / 3.5M (165°) / 2M (135°) 

動画撮影モード 通常撮影、インターバル撮影、バースト撮影、連続撮影、タイムラプス撮影 

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 

充電池 リチウムポリマー電池: 3.7V 1000mAh 

本体内充電 満充電時間 約 3 時間以内 

電池稼働時間 1 時間 45 分連続動作 (1080p/30fps) 

動作温度 0 〜 40℃ 

※映像モニタリングにはスマートフォン用アプリが必要です。 

-ELMO、QBiC MS-1、QBiC MS-1X、ELMO ロゴは㈱エルモ社の登録商標または商標です。 

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。 

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。 

 

【この件に関するお問合せ先】   株式会社エルモ社 マーケティング本部 開発営業部 

電話：052-811-5241  FAX：052-824-4400  住所：愛知県名古屋市瑞穂区明前町 6-14 

e-mail：online-info@elmo.co.jp     
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