
プレシャスブラック ブラック

ヴェルヴェットレッド レッドエレガントホワイト

NEW! NEW!
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遠くの被写体にも、ぐっと近づける。

より近く、より美しく、細かい表情までキレイに撮れる。

光学ズームから、 

さらにズームアップしても高画質。

手ブレもしっかり抑えて、

超望遠撮影も思いのままに。

光学ズーム ダイナミックファインズーム&

遠くの被写体も、すばやく身近に引き寄せる超望遠！

新しい COOLPIX

［超高倍率ズーム］
高精細な画質のままズームアップできるから、撮影の楽しさも広がります。

約1500 mm相当※750 mm相当※25 mm相当※

1X

1X

60X

120X

30X

約2880 mm相当※1440 mm相当※24 mm相当※

25 mm相当※ 750 mm相当※ 約1500 mm相当※

30X1 X

光学ズーム領域 電子ズーム領域

60X

S9700の場合

P600の場合

1X 30X

※ 35mm判換算の撮影画角。

S9700の場合

60X

画質をキープ！

高倍率ズーム

      ダイナミックファインズーム

「高精細の解像度」のまま、光学ズームの最望遠側からさらにズームが可能に。

● ダイナミックファインズームの倍率は広角端からの、光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率。



裏面照射型
CMOS

高感度・大型

CS-CP4-5 CS-CP4-7CS-NH52BK 

24

120 mm

25

300mm

CS-NH44

6種類 / 7種類

30

90mm

1317万画素 1317万画素

CS-NH48

※メニュー内の表示は
　異なります。

レンズシフト方式

モーション検知

CMOS CMOS

モーション検知

13種類 /32種類

高感度

裏面照射型
CMOS

24

1440 mm

レンズシフト方式
（ACTIVEモード対応）

レンズシフト方式
（ACTIVEモード対応）

1605万画素

約92万ドット
（RGBW）

高感度

裏面照射型
CMOS

高感度

裏面照射型
CMOS

高感度

裏面照射型
CMOS

ニコンDX
フォーマット
CMOS

28  mm

CS-NH23A

（ ）
フルハイビジョン
（1920×1080）

モーション検知モーション検知モーション検知

9種類 / 9種類10種類 / 7種類/ 7種類 9種類 / 9種類5 8種類 / 種類11種類 /32種類11種類 / 31種類

12種類12種類 8種類 12種類 12種類 8種類

13

24

120mm

1605万画素

CS-NH47

CF-CP001

P.18 P.22 P.20 P.26 P.27 P.25 P.32 P.31P.24 P.30 P.28

30倍 12倍

60倍 24倍

12倍 60倍7.1倍5倍 5倍

1605万画素 1219万画素

3型
約92万ドット
有機EL

3型 3型
約92万ドット
有機EL

光学30倍・ダイナミック
ファインズーム60倍
高倍率スリムモデル

光学12倍・ダイナミック
ファインズーム24倍
高倍率スリムモデル

Wi-Fi®内蔵
バリアングル液晶モニター
光学12倍ズームモデル

CS-NH53BR

25

750mm

1602万画素1602 万画素

CS-CP4-1

種類/ 30種類

CS-NH44

1616万画素 1219万画素

2.7型
約46万ドット約46万ドット

※メニュー名の異なる画像
編集機能が別にあります。

フルハイビジョン
（1920×1080）

フルハイビジョン
（1920×1080）

フルハイビジョン
1920×1080 （ ）

フルハイビジョン
1920×1080

フルハイビジョン
（1920×1080）

フルハイビジョン
（1920×1080）

フルハイビジョン
（1920×1080）

裏面照射型
CMOS

高感度・大型

30

90mm

28

200 mm

高感度

裏面照射型
CMOS

レンズシフト方式レンズシフト方式

モーション検知

ハイブリッド※

※レンズシフト方式＋電子式

25

300mm

高画質＆本格派高倍率 ＆ 高性能スタイリッシュ 個性派スタイリッシュ カンタン＆
キレイ

ポートレート
くっきり夜景
ポートレート
くっきり夜景

ポートレート
くっきり夜景
ポートレート
くっきり夜景

ポートレート
くっきり夜景
ポートレート
くっきり夜景

ポートレート
くっきり夜景
ポートレート
くっきり夜景

ポートレート
くっきり夜景
ポートレート
くっきり夜景

3倍 3倍

2.7型
約23万ドット

3型3型
約92万ドット

（RGBW）

3型
約92万ドット2.7型タッチパネル

約23万ドット

NEW!NEW! NEW! NEW! NEW!NEW! NEW!NEW!

1500 mm相当 600 mm相当
10倍
240 mm相当

120倍
2880 mm相当

10倍
240 mm相当

16倍
400 mm相当

ポートレート
くっきり夜景
ポートレート
くっきり夜景
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夜撮りキレイテクノロジー

くっきり夜景ポートレート

光学ズーム

［35mm判換算の撮影画角］

有効画素数

撮像素子（センサー）

手ブレ補正（VR）機能 /
4軸・5軸ハイブリッド手ブレ補正（VR） 

モニター

動画撮影

メイクアップ効果

対応ケース

ダイナミックファインズーム

［35mm判換算の撮影画角］焦点距離（約）

（モーション検知）ブレ軽減機能

 GPS / GLONASS

スペシャルエフェクト/
クイックエフェクト・フィルター効果

［ラインナップ一覧］

バリアングルバリアングル バリアングルバリアングル バリアングルバリアングル

約92万ドット
（RGBW）

3型

モーション検知 モーション検知

フルハイビジョン
（1920×1080）

フルハイビジョン
（1920×1080）

CCD

P.23

8倍

光学8倍ズーム
スリムスタイリッシュ

モデル

ハイビジョン
（1280×720）

25

200 mm

2.7型
約23万ドット

CS-NH38

12種類/32種類

モーション検知

2005万画素

耐衝撃&防水
アウトドアモデル

親子で使える
安心防水モデル

超小型
プレミアムコンパクト

26

130mm

2005万画素

CS-NH39

CCD

モーション検知

5倍

3型
約23万ドット

ハイビジョン
（1280×720）

単3形電池対応
かんたん高画素モデル

DXフォーマット
CMOSセンサー搭載

光学60倍・迫力の
1440 mmズームモデル

f/1.8の明るいレンズと
大型センサー搭載

明るい大口径レンズ搭載
本格派モデル

別売アクセサリー対応＊ 2

別売アクセサリー対応＊ 2

別売アクセサリー対応＊ 2

別売アクセサリー対応＊ 2

＊2 ワイヤレスモバイルアダプター WU-1a、GPS ユニット GP-1Aは、別売となります。
＊1  最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。

Wi-Fi® Wi-Fi® Wi-Fi®Wi-Fi ®

NEW!NEW!

NEW!

ハイブリッド※レンズシフト方式

5軸ハイブリッド 4軸ハイブリッド 4軸ハイブリッド 5軸ハイブリッド

静止画

動　画

通信機能
GPS/ GLONASS

Wi-Fi® Wi-Fi®Wi-Fi®

GPS/ GLONASS

＊1 ＊1

ラインナップ



□S9700  □S6800  □S6600

□AW120  □P7800  □P600
対応機種

色のにじみ（色収差）を抑え、優れた描写力を発揮します。

色のにじみを抑えるEDレンズ

※イラスト・写真はイメージです。

何気ない毎日が、鮮やかに輝きだす。

ニコンのレンズは、キレイさが違う。

毎日は、 たいせつな瞬間の積み重ねでできている。

だからこそ、キレイに美しく残したい。

ニコンの優れたレンズの力と、 画像処理能力は、

そんなワンシーンを、 鮮やかに輝かせます。

被写体の質感まで美しく描写する

高い光学技術から生まれたレンズ性能と、画像処理能力

ニッコールレンズ
累計生産本数
8500万本突破

レンズ交換式カメラ用

（2014年1月上旬達成）
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高度なレンズ性能と画像処理システムの融合

ニコン独自の優れた技術で、

手ブレを気にせず安心して撮影を楽しめます。

レンズシフト方式手ブレ補正（VR）レンズ

□S9700  □S6800  □S6600  □AW120

□P7800  □P600  □P340
対応機種

夜景や室内など、光の少ない暗所でも、

クリアーで美しい写真を撮影できます。

裏面照射型CMOSセンサー

EXPEED C2：□S9700  □S6800  □Ｓ6600  □S3600 

□AW120  □S32  □S02  □L30  □P7800 

□P600  □P340　 EXPEED 2：□A

対応機種

デジタル一眼レフカメラの画づくりと共通した

画像処理システムで、美しい写真を生み出します。

美しさを導く EXPEED C2、EXPEED 2

POINT

POINT

POINT

レンズシフト方式と電子式を併用した

高性能手ブレ補正（VR）機能を搭載。

動画撮影時の、より高精度な手ブレ補正を可能にしました。

4軸 / 5軸ハイブリッド手ブレ補正（VR）［動画時］

POINT

POINT

□S9700  □S6800  □S6600  □S3600 

□AW120  □P7800  □P600  □P340
対応機種

□S9700  □S6800  □S3600  □AW120対応機種

ニッコールレンズ

１

2

3

4

5

縦回転1

水平回転2

回転軸5
左右3

上下4



くっきり夜景ポートレート

自動連写合成技術＊2や高性能レンズシフト方式手ブレ補正（VR）、
スローシンクロ撮影＊3によって、ノイズやブレを抑えながら夜景も人物も
明るく撮影。夜景を背景にした記念写真も安心して撮影できます。

連写合成でブレや
ノイズを低減。

夜景も人物もキレイに描写！

光の少ない暗い場所で
起こりがちなノイズを抑え、
クリアーな写真を撮影できます。

最適なシャッタースピードを
自動で設定し、手ブレを抑えて
背景も人物も明るく撮れます。

※搭載している機能は機種によって異なります。
※「夜撮りキレイテクノロジー」「くっきり夜景ポートレート」搭載機種は
     P.4-5ラインナップ一覧をご確認ください。

＊1  明るいレンズ（f/2.8 以下）　
＊2 シーンモードの「夜景ポートレート」で「手持ち撮影」設定時に機能します（P600、P340 を除く）。
＊3 シーンモードの「夜景ポートレート」設定時に機能します（P600、P340）。

背景 フラッシュで
明るく撮影。

人物

背景と人物を合成！

ノイズや手ブレを抑えて、明るく自然に撮影できる。

高感度
低ノイズ

手ブレ
補正
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夜の記念撮影や、明かりの少ない室内シーンでも、

