
ファームウェアバージョン 1.1 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書とあわせてお読みください。
≥ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

高ビットレートで編集に適した動画を撮影できます。

■記録可能時間（動画撮影時）
クリエイティブ動画モード[高ビットレート動画]の場合

クリエイティブ動画モードの[高ビットレート動画]で撮影した動画の再生・編集ができる
ようになります。
アップデートの手順は、下記サポートサイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/dsc/

DMC-GH2ファームウェアアップデートについて

クリエイティブ動画モードに[高ビットレート動画]を
追加しました。

項目 設定・お知らせ

高ビットレート動画

≥AVCHD形式の動画を撮影します。
画質やコマ数は、以下の設定に固定されます。
画質（ビットレート）：1920k1080画素 /約 24 Mbps
コマ数： 30p（センサー出力30コマ/秒）
画像横縦比： 16:9

≥ [高ビットレート動画]で記録した動画の本機以外での再生、取り込
みには、対応しているブルーレイディスクレコーダーまたは最新版
へアップデートした「PHOTOfunSTUDIO 6.0 BD Edition」をイ
ンストールしたパソコンが必要です。

画質設定 2 GB 4 GB 16 GB 64 GB
HBR 10分 00秒 21分 00秒 1時間32分 6時間13分

付属ソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 6.0 BD Edition」最新版
へのアップデートについて

VQC8964

デジタルカメラ /
レンズキット /ボディ

品番 DMC-GH2H/DMC-GH2K/DMC-GH2お知らせ
撮影メニュー[EXテレコン]のメニュー名を[EXテレコン（写真）]に、動画撮影メニュー
[EXテレコン]のメニュー名を[EXテレコン（動画）]に変更しました。

写真または動画撮影時に、それぞれ[EXテレコン]を
設定できるようにしました。
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パワーズーム（電動式ズーム）対応交換レンズをお使いの場合のみ選択できます。
（対応レンズについては、ホームページをご覧ください）

オートフォーカスモード[š]、[Ø]時に、画面の端まで
AFエリアを移動することができます。

シャッターボタンを半押し（軽く押す）で、すぐにシャッターを切ることができます。

誤操作を防止するために、タッチパネルの操作を無効にできます。

カスタムメニューに[パワーズームレンズ]を追加しました。

項目 設定・お知らせ

パワーズームレンズ

[焦点距離表示]：
ズーム操作をすると、焦点距離が表示
され、ズーム位置を確認することがで
きます。

[OFF]、[ON]

[ステップズーム]：

[ON]に設定してズーム操作をすると、
決められた各焦点距離の位置でズー
ムが停止します。
≥動画撮影時は働きません。

[OFF]、[ON]

[ズーム位置メモリー]：
電源スイッチを［ON］にすると、電源スイッチを［OFF］にしたときの
ズーム位置へ自動的に戻します。

[OFF]、[ON]

[ズーム速度]：
ズームレバー操作時のズームスピードを設定することができます。
≥ [ステップズーム]を［ON］に設定すると、ズームスピードは変わり
ません。

[写真]：[H]（高速）、[M]（中速）、[L]（低速）
[動画]：[H]（高速）、[M]（中速）、[L]（低速）

[ズームリング操作]：
ズームレバーとズームリングのあるパワーズーム対応交換レンズを
装着しているときのみ選択できます。
［OFF］に設定すると、誤操作を防止するためにズームリングでの操作を
無効にできます。

[OFF]、[ON]

14 42

焦点距離表示

現在の焦点距離

mm

（例：H-PS14042使用時）

18 2514

ステップズーム表示

（例：H-PS14042使用時）

AFエリアの移動範囲を拡大しました。

カスタムメニューに[半押しレリーズ]を追加しました。

項目 設定・お知らせ

半押しレリーズ
[OFF]、[ON]

≥インテリジェントオートモードでは設定できません。
他の撮影モードでの設定内容が反映されます。

カスタムメニューに[タッチパネル]を追加しました。

項目 設定・お知らせ

タッチパネル

[OFF]：タッチパネルを使った操作はできません。
[ON] ：タッチパネルを使った操作ができます。

≥タッチパネルを [OFF] に設定時は、以下の機能は使えません。
･ [ タッチパネル調整 ]
･ [ タッチQ.MENU]
･ [ タッチシャッター]
･ [ タッチガイド ]
≥インテリジェントオートモードでは設定できません。
他の撮影モードでの設定内容が反映されます。
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ファームウェアバージョン 1.1 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書とあわせてお読みください。
≥ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。
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