
オリンパスOM-D　メニュー一覧表
メニュー E-M1X E-M1 MarkIII E-M5 MarkIII E-M10 MarkIV

撮影メニュー1 リセット/カスタム設定 リセット/カスタム設定 リセット/カスタム設定 リセット

ピクチャーモード ピクチャーモード ピクチャーモード ピクチャーモード

静止画画質モード 静止画画質モード 静止画画質モード

アスペクト比設定 アスペクト比設定 アスペクト比設定

デジタルテレコン デジタルテレコン デジタルテレコン デジタルテレコン

ドライブ/タイマー/インターバル設定 ドライブ/タイマー設定 ドライブ/タイマー/インターバル設定

インターバル撮影設定

測光

AFイルミネーター

撮影メニュー2 ブラケット撮影 ブラケット撮影 ブラケット撮影

HDR撮影 HDR撮影 HDR撮影

静止画手ぶれ補正

静止画電動ズーム速度

フラッシュ補正

多重露出撮影 多重露出撮影 多重露出撮影 多重露出撮影

デジタルシフト撮影 デジタルシフト撮影 デジタルシフト撮影

インターバル撮影設定

低振動/静音撮影 低振動/静音撮影 低振動/静音撮影 静音撮影

ハイレゾショット ハイレゾショット ハイレゾショット 

ライブND撮影 ライブND撮影

フラッシュRCモード撮影 フラッシュRCモード撮影

動画メニュー 動画モード設定 動画モード設定 動画モード設定

動画画質設定 動画画質設定 動画画質設定

動画AF/手ぶれ補正設定 動画AF/手ぶれ補正設定 動画AF/手ぶれ補正設定

動画ボタン/ダイヤル/レバー 動画ボタン/ダイヤル/レバー 動画ボタン/ダイヤル/レバー

動画表示設定 動画表示設定 動画表示設定

ムービー録音 ムービー録音 ムービー録音

動画HDMI出力 動画HDMI出力 動画HDMI出力

ムービー録音

録音レベル調整

動画AF方式

動画手ぶれ補正

動画電動ズーム速度

動画フレームレート

動画ビットレート

再生メニュー スライドショー

回転再生 回転再生 回転再生 回転再生

編集 編集 編集 編集

プリント予約 プリント予約 プリント予約 プリント予約

全プロテクト解除 全プロテクト解除 全プロテクト解除 全プロテクト解除

全シェア予約解除 全シェア予約解除 全シェア予約解除 全シェア予約解除

全コマコピー 全コマコピー

Wi-Fi接続 Wi-Fi接続

スマートフォン接続 スマートフォン接続

カスタムA1 AF方式 AF方式 AF方式

AF+MF AF+MF

AEL/AFLモード AEL/AFLモード AEL/AFLモード AEL/AFLモード

AFスキャン AFスキャン AFスキャン

C-AF追従感度 C-AF追従感度 C-AF追従感度

C-AF中央スタート C-AF中央スタート C-AF中央スタート

C-AF中央優先 C-AF中央優先 C-AF中央優先

AFターゲットパッド

顔優先

MFアシスト

レンズリセット

カスタムA2 静止画フォーカスターゲットMode表示設定 静止画フォーカスターゲットMode表示設定 静止画フォーカスターゲットMode表示設定

AFターゲット表示 AFターゲット表示 AFターゲット表示

AFターゲットパッド AFターゲットパッド

フォーカスターゲットHome登録 フォーカスターゲットHome登録 フォーカスターゲットHome登録

フォーカスターゲット選択画面設定 フォーカスターゲット選択画面設定

フォーカスターゲット循環設定

カスタムターゲットモード設定 カスタムターゲットモード設定

フォーカスターゲットカスタム設定

静止画フォーカスターゲット縦位置/横位置切換 静止画フォーカスターゲット縦位置/横位置切換

カスタムA3 AFターゲットパッド

AFリミッター AFリミッター AFリミッター

AFイルミネーター AFイルミネーター AFイルミネーター

顔優先 顔優先 顔優先

追尾被写体設定

AF微調整 AF微調整 AF微調整

カスタムA4 星空AF設定

プリセットMF設定 プリセットMF設定 プリセットMF設定

MFアシスト MFアシスト MFアシスト