COOLPIXならノイズ（画像のザラつき）や手ブレを抑えて、

キレイに撮れます。

高感 度

低ノイズ

フラッシュ

制御

モーション

検 知
手ブレ補正

明るい

レンズ
＊1

高 感度

C MOS

センサー

高感度時に発生しやすいノイズを

低減する、画像処理エンジンとノ

イズ低減技術を採用。

フラッシュ
制御

モーション
検知

人の動きやブレを抑えてキレイ

カメラが被写体の動きや手ブレを検知

すると、自動的にブレの影響を受けに

くいシャッタースピードを設定します。

明るい
レンズ＊1

高感度
CMOS
センサー

暗い場所での撮影も「明るいレンズ」

なら十分な光を取り込めるので、鮮明

な写真が撮影できます。

高感度CMOSセンサーで低ノイズを

実現。なめらかな階調表現の写真が

楽しめます。

美しい夜景と大切な思い出。

気 持ちまで、キレイに残す。

わずかな手ブレも抑えてキレイ暗くてもノイズを抑えてキレイ

人も背景も明るく自然にキレイ

夜撮りキレイテクノロジー

レンズシフト方式手ブレ補正（VR）

機能は、一眼レフカメラとNikon 1の

交換レンズのブレ補正技術を応用。

シャッタースピードとISO感度をバラ
ンスよく制御し、背景まで自然な明る
さで描写するので、フラッシュ撮影も
安心です。 



Wi-Fi®対応のCOOLPIXなら、

キレイに撮れた一枚を、

カメラからスマートフォンへ、

ワイヤレスで転送し、

かんたんにSNSで共有できます。

撮った写真を、その場で

スマートフォンに送信。

思い出を、かんたんキレイに

シェアできる。

※搭載機能は P.4-5ラインナップ一覧をご確認ください。　※事前にスマートデバイスにワイヤレスモバイルユーティリティーをインストールし、転送設
定にする必要があります。動作環境は、各スマートデバイスのアプリストアにてご確認ください。　※Wi-Fi®機能を搭載したカメラは、セキュリティー（暗
号化やパスワード）を設定しないと、第三者に不正侵入される可能性があります。お客様の判断と責任で、必要なセキュリティーを設定してからお使
いください。　※カメラの Wi-Fi®機能は、SDメモリーカードを挿入していないと使えません。Eye-Fiカードが挿入されているときは、Wi-Fi®機能が
使えません。　※Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　※Facebook®は、Facebook Inc.の登録商標です。　※モニター画面の画像は、
はめ込みです。

スマートフォンへ、1対１でのワイヤレス送信を

かんたんに行えます。 

高画質でキレイな写真をSNSへアップロードできます。

スマートフォンや
タブレット端末から、
リモート操作で
撮影ができる。

オンライン上で、
撮った写真の保存、整理、
シェアもできる。

ワイヤレスモバイルユーティリティーの
インストールはこちら。

SNSへアップロードや、
WEBサービス利用も
らくらく。

ワイヤレスで、つながる！

Wi-Fi® 
すぐに
ＳＮＳへ！
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NIKON IMAGE SPACE

主な機能

□カメラで撮影した写真の、スマートフォンへの自動転送

□スマートフォンや、タブレット端末を使った、リモートコントロール撮影
□SDメモリーカード内の写真をスマートフォンへ一括転送
□スマートフォンとカメラの、日時の同期

（S9700、S6800、S6600、AW120）

Wi-Fi で、スマートフォンへ送って思い出の一 枚をシェア。

写真の楽しさが、ますます広がる。

Wi-Fi®

®

NIKON IMAGE SPACE

Facebook

Twitter

Wi-Fi® 機能

GPS機能 

Facebook Twitter

写真をスマートフォンに送信。

ワイヤレスで転送できるから、

その場で、

手軽にシェアできる。

写真を送信！ SNSにアップ！
スマートフォンから

SNSにアップ。

キレイな画質で、

すぐにシェアできる。

リモートで操作！
スマートフォンやタブレット端末

からタッチ操作して、

全員一緒に撮ることもできます。

   

GPSに加えGLONASS対応により、位置情報（緯度・経度）の

取得スピードと精度がアップ。地図上に撮った写真を

マッピング表示して、思い出を楽しく振り返ることができます。
思い出の場所を記録！

機能



「バリアングル液晶モニター」を搭載した

COOLPIXなら、 自分撮りや、

高い目線の頭越しの撮影、 子どもみたいに

低い位置からの撮影も、自由自在。

見慣れたシーンも、アングルを変えると、

いつもと違う新しい一枚になります。

モニターの向きや角度を調整して、いろいろなアングルの撮影が楽しめます。
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自分撮りも、自在にキレイに。

アングルを変えると、新しい発見がある。

低い位置から、

子ども目線で

かわいく撮影！

頭越しの撮影も、
かんたん！

ローアングル

ハイアングル

ポーズや表情を
確認しながら、
撮れる！

自分撮り

バリアングル液晶モニター

肌をなめらかにしたり、チークをのせたり、

最大12の効果で、顔の印象も美しく。

メイクアップ効果

メイクアップ効果

※搭載モデルはP.4-5 ラインナップ一覧をご確認ください。

元画像

美肌
人物の顔のシミやしわ、
くすみをなめらかに
補正します。�

小顔
輪郭を引き締め、
顔を小さく見せます。

ビッグアイ
ぱっちりとした
大きな目にします。

テカリ軽減
顔のテカリを
目立たなくします。

アイ
シャドウ

パープル系、ピンク系、
ブラウン系、
グリーン系の全12色
から選択できます。

マスカラ
5種類の形状から
選択できます。

クマ軽減
目の下のクマや
くすみを
目立たなくします。

ホワイト
アイ

白目の部分を
白く補正します。

歯の
ホワイト
ニング

歯を白く補正します。 � 肌の色を明るく
補正します。

チーク

全12色から選択できる
チークで、頬の印象を
いきいきと
かわいく仕上げます。 

美白/
肌トーン
アップ

赤系、ピンク系、ベージュ
系、オレンジ系の全12色
から選択できます。

リップ
カラー

NEW!

NEW!

NEW! NEW!

バリアングル メイクアップ効果

※モニター画面の画像は、はめ込みです。



メインの被写体に、

自動にピントを合わせてくれるから、

思いのままの一枚が残せます。
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撮りたい被写体を予測して、

自動でピントを合わせてくれるから安心。

被写体を自動予測してピント調整。だから、押すだけかんたん！

快速AF＆高速レスポンス

ぴったりAF［ターゲットファインドAF］

すばやい起動とピント合わせで、一瞬の表情も逃さない。

電源ONで、
すばやく撮影準備

高速レスポンスで、
撮りたい瞬間をキャッチ。

高速起動

すばやくピントを
調整

高速ＡＦ

撮りたいシーンを
逃さない

短い撮影タイムラグ

顔認識ＡＦ 被写体予測ＡＦ 9点ＡＦ

最大12人（Aは35人）までの顔を
自動認識。構図を変えても、
顔へのピントをキープします。

色や形で、被写体を自動予測。
顔以外のものを撮る時も、
AFエリア設定は不要です。

9つのAFエリアでピントを調整
して、小さな被写体でもキレイ
に撮影できます。

フルHD動画撮影
子どもたちの元気に遊ぶシーンも、COOLPIXの

動画撮影ならさらにいきいき残せます。

※起動時間、AF時間、撮影タイムラグは機種により異なります。

レンズシフト方式と電子式を併用した高性能

手ブレ補正（VR）機能を搭載。動画撮影時の、

より高精度な手ブレ補正を可能にしました。

※搭載モデルはP.4-5 ラインナップ一覧をご確認ください。

※モニター画面の画像は、はめ込みです。

オートフォーカス フルHD動画

4軸 / 5軸ハイブリッド手ブレ補正（VR）［動画時］

縦回転1

水平回転2

回転軸5
左右3

上下4



撮る前も、撮った後も、　

かんたんひと工夫で、写真の楽しさが広がる！

撮影した写真に、後から加工ができる

「画像編集機能」です。全画像効果のサムネイル

から、直感的に選んで楽しむことができます。

に、プレビュー画面で選ぶだけ。

撮影した写真を、カンタン加工。

多彩なエフェクトから選択して、

仕上がりの効果を確認しながら

撮影できます。

エフェクトを選択、

設定するだけで、イメージに

合わせた写真が撮れる。

   □その他

［周辺減光］［極彩色］［トイカメラ風1］［トイカメラ風2］［硬調モノクローム］［ハイキー］［ローキー］［ポップ］
［ビビッドカラー］［白黒］［セピア］［クール］［絵画調］［セレクトカラー］［ピクチャーカラー］［クロスプロセス］［ソフト］
    ［魚眼効果］［かすみ取り］［クロススクリーン］［スカイライト］［ウォームトーン］［赤強調］［緑強調］［青強調］

   □その他

［トイカメラ風1］［トイカメラ風2］［高感度モノクロ］［クリエイティブモノクロ］［ソフト］［シルエット］
［絵画調］［硬調モノクローム］［クロスプロセス］［ポップ］［ローキー］［露光間デフォーカス］
［セレクトカラー］［ノスタルジックセピア］

何気ないポートレートも、

スペシャルエフェクトや

クイックエフェクトで加工すれば、

ちょっと差が出る一枚に。

撮影後

［硬調モノクローム］
コントラストが高くメリハリある
モノクロ写真にします。

［ソフトポートレート］
背景にソフト効果をかけ、
印象的なポートレートにします。

［クール］
ブルー系のモノトーンに。

［絵画調］
絵画のようなタッチの
写真が楽しめます 。

［トイカメラ風1］　［トイカメラ風1］　

黄色味がかった色合いにして、周りを暗めに表現。

16 17

［フォトイラスト］
輪郭を強調し、ポスターや
イラストのような表現にします。

［背景モノクロポートレート］
背景をモノクロにし、
人物を引き立たせます。

［ミニチュア効果］
画面中央にピントを合わせた
ジオラマ風の写真に加工できます。

［ミラー］
画面の左半面を反転させて、
左右対称の画像にします。

［ハイキー］
画像全体を明るいトーンで
表現します。

［極彩色］
画像全体の色調を濃くし、
エキゾチックな雰囲気に。

［露光間ズーム］
 中心から放射状に広がる、
流動感のある写真が撮れます。

クイックエフェクト/フィルター効果

スペシャルエフェクト

撮影前 に、イメージを選ぶだけ。

※製品によって搭載機能、設定方法は異なります。 ※製品によって画面表示は異なります。 ※モニター画面の画像は、はめ込みです。

NEW! NEW!

エフェクト
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1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1605
有効画素数

万画素

光学ズーム

30倍
ダイナミック
ファインズーム

60倍
最高 ISO 感度

6400
ISO

信頼の
レンズブランド

おまかせ
シーンモード

広角

25
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2レンズシフト+
電子式

裏面照射型

CMOS
センサー

※1※3※2

1080p
5
動画

軸
ハイブリッド
VR

対応

アクセサリー

JAN：ヴェルヴェットレッド 4960759 143709JAN：エレガントホワイト 4960759 143716 JAN：プレシャスブラック 4960759 143693

本格派、光学 30 倍＆多機能スタイリッシュ
60 倍のダイナミックファインズームや P / S / A / M、G P S 機能など、ワンランク上の高性能を凝縮。
旅行やイベントなどに最適な、1 台で何でもこなせるオールインワンタイプです。

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　●iFrameロゴおよびiFrameシンボルは、Apple Inc.の商標です。　●iMovieは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iMovie
のロゴの付いた作品は、アップル社の商標です。　●Wi-Fi®および Wi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　※1：35mm判換算の撮影画角。　※2：P、S、A、Mモード時に設定可能。　※3：撮影状況によっては意図したシーンモードに
切り換わらないことがあります。

New

Wi-Fi® 内蔵

●「フル HD」は、1920 × 1080フォーマットで記録できることを表します。　● SDメモリーカードは別売です。　●地図や地名情報（Point of Interest）は、2013 年 4月現在のものです。地図や地名情報の更新はいたしません。地図や地名情報は、あくまで
も目安としてお使いください。　●有機 ELモニター画面の写真は、はめ込み合成です。　※ 1：CIPA 規格準拠。測定条件（広角端、被写体輝度 LV10、プログラムオート、シングル AF）。　※ 2：「くっきり夜景ポートレート」は、シーンモードの「夜景ポートレート」
で「手持ち撮影」設定時に機能します。おまかせシーンモード時には機能しません。　※ 3：連写 H 設定時。画質：［NORMAL］、画像サイズ：16M［4608 × 3456］時。　※ 4：メイクアップ効果で編集できる顔は 1 人のみです。作成した編集画像に対して、別
の顔を選んで編集する操作を繰り返すと、最大 10 人（10 回）の編集ができます。

内蔵 G P S ＋ G L O N A S S・内蔵世界地図

カメラの世界地図に撮影地を表示
GPS に加えGL ONAS S 対応により、位置情報（緯度・経度）の取得スピー

ドと精度がアップ。撮った写真の撮影地や地名を、カメラの世界地図上

により正確に表示できます。

高速 A F

約 0 .1 5 秒の高速ピント合わせ
オートフォーカスの最適化により、約 0.15 秒※1で撮りたいものにピントが合

う高速 A F を実現。撮りたいと思ったその瞬間を、すばやくキレイに撮影で

きます。

4 つの露出モード

表現を自由にコントロール
プログラムオート［P］、シャッター優先オート［S］、絞り優先オート［A］、マ

ニュアル露出［M］の4つの露出モードを搭載。難しい光の状況をドラマチッ

クに表現したり、被写体の動きを強調したり、背景をボカしたり、本格的な

撮影を楽しめます。

くっきり夜景ポートレート

夜景も人の顔もブレずにキレイ
シーンモードの「夜景ポートレート※ 2」なら、自動連写合成技術でブレやノ

イズを低減しながら背景と人物を瞬時に合成。イルミネーションの輝きも

人物もキレイに撮影できます。

W i - F i ® 対応

スマートフォンへ写真をワイヤレス送信
外出先でも撮った写真をその場でスマートフォンにワイヤレスで送信。スマートフォンがリモコンにもなるので、記念撮影にも便利です。

・撮影モード：マニュアル［M］　・シャッタースピード：1/30 秒

・絞り値：f/3.7　・ホワイトバランス：オート　・ISO 感度：ISO 125

Wi-Fi®

ワンボタンですぐに地図を

呼び出せる地図ボタン
内蔵の世界地図上に30 ヵ所まで地点登録が可能。

Step 1 Step 2 Step 3

撮る 送る SNS

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12・本体充電 ACアダプター EH-71P・USBケーブル UC-E21

●カメラケース
CS-NH53BR

●詳しくはP.35へ。

有機 EL モニター

3型
広視野角

毎日持てる超高倍率ズーム
背景をワイドに写し込んだ記念写真も、光学 30 倍、最大 60 倍まで高画質で迫

れる超望遠撮影も小さなボディーで思いのまま。構図を大きく変えても新採

用のプリAFで被写体にすばやくピントが合うので、撮りたい瞬間を逃しません。

ダイナミック
ファインズーム

60 倍

光学ズーム

30 倍

25 mm 相当※ 1 約 1500 mm 相当※ 1

光学ズームを超えても、すみずみまで高精細。
ダイナミックファインズーム

▶
▶

30倍

1倍

60倍

750 mm 相当※ 1

スマートフォンがリモコンに早変わり
自分撮りも手軽に楽しめます。

撮影画像の自動転送も設定できます。

●被写体を自動予測、ぴったりAF［ターゲットファインドAF］

●最大画像サイズで約 6.9コマ/ 秒、約 5コマまでの高画質連写※ 3

●手ブレに強くなめらか、ステレオ音声付きフル HD 動画撮影

●画像効果が充実、スペシャルエフェクト＆クイックエフェクト

●フルメイクも楽しめる12 種類のメイクアップ効果※ 4

●充電中の撮影や再生を実現した高速 USB 充電（UC-E21、EH-71P 使用時）

有機 EL モニター

対応
アクセサリー



1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1602
有効画素数

万画素

光学ズーム

12 倍
最高 ISO 感度

6400
ISO

信頼の
レンズブランド

レンズシフト方式

おまかせ
シーンモード

広角

25
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※3※2※1

裏面照射型

CMOS
センサー 1080p

JAN：ラズベリーレッド 4960759 141385JAN：ナチュラルホワイト 4960759 141408  JAN：スマートブラック 4960759 141378 JAN：シルキーピンク 4960759 141392

バリアングル液晶モニター

自由なアングルで撮れる可動式モニター
モニターの向きや角度を調整して、いろいろなアングルでの撮影を楽しめます。自分撮り、子

どもの目線で、頭越しから。無理のない姿勢で、より快適に撮影できます。

もっと楽しく自分撮り。高画質12倍
向きや角度を調節できるモニターで、自分撮りや自由に構図を決めて撮影。
スマートフォンへその場で転送。撮るときも撮った後も楽しみが広がります。

●「フルHD」は、1920 × 1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　※1：Hi 1設定時。　※2：撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。　※3：35mm判換算の撮影画角。

Wi-Fi® 内蔵

ローアングル

写真撮影 ※ 2

ハイアングル自分撮り
モニターを自分に向けて、構図を確認しながら撮影。

● Wi-Fi®および Wi-Fiロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。　●液晶モニター画面の写真は、はめ込み合成です。　※ 1： 広角端の場合、カメラと手のひらの距離は 2 m以内を推奨します。　※ 2： シーンモードの［ポートレート］、［夜景ポー
トレート］、ベストフェイスモード、「オート撮影」モードで使えます。

メイクアップ効果

キレイ度をアップする 8 つの効果
顔の印象をアップする女性

にうれしい機能。効果の度

合いも選べます。

光学 1 2 倍ズーム・コンパクトボディー

望遠ズームもマクロ撮影もおまかせ
迫力の望遠撮影に加え、被写体に約 2 c m まで寄れるマクロ撮影で大き

く撮れます。

ジェスチャー操作

手のひらでカメラをリモートコントロール
モニターを開いて自分の方に向け、表示されるアイコンに向かって手を動かすだけで、離れた場所から撮影で

きます※1。写真や動画の自分撮りはもちろん、その場にいる全員で写れます。

裏面照射型 C M O S センサー＋高性能手ブレ補正

暗くてもノイズやブレを抑えてキレイ
高感度センサーとレン

ズシフト方式手ブレ補

正（VR）機能が、ブレや

ノイズを低減し、有効

画素数 1602 万画素と

高性能 NIKKORレンズ

の描写力で高画質を

実現します。

W i - F i ® 対応

撮ってすぐ写真をスマートフォンへ
撮影した写真をスマートフォンへワイヤレスで送れます。

方向に手を動かす ●認識する手のひらはひとつです。 カウントダウンが始まる

元画像 メイクアップ効果使用後

●写真はイメージです。

写真が撮れる

ワイヤレスでカンタンに

送信できます。

キレイな写真を

掲載できます。

▶ ▶

▶

Step 1 Step 2 Step 3

撮る 送る SNS

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19・本体充電 ACアダプター EH-70P・USBケーブル UC-E6・ViewNX 2 CD・活用ガイドCD

：動画撮影開始 ：静止画撮影

：広角ズーム ：望遠ズーム

ズームも動画もOK！

クイックエフェクト

写真に個性をプラスする
全 3 0 種類の画像加工
●詳しくは P.16 -17 へ。

トイカメラ風 1

●レザーケース
CS-NH44 シリーズ

●詳しくはP.35へ。

液晶モニター

2.7型

□美肌　□小顔　□ビッグアイ　□肌トーンアップ

□クマ軽減　□ホワイトアイ　□歯のホワイトニング　□チーク

[ 効果の調整 ]

3（強）/2（中）/1（弱）/ O F F （チークは 4 色のカラーチップから選択）

2120

バリアングル

対応
アクセサリー



1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1602
有効画素数

万画素

4光学ズーム

12 倍
最高 ISO 感度

6400
ISO

信頼の
レンズブランド

動画

軸
おまかせ
シーンモード

広角

25
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※1※4※3

裏面照射型

CMOS
センサー 1080p

ダイナミック
ファインズーム

24倍 ハイブリッド
VR

レンズシフト方式

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19・本体充電 ACアダプター EH-71P・USBケーブル UC-E21

JAN：パールピンク 4960759 143105 JAN：ラズベリーレッド 4960759 143082 JAN：ナチュラルホワイト 4960759 143099

●「フル HD」は、1920 × 1080フォーマットで記録できることを表します。　● SDメモリーカードは別売です。　● iFrameロゴおよび iFrameシンボルは、Apple Inc. の商標です。　● iMovie は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
iMovie のロゴの付いた作品は、アップル社の商標です。　※ 1：35mm 判換算の撮影画角。　※ 2：メイクアップ効果で一度に編集できる顔は 1 人のみです。　※ 3：「オート撮影」モード時に設定可能。　※ 4：撮影状況によっては意図したシーンモードに
切り換わらないことがあります。

25 mm 相当※ 1

ダイナミック
ファインズーム

24 倍

光学ズーム

12 倍

Wi-Fi® 内蔵

▶
▶

▶
12倍

1倍
24倍

300 mm 相当※ 1 約 600 mm 相当※ 1

W i - F i ® 対 応、光 学 1 2 倍 ＆ 高 画 質コンパクト

メイクアップ効果

さらに充実、12 種類の効果でフルメイク
テカリ軽減やアイシャドウ、マ

スカラ、リップカラーの 4 つの

機能が新登場。効果の度合い

や色味も選べます※ 2。
メイクアップ効果使用後元画像

気軽に持てる高倍率ズーム
大迫力ズームで残せる思い出が大幅にアップ。

持ち歩きやすい小型サイズです。

W i - F i ® 対応

スマートフォンにワイヤレス送信

夜撮りキレイテクノロジー

夜景もくっきりキレイ

New

N E W ⇒　●テカリ軽減　●アイシャドウ　●マスカラ　●リップカラー

□小顔　□美肌　□美白　□クマ軽減　□ビッグアイ　□ホワイトアイ　□歯のホワイトニング　□チーク

液晶モニター

3型

●レザーケース
CS-NH44 シリーズ

●詳しくはP.35へ。

2322

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

2005
有効画素数

万画素

光学ズーム

8 倍

最高 ISO 感度

3200
ISO

信頼の
レンズブランド

レンズシフト方式

おまかせ
シーンモード

広角

25
mm

画像処理
エンジン

EXPEED C2
※2※4※3

ダイナミック
ファインズーム

16 倍 720p

4
動画

軸
ハイブリッド
VR

光 学 8 倍 ＆ 薄さ約 1 9 . 9  m m の 高 画 質スリム

New

ダイナミック
ファインズーム

16 倍

光学ズーム

8 倍

メイクアップ効果

12 の効果でかわいく変身
マスカラなど4つの機能が新登場。カメラでカンタンにフルメイクが楽しめます※ 1。

どこでも気軽に高画質ズーム
●広角 25 m m 相当※ 2 で風景も広びろ撮影

●レンズ前 約 2 c m までのマクロ撮影

薄型ボディー

持ち歩きやすいスリムタイプ
薄さ約 19.9 mm。小さなバッグにも

すっきり収まります。

有効画素数 2 0 0 5 万画素

高画素だから細部までキレイ
高画素と高性能 NIKKORレンズの描写力により、

カメラならではの高画質を気軽に楽しめます。

JAN：アザレアピンク 4960759 142931 JAN：コバルトブルー 4960759 142924 JAN：クリスタルシルバー 4960759 142917

液晶モニター

2.7型

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19・本体充電 ACアダプター EH-70P・
 USBケーブル UC-E6・ViewNX 2 CD

●「HD」は、1280 × 720フォーマットで記録できることを表します。　● SDメモリーカードは別売です。　※ 1：メイクアップ効果で一度に編集できる顔は 1 人のみです。　※ 2：35 ｍｍ判換算の撮影画角。　※ 3：「オート撮影」モード時に設定可能。 
※ 4：撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。

●カメラケース
CS-NH38 シリーズ

●詳しくはP.35へ。

約 19.9 mm

▶

メイクアップ効果使用後元画像

N E W ⇒　●テカリ軽減　●アイシャドウ　●マスカラ　●リップカラー
□小顔　□美肌　□美白　□クマ軽減　□ビッグアイ　□ホワイトアイ　□歯のホワイトニング　□チーク