MFクラッチ MFクラッチ MFクラッチ

フォーカスリング フォーカスリング フォーカスリング

BULB/TIME中MF BULB/TIME中MF BULB/TIME中MF

レンズリセット レンズリセット レンズリセット



カスタムB1 ボタン機能 ボタン機能 ボタン機能 ボタン機能

中央ボタン機能 中央ボタン機能

方向キー機能 方向キー機能

再生/中央ボタン機能 再生/中央ボタン機能

ダイヤル機能 ダイヤル機能 ダイヤル機能 ダイヤル機能

ダイヤル方向 ダイヤル方向 ダイヤル方向

Fnレバー機能 Fnレバー機能 Fnレバー機能

Fnレバー/電源レバー Fnレバー/電源レバー Fnレバー/電源レバー

カスタムB2 電動ズーム速度 電動ズーム速度

再生/中央ボタン機能

C-LOCK設定

PBH十字中央ボタンロック

ドライブ/フォーカスボタンロック

カスタムC1 レリーズ優先S レリーズ優先S レリーズ優先S

レリーズ優先C レリーズ優先C レリーズ優先C

連写L設定 連写L設定 連写L設定

連写H設定 連写H設定 連写H設定

Control表示

インデックス/カレンダー/Info表示設定

LVブースト

フリッカー低減 フリッカー低減 フリッカー低減 フリッカー低減

表示罫線選択

ピーキング色

カスタムC2 手ぶれ補正 手ぶれ補正 手ぶれ補正

連写中手ぶれ補正 連写中手ぶれ補正 連写中手ぶれ補正

半押し中手ぶれ補正 半押し中手ぶれ補正 半押し中手ぶれ補正

レンズ手ぶれ補正優先 レンズ手ぶれ補正優先 レンズ手ぶれ補正優先

電子音

HDMI

USB接続モード

カスタムD1 Control表示 Control表示 Control表示

インデックス/カレンダー/Info表示設定 インデックス/カレンダー/Info表示設定 インデックス/カレンダー/Info表示設定

ピクチャーモード表示 ピクチャーモード表示 ピクチャーモード表示

ドライブ/タイマー表示設定 ドライブ/タイマー表示設定 ドライブ/タイマー表示設定

マルチFn表示設定 マルチFn表示設定 マルチFn表示設定

露出基準調整

ISOオート設定

高感度ノイズ低減

長秒時ノイズ低減

カスタムD2 LVブースト LVブースト LVブースト

アートLVモード アートLVモード アートLVモード

フレームレート フレームレート

LV拡大設定 LV拡大設定 LV拡大設定

再生拡大倍率設定 再生拡大倍率設定 再生拡大倍率設定

プレビュー設定 プレビュー設定 プレビュー設定

BULB/TIMEリミッター

ライブBULB設定

ライブTIME設定

コンポジット撮影設定

カスタムD3 ガイド線表示設定 ガイド線表示設定 ガイド線表示設定

ピーキング設定 ピーキング設定 ピーキング設定

ヒストグラム警告設定 ヒストグラム警告設定 ヒストグラム警告設定

モードガイド表示 モードガイド表示 モードガイド表示

自分撮りアシスト 自分撮りアシスト 自分撮りアシスト

カスタムD4 電子音 電子音 電子音

HDMI HDMI HDMI

USB接続モード USB接続モード USB接続モード

カスタムE1 露出基準調整

露出ステップ 露出ステップ 露出ステップ

ISO感度ステップ ISO感度ステップ ISO感度ステップ

ISOオート設定 ISOオート設定 ISOオート設定

ISOオート有効 ISOオート有効 ISOオート有効

高感度ノイズ低減 高感度ノイズ低減 高感度ノイズ低減

低感度画像処理 低感度画像処理

長秒時ノイズ低減 長秒時ノイズ低減 長秒時ノイズ低減

フラッシュ同調速度

フラッシュ低速制限

フラッシュ露出補正+露出補正連動

フラッシュ+WB連動

カスタムE2 BULB/TIMEリミッター BULB/TIMEリミッター BULB/TIMEリミッター

COMPリミッター

BULB/TIME輝度設定 BULB/TIME輝度設定 BULB/TIME輝度設定

ライブBULB設定 ライブBULB設定 ライブBULB設定

ライブTIME設定 ライブTIME設定 ライブTIME設定