●写真はイメージです。

対応
アクセサリー

対応
アクセサリー



24 25

小さい。 美しい。プレミアムコンパクト

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1317
有効画素数

万画素

光学ズーム

3倍
最高 ISO 感度

1600
ISO

信頼の
レンズブランド

レンズシフト方式

30
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※1 ※2 ※3

おまかせ
シーンモード

1080p

JAN：ミラーシルバー  JAN：ホワイト  JAN：ピンク4960759 141613 4960759 141620 4960759 141637

●レザーケース
CS-CP4-1 シリーズ
●詳しくはP.35へ。

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・本体充電 ACアダプター EH-70P・USBケーブル UC-E16

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●市販の液晶保護フィルムを貼るとタッチパネルが反応しないことがあります。　●このカメラは、リチウムイオン充電池を内蔵しています。お客様ご自身で充電池を交換することはでき
ません。新しい充電池との交換（有料）は、ニコンサービス機関にご相談ください。　●このカメラは約7.3 GBのメモリーを内蔵しています。SDメモリーカードは使用できません。　※1：撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。
※2：35mm判換算の撮影画角。　※3：動画撮影中は電子ズームになります。

液晶モニター

2.7型

高品位なプレミアム感のあるデザイン

毎日持ち歩きたくなる超小型＆上質感
持った瞬間フィットするなめらかなフォル

ム。約 100 g の超小型ボディーに、リチ

ウムイオン充電池と約 7.3 GB の内蔵メモ

リーを搭載。いつでもおしゃれに撮影や

鑑賞を楽しめます。

光学 3 倍ズーム・C M O S センサー

小さくてもきちんと本格撮影
超小型でも、ズー

ム 撮 影 や 接 写、

夜 景 な ど 様 々 な

シ ー ン を 本 格 的

に撮影できます。

スペシャルエフェクト・フィルター効果

カンタン＆おしゃれに個性をプラス
2 つの楽しい機能で、表現の幅がグッと広がります。

対応
アクセサリー

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

2005
有効画素数

万画素

光学ズーム

5 倍
最高 ISO 感度

1600
ISO

信頼の
レンズブランド

レンズシフト方式

広角

26
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※1※2

720p

らくらく
オート撮影 単3形

電池対応

JAN：シルバー  JAN：レッド4960759 142146 4960759 142153

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・アルカリ単 3 形電池（2 本）・USBケーブル UC-E16

●「HD」は、1280×720フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　※1：35mm判換算の撮影画角。　※2：撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。

130 mm 相当※ 126 mm 相当※ 1

▶

New

らくらくオート撮 影 搭 載、カンタン高 画 質 単 3 形電池対応

●カメラケース
CS-NH39

液晶モニター

3型

有効画素数 2 0 0 5 万画素

高画素だから断然キレイ
有効画素数2005万画素の高画素と高性能NIKKORレンズで、子どもの頬やまつ

毛などの柔らかな質感もありのままに残せます。

光学 5 倍ズーム

望遠で狙えば表情も自然
遠くから子どもの天真爛漫

な笑顔を大きく撮影。記念

写真も広角で背景まで広び

ろ撮れます。

らくらくオート撮影

設定いらずでカンタン＆キレイ
カメラを撮りたいものに向けるだけで、シーンモードを自動設定。失敗しやすい

夜景や逆光時もカメラまかせですばやくキレイに撮れます。

5倍1倍

●詳しくはP.35へ。

● 8 種類のメイクアップ効果を搭載　●詳しくはP.13へ。

□小顔　□美肌　□肌トーンアップ　□クマ軽減　□ビッグアイ　□ホワイトアイ
□歯のホワイトニング　□チーク

対応
アクセサリー



2726

●フロートストラップ
FTST1 シリーズ

●フロートストラップ
FTST1シリーズ

●ソフトケース
CS-NH47 シリーズ

●ソフトケース
CS-NH48

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1605
有効画素数

万画素

光学ズーム

5倍
最高 ISO 感度

6400
ISO

信頼の
レンズブランド

レンズシフト+
電子式

らくらく
オート撮影

広角

24
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※1※6※5

らくらく
オート撮影

裏面照射型

CMOS
センサー

ダイナミック
ファインズーム

10 倍 1080p
5
動画

軸
ハイブリッド
VR

価格：オープンプライス
付属品　陸上専用ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12・
 本体充電 ACアダプター EH-71P・USBケーブル UC-E21・ブラシ
●ブラシは防水パッキンの清掃用です。●付属品は防水仕様ではありません。 

有機 EL モニター

3型

JAN：サンシャインオレンジ 4960759 143174  JAN：クールブラック 4960759 143167 4960759 143181 JAN：カムフラージュグリーン

防水性能［JIS/IEC 保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）］、防じん性能［JIS/IEC保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による）］、耐衝撃性能
［MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件をクリアー］。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。

防水性能［JIS/IEC保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）］、防じん性能［JIS/IEC保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による）］、耐衝撃性能［MIL-STD 810F Method 516.5-Shock
に準拠した当社試験条件をクリアー］。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1317
有効画素数

万画素

光学ズーム

3倍
最高 ISO 感度

1600
ISO

信頼の
レンズブランド

レンズシフト方式

画像処理
エンジン 30

mm

GPS
EXPEED C2

※2 ※3※1

オートでとる

1080p

JAN：ホワイト 4960759 143013 JAN：ブルー 4960759 143020

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19・
 本体充電 ACアダプター EH-70P・USBケーブル UC-E16・ブラシ
●ブラシは防水パッキンの清掃用です。●付属品は防水仕様ではありません。

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　●iFrameロゴおよびiFrameシンボルは、Apple Inc.の商標です。　●iMovieは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iMovie
のロゴの付いた作品は、アップル社の商標です。　●Wi-Fi®および Wi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　●地図や地名情報（Point of Interest）は、2013年4月現在のものです。地図や地名情報の更新はいたしません。地図や地名情
報は、あくまでも目安としてお使いください。　※1：35ｍｍ判換算の撮影画角。　※2：測位衛星の位置は常に変化しています。お使いになる場所や時間などによっては、測位に時間がかかったり、測位できないこともあります。　※3：地図表示は回転できませ
ん。画面の上が北を指すノースアップ表示のみです。地図を表示する国によって地図表示の縮尺が異なります。　※4：CIPA規格準拠。測定条件（広角端、被写体輝度LV10、プログラムオート、シングルAF）。　※5：オート撮影モード時に設定可能。　※6：撮
影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。

明るい 広 角レンズで高 画 質、本 格 防 水モデ ル

開放 F 値 2.8、広角 24 m m 相当からの N I K K O Rレンズ

ワイドに撮れて、暗所に強い高性能レンズ
風景や記念写真をダイナミッ

クに撮影できる24  mm相当※ 1

からの高性能 NIKKORレンズ

を搭載。薄暗い室内や海中

でもf/2.8 の明るいレンズな

らムリな感度アップが不要。

ノイズやブレの少ない、キレ

イな写真を実現します。

内蔵 G P S ＋ G L O N A S S・内蔵世界地図

地図上に撮った写真をマッピング
GPSに加えGLONASS対応により、位置情報（緯

度・経度）の取得スピードと精度がアップ※2。撮っ

た写真の撮影地や地名を、カメラの世界地図上に

より正確に表示できます※3。

防水 1 8 m ＋耐衝撃 2 m ＋耐寒＋防じん性能

ハードな使用に耐えるタフボディー
オープンウォーターライセンスに対応する水深 18 mまでの本格防水。衝撃や

寒さにも強いタフな仕様で、多彩なフィールドでの撮影をサポートします。

水深

 18 m
までOK！

JIS/IEC

 保護等級6
の防じん性！

2 m
の落下試験を
クリアー！

-10 ℃
の寒冷地対応！

防 水 1 0  m、子どもと一 緒 に使える安 心カメラ

防水 10 m ＋耐衝撃 1.5 m ＋耐寒＋防じん性

プールや砂場で使えるタフな防水ボディー
防水性能と耐衝撃性能が大きくアップ。子どもた

ちがより自由に楽しく撮影を楽しめるようになり

ました。

場面を変える・写真であそぶ

いろいろな表現に楽しくチャレンジ
撮影時の設定でマンガ風に撮ったり、再生時にミニ

チュア風に加工したり。好きな写真とデザインを選

んで、オリジナルアルバムも作れます。

ひらがな表示・アイコン表示

子どもにもわかりやすいカンタン操作
子どもが自分で操作を楽しめるよう、メニュー画面

をひらがな表示に変更できます。直感的に機能が

わかるアイコン表示も採用。大きな操作ボタンと

わかりやすいメニューでカンタンに操作できます。

ひと目で機能がわかる

アイコン表示

ネオン風にとる

ビー玉に映す マンガ風にとる

5 種類から選べるアルバム

メニュー表示［ひらがな］●イメージです。

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　※1：撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。　※2：35ｍｍ判換算の撮影画角。　※3：本体設定の［手ブレ軽
減］を［オート］にして動画を撮影したときは、画角（写る範囲）が静止画に比べて狭くなります。

Wi-Fi® 内蔵

New New

液晶モニター

2.7型

●詳しくはP.35へ。 ●詳しくはP.35へ。

●シリコンジャケット
CF-CP001OR

水深

 10 m
までOK！

JIS/IEC

 保護等級6
の防じん性！

1.5 m
の落下試験を
クリアー！

-10 ℃
の寒冷地対応！

●撮りたい瞬間を逃さない約 0.13 秒※ 4 の高速 AF

●構図を大きく変えてもすぐに被写体にピントを合わせる新採用のプリAF

有機 EL モニター

対応
アクセサリー

対応
アクセサリー



New

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1219
有効画素数

万画素

光学ズーム

5 倍

最高 ISO 感度

12800
ISO

信頼の
レンズブランド

おまかせ
シーンモード

広角

24
mm

画像処理
エンジン

EXPEED C2
※1※4※3※2

裏面照射型

CMOS
センサー

レンズシフト方式
（ACTIVEモード）

1080p

ダイナミック
ファインズーム

10 倍

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12・本体充電 ACアダプター EH-71P・
 USBケーブル UC-E21・ViewNX 2 CD

●詳しくはP.35へ。

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　●iFrameロゴおよびiFrameシンボルは、Apple Inc.の商標です。　●iMovieは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iMovie
のロゴの付いた作品は、アップル社の商標です。　●Wi-Fi®および Wi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　※1：35ｍｍ判換算の撮影画角。　※2：最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。　※3：Hi 1設定
時（P、S、A、Mモード時に設定可能）。スペシャルエフェクトの［高感度モノクロ］時はHi 2（ISO 25600相当）。　※4：撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。

●カメラケース
CS-CP4-7シリーズ

JAN：ブラック 4960759 143129  JAN：ホワイト 4960759 143136

液晶モニター

3型
広視野角

明るい f /1 .8レンズ、大人の気軽な本格派

開放 F 値 1 .8 の N I K K O R レンズ

明るいレンズで暗いシーンも美しく
コンパクトでもトップクラス

の明るさの f /1 .8 レンズによ

り、暗い場所でも高感度に頼

ることなく細部までキレイに

描写。7 枚羽根虹彩絞りによ

り自然で 美しい 背 景 ボケが

楽しめます。

24 mm 相当※ 1　・絞り値：f/1.8

クロスプロセス

コントロールリングでスペシャルエフェクトの効果調整も可能

4 つの露出モード・コントロールリング

気軽に自分だけの表現づくりを
プログラムオート［P］、シャッター 優 先オート

［S］、絞り優先オート［A］、マニュアル露出［M］

を搭載。ちょっとしたリング操作で、表現の幅が

一気に広がります。

2928

Wi-Fi® 内蔵

ズーム位置や露出などを直感的に

操作できるコントロールリング

RGBW

対応
アクセサリー

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●液晶モニター画面の写真は、はめ込み合成です。　※1：CIPA規格準拠。最望遠側で測定。　※2：35ｍｍ判換算の撮影画角。　※3：広角端からの、光学ズームと電子ズームを合
わせた総合倍率。最大画像サイズ設定時。画像サイズによっては最大倍率が異なります。　※4：CIPA規格準拠。測定条件（広角端、被写体輝度LV10、プログラムオート、AFエリア選択：マニュアル［標準］）。　※5：撮影モードがP、S、A、M、Uモード時。他
のカメラ、Capture NX、Capture NX 2および ViewNX 2のピクチャーコントロール機能と相互利用はできません。 

高性能手ブレ補正・A C T I V E モード

ブレを抑えて思い出を美しく
手ブレ補正効果 3.5 段※ 1 を実現した、高性能なレンズシフト方式の手ブ

レ補正（V R）機能を搭載。望遠撮影時などに起こりやすい手ブレを高

精度に補正します。動いている乗物からや歩きながらの撮影時には、

A C T I V E モードがおすすめ。撮影者の身体そのものが揺れやすい状況

で撮影するときの撮影画像のブレを、より効果的に軽減します。

くっきり夜景ポートレート

夜景も人物もブレずにキレイに撮影
シーンモードの「夜景ポートレート」を設定すると、スローシンクロによ

りフラッシュ光で人物を、遅いシャッタースピードで背景を明るく撮影。

夜景を背景にした記念写真も安心して撮影できます。

1/1.7 型裏面照射型 C M O S センサー

暗いシーンに強い大型高感度センサー
高感度でもノイズが発生しにくい裏面照射型 C M O S センサーを搭載し

ています。センサーサイズは 1/1.7 型の大型タイプ。暗い場所でも多

くの光を取り込めるので、高感度で撮影してもノイズが少なく階調表現

も豊かです。

W i - F i ® 対応

スマートフォンに写真をワイヤレス送信
撮影した写真をスマートフォンやタブレット端末にワイヤレスで送信し、スマートフォン経由ですぐに S N S に

アップロード。描写の難しい夕景や夜景も見たままの美しさを伝えられます。自分のスマートフォンやタブレッ

ト端末をリモコンにして自分撮りも行えます。

光学 5 倍ズーム＆ダイナミックファインズーム 10 倍

小さなボディーでさらなる望遠ズームを実現
風景や記念写真をワイドに撮れる広角 24 m m 相当※ 2 からの光学 5 倍ズームを搭載。光学ズームを超えても 10 倍※ 3 まで高画質のまま被写体を引き寄

せられるので、遠くからでも撮りたいシーンをより大きく捉えられます。

Wi-Fi®

Step 1 Step 2 Step 3

撮る 送る SNS

スマートフォンがリモコンに早変わり
自分撮りも手軽に楽しめます。

24 mm 相当※ 2 約 240 mm 相当※ 2

▶
▶

5倍

1倍

10倍

120 mm 相当※ 2

ダイナミックファインズーム

● 撮りたい瞬間を逃さない AF 時間 約 0.23 秒※ 4、
 撮影タイムラグ 約 0.24 秒※ 4

● 撮影した写真を最大 3コマまで合成しながら撮影できる多重露出

● コントロールリングで効果の微調整ができるスペシャルエフェクト［撮影時］

● カメラでカンタンに写真の色みや雰囲気を変えられる
 フィルター効果［再生時］

● 明るい場所でもスローシャッター撮影などが楽しめる、
 内蔵 NDフィルター設定

● 撮影前に好みの画づくりを設定できるCOOLPIXピクチャーコントロール※ 5

● なめらかな高画質ムービーを撮影できる、
 ステレオ音声付きフル HD 動画撮影

● 高画質のままで自由に画づくりを楽しめるRAW（NRW）対応

ワイヤレスモバイルユーティリティーの

インストールはこちら。



小型ボディーにCOOLPIX 初のスーパー EDレンズ

超望遠も作品レベルの高画質
ニコンの一眼レフカメラ用交換レンズに採用して

いるスーパー EDレンズを初搭載。色収差を効果

的に補正するため、小型ボディーでも高い描写性

能を実現します。

6
光 学

0 倍 の 超 望 遠 ＆ 高 画 質モデ ル

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1605
有効画素数

万画素

光学ズーム

60倍
最高 ISO 感度

6400
ISO

信頼の
レンズブランド

おまかせ
シーンモード

広角

24
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※5※7※6※1

裏面照射型

CMOS
センサー 1080p

ダイナミック
ファインズーム

120倍 レンズシフト方式
（ACTIVEモード）

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・レンズキャップ LC-CP29・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23・
 本体充電 ACアダプター EH-71P・USBケーブル UC-E21

●詳しくはP.35へ。

●ハンドストラップ 
AH-CP1

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　●iFrameロゴおよびiFrameシンボルは、Apple Inc.の商標です。　●iMovieは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iMovie
のロゴの付いた作品は、アップル社の商標です。　●Wi-Fi®および Wi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　※1：最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。　※2：CIPA規格準拠。約350 mm(35mm判換算）
で測定。　※3：シーンモード［月］設定時。　※4：シーンモード［鳥］設定時。　※5：35mm判換算の撮影画角。　※6：P、S、A、Mモード時に設定可能。スペシャルエフェクトの［高感度モノクロ］時はHi 1（ISO 12800相当）。　※7：撮影状況によっては意図
したシーンモードに切り換わらないことがあります。

広視野角 3 型バリアングル液晶モニター

多彩なアングルで快適に構図づくり
モニターの向きや角度を調整可能。ムリのない

姿勢で構図を追求できます。

●ソフトケース
CS-NH23A

JAN：ブラック 4960759 143563  JAN：レッド 4960759 143570

液晶モニター

3型
広視野角

バリアングル バリアングル

3130

Wi-Fi® 内蔵

どこでも気軽に1440 mm 相当の超望遠
イベントや旅行で超望遠撮影を気軽に楽しめ

る小型・軽量タイプです。最大※ 1120 倍まで

高画質で撮影可能。補正効果 3.5 段※ 2 の高性

能手ブレ補正（VR）機能により、細部まで鮮明に

描写します。設定の難しい月※ 3 や鳥※ 4 も、専用

のシーンモードでよりキレイに撮影できます。

ダイナミック
ファインズーム

120 倍

光学ズーム

60 倍

1440 mm 相当※ 524 mm 相当※ 5 約 2880 mm 相当※ 5

New

望 遠まで鮮 鋭 に描く大 口 径レンズ の 描 写 力

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1219
有効画素数

万画素

光学ズーム

7.1倍
最高 ISO 感度

6400
ISO

信頼の
レンズブランド

おまかせ
シーンモード

広角

28
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED C2
※1※2

裏面照射型

CMOS
センサーレンズシフト方式 1080p

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・レンズキャップ LC-CP26・
 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14・
 バッテリーチャージャー MH-24・
 USBケーブル UC-E16・ViewNX 2 CD

●「フルHD」は、1920×1080フォーマットで記録できることを表します。　●SDメモリーカードは別売です。　※1：35mm判換算の撮影画角。　※2：Hi 1設定時。　

200 mm 相当※ 1　絞り値：f/4

開放 F 値 2 -4・光学 7 .1 倍ズーム

全ズーム域で明るい大口径レンズ
解像感を維持しにくい 200 mm 相当※ 1 の望遠時でも、f/4 の明るさで精緻な描

写を実現。シャッタースピード3 段分の減光ができる内蔵 NDフィルター設定に

より、明るい場所でもスローシャッターで撮影できます。

JAN：ブラック 4960759 140951

液晶モニター

3型
広視野角

●詳しくはP.35へ。

●詳しくはP.33へ。

●レザーケース
CS-NH52BK

●ハンドストラップ 
AH-CP1

●レンズフード HN-CP17

●GPSユニット
GP-1A

●リモートコード
MC-DC2

●ワイヤレスモバイル
 アダプター　WU-1a

●その他の対応アクセサリーの詳細は弊社ホームページ、
COOLPIX Pseriesカタログでご確認ください。

約 92 万ドットの電子ビューファインダー

より厳密な構図づくりで作品をレベルアップ
視野率 約100％の電子ビューファインダーを搭

載。約92万ドットの高精細表示で、構図のすみず

みまで厳密にチェックできます。

約 92 万ドットの広視野角 3 型バリアングル液晶モニター

視認性を強化した
フリーアングル液晶

●撮影に集中しやすい電子ビューファインダー

●歩きながら撮影してもブレにくい ACTIVEモード

RGBW RGBW

▶

▶

60倍

1倍

120倍

対応
アクセサリー

対応
アクセサリー



3332

1605
有効画素数

万画素

最高 ISO感度液晶モニター

約 92万ドット・広視野角

光学ズーム

42 倍 広角

24
mm3 型 6400ISO

信頼のレンズブランド 画像処理エンジン
おまかせ
シーンモード

※1※3

※2

1080p

※5

レンズシフト方式
（約 4段相当）

※4

GPS

1616
有効画素数

万画素
レンズ
単焦点 常用 ISO 感度

6400
ISO

最高 ISO 感度

25600
ISO

信頼の
レンズブランド マニュアル

フォーカス
広角

28
mm

GPS画像処理
エンジン

EXPEED 2
※1 ※4

DXフォーマット
CMOS
センサー 1080p

●詳しくはP.33へ。●詳しくはP.35へ。

価格：オープンプライス
付属品　ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20・
 バッテリーチャージャー MH-27・USBケーブル UC-E16・
 アクセサリーシューカバー BS-1・ViewNX 2 CD-ROM

JAN：ブラック 4960759 140319  JAN：シルバー 4960759 140326

手 のひらサイズ の 一 眼レフクオリティー。
単焦点 N I K KO Rレンズ × ニコンDXフォーマットイメージセンサー

至高のパフォーマンスを凝縮した、究極のCOOLP IX。

●レザーボディーケース 
CS-CP4-5

●ワイヤレスモバイルアダプター
WU-1a

●アダプターリング
UR-E24/ 
　レンズフード
HN-CP18セット

●光学ファインダー
DF-CP1

●GPSユニット
GP-1A

液晶モニター

3型
広視野角

※ 1：35mm 判換算の撮影画角。　※ 2：マクロAF 時、先端レンズ面中央から。　※ 3：光学ローパスフィルターは、モアレや偽色を抑制する働きをする一方、解像感を若干低下させる特性も持っています。　※ 4：Hi 2 設定時。