コンポジット撮影設定 コンポジット撮影設定 コンポジット撮影設定

フリッカースキャン フリッカースキャン フリッカースキャン

カスタムE3 測光 測光 測光

AEL測光モード AEL測光モード AEL測光モード

フォーカスターゲット連動スポット測光 フォーカスターゲット連動スポット測光 フォーカスターゲット連動スポット測光

露出基準調整 露出基準調整



カスタムF1 フラッシュ同調速度 フラッシュ同調速度 フラッシュ同調速度

フラッシュ低速制限 フラッシュ低速制限 フラッシュ低速制限

フラッシュ露出補正+露出補正連動 フラッシュ露出補正+露出補正連動 フラッシュ露出補正+露出補正連動

フラッシュ+WB連動 フラッシュ+WB連動 フラッシュ+WB連動

フラッシュRCモード撮影 フラッシュRCモード撮影

画質設定

WBモード

WBオート電球色残し

カラー設定

カスタムG1 画質設定 画質設定 画質設定

ピクセルサイズ ピクセルサイズ ピクセルサイズ

シェーディング補正 シェーディング補正 シェーディング補正

WBモード WBモード WBモード

全WBモード補正 全WBモード補正 全WBモード補正

WBモード電球色残し WBモード電球色残し WBモード電球色残し

カラー設定 カラー設定 カラー設定

ファイルネーム

ファイルネーム編集

著作権情報

カスタムH1 カードスロット設定 カードスロット設定

ファイルネーム ファイルネーム ファイルネーム

ファイルネーム編集 ファイルネーム編集 ファイルネーム編集

dpi設定 dpi設定 dpi設定

著作権情報 著作権情報 著作権情報

レンズ情報登録 レンズ情報登録 レンズ情報登録

EVF自動切換設定

EVF調整

カスタムH2 ワンプッシュ消去 ワンプッシュ消去 ワンプッシュ消去

RAW+JPEG消去 RAW+JPEG消去 RAW+JPEG消去

実行優先設定 実行優先設定 実行優先設定

カスタムI1 EVF自動切換設定 EVF自動切換設定 EVF自動切換設定

EVF調整 EVF調整 EVF調整

EVF表示スタイル EVF表示スタイル EVF表示スタイル

ファインダー内info表示設定 ファインダー内info表示設定 ファインダー内info表示設定

EVFガイド線表示設定 EVFガイド線表示設定 EVFガイド線表示設定

ファインダー内半押し中水準器表示 ファインダー内半押し中水準器表示 ファインダー内半押し中水準器表示

OVFシミュレーション OVFシミュレーション OVFシミュレーション

ピクセルマッピング

水準器調整

タッチパネル設定

スリープ時間

認証マーク表示

カスタムJ1 ピクセルマッピング ピクセルマッピング ピクセルマッピング

ボタン長押し時間調整 ボタン長押し時間調整 ボタン長押し時間調整

水準器調整 水準器調整 水準器調整

タッチパネル設定 タッチパネル設定 タッチパネル設定

メニューカーソル保持 メニューカーソル保持 メニューカーソル保持

フィッシュアイ補正撮影 フィッシュアイ補正撮影 フィッシュアイ補正撮影

カスタムJ2 電池設定 電池設定

バックライト時間 バックライト時間 バックライト時間

スリープ時間 スリープ時間 スリープ時間

自動電源off 自動電源off 自動電源off

低消費電力撮影 低消費電力撮影 低消費電力撮影

認証マーク表示 認証マーク表示

カスタムJ3 GPS位置情報記録

GPS動作モード

標高/温度設定

フィールドセンサーログ

認証マーク表示

セットアップメニュー カードセットアップ カードセットアップ カードセットアップ カードセットアップ

日時設定 日時設定 日時設定 日時設定

言語設定 言語設定 言語設定 言語設定

モニター調整 モニター調整 モニター調整 モニター調整

撮影確認時間 撮影確認時間 撮影確認時間 撮影確認時間

Wi-Fi/Bluetooth設定 Wi-Fi/Bluetooth設定 Wi-Fi/Bluetooth設定 Wi-Fi/Bluetooth設定

バージョン バージョン バージョン バージョン

マイメニュー あり あり