ニコン D XフォーマットC M O S センサー搭載
ニコンデジタル一眼レフカメラで実績のあるニコン D XフォーマットC M O S

センサーと高性能画像処理エンジン E X P E E D 2 を搭載しています。撮像素

子上にあるマイクロレンズの配置も、C O O L P I X A 専用に最適化。デジタ

ル一眼レフカメラと同等の高い解像力、豊かな階調表現力、優れた色再現性

を発揮し、高感度時にも、質感を残した自然で美しい画質が得られます。ま

た、光学ローパスフィルター※ 3レス仕様により、イメージセンサーの解像力と

N I K K O Rレンズのシャープな描写力を余すところなく引き出し、鮮鋭感の高

い、立体感のある画像を提供します。

専用設計の 1 8 .5 m m f /2 .8 N I K K O R レンズ
C O O L P I X A に最適化した、専用設計の超小型 N I K K O Rレンズ。広角 28 

mm相当※1ならではの遠近感を活かしたダイナミックな画作りができます。

高い解像感、なめらかな階調表現はもちろん、球面収差・コマ収差を始め

とする諸収差を極限まで追い込み、画面隅々まで高精細な描写力を実現。

また、7 枚羽根虹彩絞りの採用とあいまって、シャープさを保ちつつ、美し

いボケ表現が可能です。マニュアルフォーカスを使えば、最短撮影距離 10 

c m ※ 2 のクローズアップ撮影時にも、前後のボケ具合と対比させて強調した

い部分が最もシャープになるよう、ピント位置を微調整できます。

風格が漂う金属素材採用高耐久性ボディー 使いやすさを形にした快適な操作系

本体充電 ACアダプター EH-71P ¥4,500（税別） ［4960759 143761］
（S9700/S6800/AW120/P600/P340 用）

■ USBケーブル
USBケーブル UC-E6 ¥2,500（税別） ［4960759 121974］

（S9500/S9400/S9300/S9100/S8200/S8100/S8000/S6600/S6500/S6400/S6300/S6200/S6100/S6000/
S5200/S5100/S4300/S4000/S3600/S3500/S3300/S3100/S3000/S1200pj/S1100pj/S1000pj/S800c/
S710/AW100/P7700/P7100/P7000/P6000/P5100/P5000/P520/P510/P500/P330/P310/P300/L610用）

USBケーブル UC-E16 ¥2,500（税別） ［4960759 132543］
（S32/S31/S30/S02/S01/AW110/A/P7800/L820/L810/L30/L28/L26 用）

USBケーブル UC-E21 ¥2,500（税別） ［4960759 143839］
（S9700/S6800/AW120/P600/P340 用）

■ オーディオビデオケーブル
オーディオビデオケーブル EG-CP14 ¥1,000（税別） ［4960759 122568］

（S8000/S6000/S5100/S4300/S4000/S3600/S3500/S3300/S3100/S3000/S1100pj/S1000pj/S710/
S32/S31/S30/S01/P6000/P5100/P5000/L30/L28/L26用）

オーディオビデオケーブル EG-CP16 ¥1,200（税別） ［4960759 128058］
（S9500/S9400/S9300/S9100/S8200/S8100/S6600/S6500/S6400/S6300/S6200/S6100/S5200/

S1200pj/S100/S02/AW110/AW100/P7800/P7700/P7100/P7000/P520/P510/P500/P330/P310/
P300/L820/L810/L610/L28 用）

■ コンバーターレンズ
ワイドコンバーター WC-E67 ［0.67 倍］ ¥18,000（税別） ［4960759 125156］

（P5100/P5000 用）

ワイドコンバーター WC-E75A ［0.75 倍］ ¥26,000（税別） ［4960759 128201］
（P7100/P7000 用）

ワイドコンバーター WC-E76 ［0.76 倍］ ¥24,000（税別） ［4960759 126535］
（P6000 用）

テレコンバーター TC-E3ED ［3 倍］ ¥29,000（税別） ［4960759 120427］
（P5100/P5000 用）

■ アダプターリング
アダプターリング UR-E20 （P5100/P5000 用） ¥3,500（税別） ［4960759 125163］
アダプターリング UR-E21 （P6000 用） ¥4,000（税別） ［4960759 126542］
アダプターリング UR-E22 （P7100/P7000 用） ¥4,000（税別） ［4960759 128218］
フィルターアダプター UR-E23（AW100 用） ¥2,000（税別） ［4960759 131461］

フィルターアダプター UR-E25（AW110 用） ¥2,000（税別） ［4960759 139962］

■ レンズフード
レンズフード HN-CP17 ¥3,500（税別） ［4960759 136718］

（P7800/P7700 用、58 mmネジ込み式フィルターを取り付けられます。）

アダプターリング UR-E24/レンズフード HN-CP18セット  ¥10,000（税別）
（A用） ブラックセット［4960759 140371］ シルバーセット［4960759 140388］

■ 外付けファインダ−
外付けファインダー NH-VF28 ［28mm相当］ ¥25,000（税別） ［4955478 070719］

（P7100/P7000/P6000用）

光学ファインダー DF-CP1 ［28mm相当］ ¥42,000（税別）
（A用） ブラック［4960759 140395］ シルバー［4960759 140401］

■ リモートコントローラー
リモコン ML-L3 （A/P7800/P7700/P7100/P7000/P6000 対応） ¥2,000（税別） ［4960759 022233］
リモコン ML-L4 （S1000pj 用） ¥2,000（税別） ［4960759 127402］
リモコン ML-L5 （S1200pj/S1100pj 用） ¥2,000（税別） ［4960759 128225］

リモートコード MC-DC2（A/P7800/P7700用） ¥3,500（税別） ［4960759 126566］

■ LEDライト　三脚ネジ穴に装着できる定常光 LEDライト
LEDライト LD-1000（A/P7800/P7700 用） ¥10,000（税別）
 ブラック［4960759 027962］ ホワイト［4960759 027979］

■ プロジェクタースタンド
プロジェクタースタンド ET-2 （S1000pj 用） ¥500（税別） ［4960759 127396］

■ キャップ
レンズキャップ LC-CP24 （P520/P510 用） ¥1,200（税別） ［4960759 132611］
レンズキャップ LC-CP25 （L810 用） ¥900（税別） ［4960759 132017］
レンズキャップ LC-CP26（P7800/P7700 用） ¥900（税別） ［4960759 136725］
レンズキャップ LC-CP28（L820 用） ¥900（税別） ［4960759 138453］
レンズキャップ LC-CP29（P600 用） ¥1,200（税別） ［4960759 144010］
リアキャップ LC-ER7 ［WC-E76付属］ （WC-E76用） ¥1,800（税別） ［4960759 126559］
リアキャップ LC-ER8 ［WC-E75A付属］（WC-E75A用）  ¥1,800（税別） ［4960759 128232］

■ タッチペン/ブラシ/ 液晶保護フィルム
タッチペン TP-1

（S6400/S6100/S4300/S4000/S1100pj/S02 用） ¥400（税別） ［4960759 126665］
ブラシ BU-1（S31/S30 防水パッキン清掃用） ¥800（税別） ［4960759 134028］
ブラシ BU-2(AW110 防水パッキン清掃用） ¥800（税別） ［4960759 140425］
S01 用液晶保護フィルム LPS001（S01 用） オープンプライス ［4960759 027825］
S800c 用液晶保護フィルム LPS002（S800c 用） オープンプライス ［4960759 027832］

■ ワイヤレスモバイルアダプター
ワイヤレスモバイルアダプター WU-1a（A/P7800/P520/P330 用） ¥5,000（税別） ［4960759 134738］

■ GPSユニット
GPSユニット GP-1A（A/P7800/P7700 用） ¥21,000（税別） ［4960759 128331］

■ リチャージャブルバッテリー
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL5 ¥5,000（税別） ［4960759 122582］

（P6000/P5100/P5000/P520/P510/P500用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8 ¥5,000（税別） ［4960759 123787］
（S52/S52c/S51/S51c 用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10 ¥5,000（税別） ［4960759 125248］
（S5100/S4000/S3000 用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 ¥5,000（税別） ［4960759 126320］
（S9700/S9500/S9400/S9300/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6100/S6000/S1200pj/S1100pj/S1000pj/

S800c/S710/S31/AW120/AW110/AW100/P340/P330/P310/P300 用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a ¥5,000（税別） ［4960759 140890］
（P7800/P7700/P7100/P7000 用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 ¥5,000（税別） ［4960759 128546］
（S6800/S6600/S6500/S6400/S5200/S4300/S3600/S3500/S3300/S3100/S100/S32 用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20 ¥5,000（税別） ［4960759 129116］
（A 用）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23  ¥5,000（税別） ［4960759 143921］
（P600 用）

Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B2（2 本セット）
 ¥1,700（税別） ［4960759 126351］

（S30/L610/L30/L28/L26 用）

Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B4（4 本セット）
 ¥3,400（税別） ［4960759 127389］

（S30/L820/L810/L610/L30/L28/L26用）

■ バッテリーチャージャー
バッテリーチャージャー MH-72/Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B2セット
 ¥4,700（税別） ［4960759 126368］

（S30/L610/L30/L28/L26用）

バッテリーチャージャー MH-73/Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B4セット
 ¥6,600（税別） ［4960759 127310］

（S30/L820/L810/L610/L30/L28/L26用）

バッテリーチャージャー MH-24 ［EN-EL14a 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 127815］
（P7800/P7700/P7100/P7000用）

バッテリーチャージャー MH-27［EN-EL20 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 130259］
（A用）

バッテリーチャージャー MH-61 ［EN-EL5 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 122629］
（P6000/P5100/P5000/P520/P510/P500用）

バッテリーチャージャー MH-62 ［EN-EL8 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 123817］
（S52/S52c/S51/S51c用）

バッテリーチャージャー MH-63 ［EN-EL10 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 125118］
（S5100/S4000/S3000 用）

バッテリーチャージャー MH-65P ［EN-EL12 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 126337］
（S9700/S9500/S9400/S9300/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6100/S6000/S1200pj/S1100pj/

S1000pj/S800c/S710/S31/AW120/AW110/AW100/P340/P330/P310/P300 用）

バッテリーチャージャー MH-66 ［EN-EL19 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 128553］
（S6800/S6600/S6500/S6400/S5200/S4300/S3600/S3500/S3300/S3100/S100/S32 用）

バッテリーチャージャー MH-67P ［EN-EL23 用］ ¥4,500（税別） ［4960759 143785］
（P600用）

■ ACアダプター / パワーコネクター
パワーコネクター EP-5A ¥3,000（税別） ［4960759 127808］

（P7800/P7700/P7100/P7000用）

パワーコネクター EP-5C ¥3,000（税別） ［4960759 130419］
（A用）

ACアダプター EH-5b ¥12,000（税別） ［4960759 129178］
（A/P7800/P7700/P7100/P7000用）

ACアダプター EH-62A ¥5,000（税別） ［4960759 122636］
（P5100/P5000/P520/P510/P500用）

ACアダプター EH-62F ¥5,000（税別） ［4960759 126344］
（S9700/S9500/S9400/S9300/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6100/S6000/S1200pj/S1100pj/

S1000pj/S800c/S710/S31/AW120/AW110/AW100/P340/P330/P310/P300用）

ACアダプター EH-62G ¥5,000（税別） ［4960759 128560］
（S6800/S6600/S6500/S6400/S5200/S4300/S3600/S3500/S3300/S3100/S100/S32用）

ACアダプター EH-65A ¥5,000（税別） ［4960759 124524］
（L610/L30/L28/L26 用）

ACアダプター EH-66 ¥5,000（税別） ［4960759 126528］
（P6000 用）

ACアダプター EH-67 ¥5,000（税別） ［4960759 127075］
（L820/L810 用）

ACアダプター EH-67A ¥5,000（税別） ［4960759 143808］
（P600 用）

本体充電ACアダプター EH-68P ¥4,500（税別） ［4960759 127273］
（S8100/S8000/S6000/S5100/S4000/S3000用）

本体充電ACアダプター EH-69P ¥4,500（税別） ［4960759 128508］
（S9300/S9100/S8200/S6400/S6300/S6200/S6100/S4300/S3300/S3100/S1200pj/S800c/S100/S01/

P520/P510/P500/P330/P310/P300用）

本体充電 ACアダプター EH-70P  ¥4,500（税別） ［4960759 139207］
（S9500/S9400/S6600/S6500/S5200/S3600/S3500/S32/S02 用）

●　アクセサリー
●
●

●価格表示のあるものは希望小売価格となります。　●このページの外付けファインダー NH-VF28 は、株式会社ニコンイメージングジャパンが企画、販売しているオリジナル商品です。　※：Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2 の生産は終了しています。

対応
アクセサリー



■ レザーケース
セミハードレザーケース CS-NH24〔ホワイト〕 オープンプライス〔4955478 070641〕品番：CSNH24WT

セミハードレザーケース CS-NH24〔ライトブラウン〕 オープンプライス〔4955478 070658〕品番：CSNH24LB

セミハードレザーケース CS-NH24〔ブラック〕 オープンプライス〔4955478 070672〕品番：CSNH24BK
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●　ケース　｜　ストラップ
●
●

■ ソフトケース

■ カメラケース

ソフトケース CS-NH23A
価格：オープンプライス
JAN：4955478 070795
品番：CSNH23A

ソフトケース CS-NH27
価格：オープンプライス
JAN：4955478 070801
品番：CSNH27

ソフトケース CS-NH28
〔ブラック〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 070863
品番：CSNH28BK

ソフトケース CS-NH48
〔グレー〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 174363
品番：CSNH48GR

ソフトケース CS-NH50
〔ブラック〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 175490
品番：CSNH50BK

ソフトケース CS-NH47
〔オレンジ〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173403
品番：CSNH47OR

カメラケース CS-NH39
価格：オープンプライス
JAN：4955478 172673
品番：CSNH39BK

ソフトケース CS-NH47
〔ブラック〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173274
品番：CSNH47BK

■ レザーケース ■ ストラップ

■ シリコンケース

レザーケース CS-NH43
〔レッド〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173434
品番：CSNH43RD

レザーケース CS-NH43
〔ブラック〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173427
品番：CSNH43BK

レザーケース CS-CP4-1
〔ホワイト〕

価格：オープンプライス
JAN：4960759 027719
品番：CSCP41WH

レザーケース CS-CP4-1
〔ブラウン〕

価格：オープンプライス
JAN：4960759 027757
品番：CSCP41BR

レザーケース CS-CP4-1
〔ピンク〕

価格：オープンプライス
JAN：4960759 027733
品番：CSCP41PK

フロートストラップ FTST1
〔オレンジ〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173526
品番：FTST1OR

ハンドストラップ AH-CP1
希望小売価格：¥3,300（税別）
JAN：4960759 133380
品番：AHCP1

ハンドストラップ AH-CP1 装着例

フロートストラップ FTST1 装着例

フロートストラップ FTST1
〔ブルー〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173533
品番：FTST1BL

レザーボディーケース CS-CP4-5
〔ブラック〕
価格：オープンプライス
JAN：4960759 028136
品番：CSCP45BK

カメラケース CS-NH53BR
〔ブラウン〕
希望小売価格：¥5,500（税別）
JAN：4955478 178361
品番：CSNH53BR

レザーケース CS-NH52BK〔ブラック〕
希望小売価格：¥9,980（税別）
JAN：4955478 177364　品番：CSNH52BK

カメラケース CS-NH38
〔ピンク〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 172659
品番：CSNH38PK

カメラケース CS-NH38
〔パープル〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 172666
品番：CSNH38PP

カメラケース CS-NH38
〔ホワイト〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 172642
品番：CSNH38WT

レザーケース CS-NH44
〔エナメルレッド〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173441
品番：CSNH44RD

レザーケース CS-NH44
〔パールホワイト〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173465
品番：CSNH44WT

レザーケース CS-NH44
〔マットブラック〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 173458
品番：CSNH44BK

●対応機種：S32/S31/S30/
 AW120/AW110/AW100
フロート機能で水中での使用を
サポートするストラップです。

・水深 約 3 mまでです。
・浮力を保つため、
　水中での使用は 60 分までです。

●対応機種：P7800/P7700/P600/
 P520/P510/
 L820/L810

■ ストラップ
スリムレザーストラップⅡ〔ダークブラウン〕 オープンプライス［4955478 173519］品番：7351S

■ カメラケース/カメラポーチ
カメラケース CS-NH45〔ホワイト〕 オープンプライス［4955478 173243］品番：CSNH45WT

カメラケース CS-NH45〔ピンク〕 オープンプライス［4955478 173250］品番：CSNH45PK

カメラポーチ CS-NH29〔ホワイト〕 オープンプライス［4955478 070900］品番：CSNH29WT

●製品の写真は同一縮尺ではありません。
●このページの商品はレザーケースCS-CP4-1、レザーボディーケース CS-CP4-5、ハンドストラップ AH-CP1を除き、株式会社ニコンイメージングジャパンが企画、販売しているオリジナル商品です。

CS-NH23A P500/P100/P90 用

CS-NH24 S4000/S3300/S3100/S3000/S60 用

CS-NH27 L820/L810/L120/L110/L100 用

CS-NH28 S6300/S6200/S5100/S4000/S3300/S3000/

 S1100pj/S1000pj/S640/S570/S100/S80 用

CS-NH29 S8200/S6500/S6400/S6300/S6200/

 S6000/S4000/S3000/S640/S570/S100 用

CS-NH38 S3300/S100 用

CS-NH39 L26/L23/L22/L21/L20/L19 用

CS-NH43 S9100/S8200 用

CS-NH44 S6500/S6400/S6300/S6200 用

CS-NH45 S100 用

CS-NH48 S9100/S8200/S8100 用

CS-NH50 S9100/P310/P300/L610 用

■ケース対応表 ■その他のケース対応

ベルト
ループ

S9700
S9500/
S9400/
S9300

S6800/
S6600

S5200/
S4300

S3600/
S3500

S800c S02/S01
S32/
S31/S30

AW120/
AW110/
AW100

A P7800
P600/
P520/
P510

P340 P330 L30/L28

CS-NH23A ●
CS-NH24 ● ●
CS-NH28 ●
CS-NH29 ●
CS-NH38 ●
CS-NH39 ＊ ●
CS-NH43 ● ● ●
CS-NH44 ● ●
CS-NH47 ＊ ●
CS-NH48 ● ● ●
CS-CP4-1 ●
CS-CP4-5 ●
CS-CP4-7 ●
CS-NH50 ＊ ● ● ● ●
CS-NH51 ●
CS-NH52 ●
CS-NH53 ●

カメラケース CS-NH51
〔キャメル〕

価格：オープンプライス
JAN：4955478 176152
品番：CSNH51CM

カメラケース CS-CP4-7
〔ブラック〕

希望小売価格：￥5,750（税別）
JAN：4960759 028860
品番：CSCP47BK

カメラケース CS-CP4-7
〔ブラウン〕

希望小売価格：￥5,750（税別）
JAN：4960759 028983
品番：CSCP47BR

シリコンジャケット CF-CP001OR〔オレンジ〕
希望小売価格：￥2,850（税別）
JAN：4960759 028952　品番：CFCP001OR

大切に持つ。スマートに持つ。
カメラをキズや汚れ、衝撃から保護する機能性と高いデザイン性を兼ね備えたC O O L P I X 専用ケース。
バッグの中でカメラの電源が入るのも防げます。

レザーケース CS-NH44
with COOLPIX S6600

カメラケース CS-CP4-7
with COOLPIX P340

カメラケース CS-NH53BR
with COOLPIX S9700
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COOLPIX S9700 COOLPIX S6600 COOLPIX S6800

有効画素数 1605万画素 1602万画素 1602万画素
撮像素子 1/2.3型原色CMOS、総画素数1676万画素 1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素 1/2.3型原色CMOS、総画素数1676万画素
レンズ 光学30倍ズーム、NIKKORレンズ 光学12倍ズーム、NIKKORレンズ 光学12倍ズーム、NIKKORレンズ

焦点距離 4.5-135mm（35mm判換算25-750 mm相当の撮影画角） 4.5-54.0mm（35mm判換算25-300 mm相当の撮影画角） 4.5-54.0mm（35mm判換算25-300 mm相当の撮影画角）
開放F値 f/3.7-6.4 f/3.3-6.3 f/3.3-6.3
レンズ構成 11群13枚（EDレンズ3枚） 7群9枚（EDレンズ1枚） 7群9枚（EDレンズ1枚）

ダイナミックファインズーム 最大2倍（35mm判換算で約1500 mm相当の撮影画角） − 最大2倍（35mm判換算で約600 mm相当の撮影画角）
電子ズーム倍率 最大4倍（35mm判換算で約3000 mm相当の撮影画角） 最大4倍（35mm判換算で約1200 mm相当の撮影画角） 最大4倍（35mm判換算で約1200 mm相当の撮影画角）
手ブレ補正機能 レンズシフト方式と電子式の併用（静止画、動画） レンズシフト方式（静止画、動画） レンズシフト方式（静止画）、レンズシフト方式と電子式の併用（動画）

補正効果※1 3.0段（静止画） 3.0段（静止画） 2.5段（静止画）
ブレ軽減機能 モーション検知（静止画） モーション検知（静止画） モーション検知（静止画）
オートフォーカス コントラスト検出方式 コントラスト検出方式 コントラスト検出方式

撮影距離範囲 ・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約2.0 m ～∞（望遠側）
・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約1 cm ～∞（広角側）

・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約1.5 m ～∞（望遠側）
・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約2 cm ～∞（広角側）

・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約1.5 m ～∞（望遠側）
・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約2 cm ～∞（広角側）

AFエリア 顔認識オート、マニュアル（99点）、中央、ターゲット追尾、ターゲットファイ
ンドAF

顔認識オート、マニュアル（99点）、中央、ターゲット追尾、ターゲットファイ
ンドAF

顔認識オート、マニュアル（99点）、中央、ターゲット追尾、ターゲットファイ
ンドAF

顔認識AF 最大12人（認識人数） 最大12人（認識人数） 最大12人（認識人数）
ファインダー − − −
画像モニター 広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度

調節機能付き
2.7型TFT液晶、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き 3型TFT液晶、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き

記録形式 記録媒体 内蔵メモリー（約329 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※2（市販） 内蔵メモリー（約25 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※2（市販） 内蔵メモリー（約25 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※2（市販）
ファイル形式 静止画：JPEG

音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

静止画：JPEG
音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

静止画：JPEG
音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

記録画素数
（画像サイズ /画像モード）

・16M［4608×3456］（初期設定） ・8M［3264×2448］
・4M［2272×1704］ ・2M［1600×1200］
・VGA［640×480］ ・16:9 12M［4608×2592］
・1:1［3456×3456］

画質をFINE（約1/4圧縮）またはNORMAL（約1/8圧縮）に設定できます。

・16M（高画質）［4608×3456★］ ・16M［4608×3456］（初期設定）
・8M［3264×2448］ ・4M［2272×1704］
・2M［1600×1200］ ・VGA［640×480］
・16:9［4608×2592］ ・1:1［3456×3456］

・16M（高画質）［4608×3456★］ ・16M［4608×3456］（初期設定）
・8M［3264×2448］ ・4M［2272×1704］
・2M［1600×1200］ ・VGA［640×480］
・16:9［4608×2592］ ・1:1［3456×3456］

撮影モード オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景
ポートレート／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／
クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー
／逆光／かんたんパノラマ／ペット）、おまかせシーンモード、ベストフェ
イスモード、スペシャルエフェクトモード、P、S、A、M

オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景
ポートレート／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／
クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー
／逆光／かんたんパノラマ／ペット）、おまかせシーンモード、スペシャ
ルエフェクトモード、ベストフェイスモード

オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景
ポートレート／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／
クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー
／逆光／かんたんパノラマ／ペット）、おまかせシーンモード、スペシャ
ルエフェクトモード、ベストフェイスモード

連写機能 単写、連写H［約6.9コマ/秒で約5コマ（16M：NORMAL時）］、連写L［約2.2
コマ/秒で約36コマ（16M：NORMAL時）］、先取り撮影、高速連写 120 fps（約
120コマ/秒で50コマ連続撮影）、高速連写 60 fps（約60コマ/秒で25コマ
連続撮影）、BSS（ベストショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影）

単写、連写H［約10コマ/ 秒で 約7コマ（16M）］、連写L［約2コマ/ 秒で 約
6コマ（16M）］、先取り撮影、高速連写 120 fps（約120コマ/秒で50コマ連
続撮影）、高速連写 60 fps（約60コマ/秒で25コマ連続撮影）、BSS（ベス
トショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影）

単写、連写H［約9.4コマ/秒で約7コマ（16M）］、連写L［約2コマ/秒で約
7コマ（16M）］、先取り撮影、高速連写 120 fps（約120コマ/秒で50コマ連
続撮影）、高速連写 60 fps（約60コマ/秒で25コマ連続撮影）、BSS（ベス
トショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影）

動画※3、※4 1080/30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/60i：1920×1080
（59.94 fields/s［センサー出力は約60コマ/秒］）、720/30p：1280×720（29.97 
fps）、iFrame 720/30p：1280×720（29.97 fps）、480/30p：640×480（29.97 
fps）、H S 240/8 倍：320×240、H S 480/4 倍：640×480、H S 720/2 倍：
1280×720、H S 1080/0.5倍：1920×1080、手ブレ補正、風切り音低減可能

1080 ★ /30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/30p：1920×
1080（29.97 fps）、1080/60i：1920×1080（59.94 fields/s［センサー出力
は約60コマ/秒］）、720/30p：1280×720（29.97 fps）、iFrame 720/30p：
1280×720（29.97 fps）、480/30p：640×480（29.97 fps）、H S 480/4倍：
640×480、H S 720/2倍：1280×720、H S 1080/0.5倍：1920×1080、手
ブレ補正、風切り音低減可能

1080/30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/60i：1920×1080
（59.94 fields/s［センサー出力は約60コマ/秒］）、720/30p：1280×720（29.97 
fps）、iFrame 720/30p：1280×720（29.97 fps）、480/30p：640×480（29.97 
fps）、H S 480/4倍：640×480、H S 720/2倍：1280×720、HS 1080/0.5倍：
1920×1080、手ブレ補正、風切り音低減可能

ISO感度（標準出力感度）※5 ISO 125 ～ 1600、ISO 3200および6400（P、S、A、Mモード時に設定可能） ISO 125 ～ 1600、ISO 3200およびH i 1（ISO 6400相当）（オート撮影モー
ド時に設定可能）

ISO 125 ～ 1600、ISO 3200および6400（オート撮影モード時に設定可能）

露出 測光モード マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光（電子ズームが2倍
以上の時）

マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、ス
ポット測光（電子ズームが2倍以上の時）

マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、ス
ポット測光（電子ズームが2倍以上の時）

露出制御 プログラムオート（プログラムシフト可能）、シャッター優先オート、絞り優
先オート、マニュアル露出、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能

プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能 プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能

シャッター方式 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
シャッター
スピード

1/2000 ～ 1秒、1/2000 ～ 8 秒［S、A（広角側 f/5.6 ～ 8時）、Mモードで
ISO 125、200固定時］、1/4000秒（高速連写時の最高速）

1/2000 ～1秒、1/4000秒（高速連写時の最高速）、4秒（シーンモードの［打
ち上げ花火］）

1/2000 ～1秒、1/4000秒（高速連写時の最高速）、4秒（シーンモードの［打
ち上げ花火］）

絞り 電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り 電磁駆動によるNDフィルター（−2 AV）選択方式 電磁駆動によるNDフィルター（−2 AV）選択方式
フラッシュ 調光範囲（ISO感

度設定オート時）
約0.5 ～ 6.0 m（広角側）
約1.5 ～ 3.5 m（望遠側）

約0.5 ～ 3.0 m（広角側）
約1.5 ～ 1.8 m（望遠側）

約0.5 ～ 2.8 m（広角側）
約0.5 ～ 1.5 m（望遠側）

調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 モニター発光によるTTL自動調光 モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース Hi-Speed USB Hi-Speed USB Hi-Speed USB相当
ダイレクトプリント PictBridge対応 PictBridge対応 PictBridge対応
ビデオ出力 − NTSC、PALから選択可能 −
HDMI出力 オート、480p、720p、1080iから選択可能 オート、480p、720p、1080iから選択可能 オート、480p、720p、1080iから選択可能
入出力端子 Micro-USB端子、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力） オーディオビデオ（AV）出力/デジタル端子（USB）、HDMIマイクロ端子

（Type D）（HDMI出力）
Micro-USB端子、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力）

電源 ・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-62F（別売）

・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-62G（別売）

・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-62G（別売）

充電時間 約2時間20分（付属の本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のな
い状態からの充電時間）

約3時間（付属の本体充電ACアダプター EH-70P使用時、残量のない状
態からの充電時間）

約1時間50分（付属の本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のな
い状態からの充電時間）

寸法（幅×高さ×奥行き）※6 約109.6×63.5×34.5 mm（突起部除く） 約96.9×57.1×27.2 mm（突起部除く） 約96.8×57.5×22.9 mm（突起部除く）
質量（重さ）※6 約232 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約165 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約145 g（電池、SDメモリーカードを含む）
動作環境 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと） 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと） 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと）
Wi-Fi（無線LAN） IEEE 802.11b/g/n※7 IEEE 802.11b/g/n※8 IEEE 802.11b/g/n※8

記録可能コマ数※9 約1900コマ（16M）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約1700コマ(16M)（8 GB SDメモリーカード使用時） 約1700コマ（16M）（8 GB SDメモリーカード使用時）
動画記録可能時間※10 約25分（1080/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約50分（1080★/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約40分（1080/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時）
電池寿命
※11

静止画撮影時 約300コマ（EN-EL12使用時） 約150コマ（EN-EL19使用時） 約170コマ（EN-EL19使用時）
動画撮影時 約1時間5分（EN-EL12使用時） 約25分（EN-EL19使用時） 約35分（EN-EL19使用時）

仕様

● 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、フル充電電池使用時のものです。
※1 ： CIPA規格準拠。最望遠端で測定。
※2 ： Multi Media Card（MMC）には対応していません。
※3 ： S9700およびS6800の場合、［フレームレート設定］が［25 fps (25p/50i)］の時はフレームレートが25 fpsまたは50 fields/s

（［1080/50i］時、センサー出力は約50コマ/秒）になります。
※4 ： S6600の場合、［ビデオ出力］の設定が［PAL］の時はフレームレートが25 fpsまたは50 fields/s（［1080/50i］時、センサー

出力は約50コマ/秒）になります。
※5 ： 撮影状況や設定により制限されます。
※6 ： CIPA（カメラ映像機器工業会）ガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。
※7 ： 【準拠規格】　IEEE 802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）　ARIB STD-T66（小電力データ通信システム規格）
  【伝送方式】　IEEE 802.11b：DBPSK、DQPSK、CCK　IEEE 802.11g：OFDM　IEEE 802.11n：OFDM
  【通信距離】　約 30 m
  【使用周波数範囲（中心周波数）】　2412 ～ 2462 MHz（ 1 ～ 11チャンネル）
  【データ転送速度（実測値）】　IEEE 802.11b：5 Mbps　IEEE 802.11g：15 Mbps　IEEE 802.11n：15 Mbps
  【セキュリティー】　OPEN/WPA2
  【アクセス方式】　CSMA/CA

※8 ： 【準拠規格】　IEEE 802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）
  【伝送方式】　IEEE 802.11b：DBPSK、DQPSK、CCK　IEEE 802.11g：OFDM　IEEE 802.11n：OFDM
  【通信距離】　約 10 m
  【使用周波数範囲（中心周波数）】　2412 ～ 2462 MHz（ 1 ～ 11チャンネル）
  【データ転送速度（実測値）】　IEEE 802.11b：5 Mbps　IEEE 802.11g：20 Mbps　IEEE 802.11n：20 Mbps
  【セキュリティー】　WPA2
  【アクセス方式】　インフラストラクチャーモード
※9 ： SDメモリーカードの種類や絵柄によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。
※10 ： SDメモリーカードの種類によって、記録可能時間が異なる場合があります。1回の撮影で記録可能な時間は、SDメモ

リーカードの残量が多い時でもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。
※11 ： 初期設定時。電池寿命測定方法を定めた CIPA（カメラ映像機器工業会）規格によるものです。使用状況によっては、電

池寿命は大幅に異なる場合があります。

COOLPIX S3600 COOLPIX S02

有効画素数 2005万画素 1317万画素
撮像素子 1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素 1/3.1型原色CMOS、総画素数1417万画素
レンズ 光学8倍ズーム、NIKKORレンズ 光学3倍ズーム、NIKKORレンズ

焦点距離 4.5-36.0mm（35mm判換算25-200 mm相当の撮影画角） 4.1-12.3mm（35mm判換算30-90 mm相当の撮影画角）
開放F値 f/3.7-6.6 f/3.3-5.9
レンズ構成 7群8枚 5群6枚

ダイナミックファインズーム 最大2倍（35mm判換算で約400 mm相当の撮影画角） −
電子ズーム倍率 最大4倍（35mm判換算で約800 mm相当の撮影画角） 最大4倍（35mm判換算で約360 mm相当の撮影画角）
手ブレ補正機能 レンズシフト方式（静止画）、レンズシフト方式と電子式の併用（動画） 電子式（動画）

補正効果※1 3.0段（静止画） −
ブレ軽減機能 モーション検知（静止画） モーション検知（静止画）
オートフォーカス コントラスト検出方式 コントラスト検出方式

撮影距離範囲 ・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約1.5 m ～∞（望遠側）
・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約2 cm ～∞（広角側）

・ 先端レンズ面中央から約30 cm ～∞（広角側）、約50 cm ～∞（望遠側）
・ 撮影シーンのクローズアップ時は先端レンズ面中央から約5 cm ～∞（広角側）、約50 cm ～∞（望遠側）

AFエリア 顔認識オート、中央、マニュアル（99点）、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 顔認識、中央、マニュアル（タッチパネルでAFエリアを選択可能）
顔認識AF 最大12人（認識人数） 最大12人（認識人数）

ファインダー − −
画像モニター 2.7型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き 2.7型TFT液晶モニター（タッチパネル）、反射防止コート付き、約23万ドット
記録形式 記録媒体 内蔵メモリー（約25 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※2（市販） ・内蔵メモリー（約7.3 GB）

ファイル形式 静止画：JPEG
音声メモ：WAV
動画：AVI（Motion-JPEG 準拠）

静止画：JPEG
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

記録画素数
（画像サイズ /画像モード）

・20M（高画質）［5152×3864★］ ・20M［5152×3864］（初期設定）
・10M［3648×2736］ ・4M［2272×1704］
・2M［1600×1200］ ・VGA［640×480］
・16:9（14M）［5120×2880］ ・1:1［3864×3864］

・13M［4160×3120］（初期設定）
・4M［2272×1704］
・2M［1600×1200］

撮影モード オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポートレート／パーティー／ビーチ／雪
／夕焼け／トワイライト／夜景／クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー／逆光
／パノラマアシスト／ペット）、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード

おまかせシーン（ポートレート／風景／夜景ポートレート／夜景／クローズアップ／逆光／その他の撮影シー
ン）、手持ち夜景、逆光HDR、スペシャルエフェクト

連写機能 単写、連写［約1.1コマ/秒で最大6コマ（20M）］、BSS（ベストショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影） −
動画※3 720/30p（SDカード使用時の初期設定）：1280×720（29.97 fps）、480/30p（内蔵メモリー使用時の初期設定）：

640×480（29.97 fps）、240/30p：320×240（29.97 fps）、手ブレ補正、風切り音低減可能
1080/30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、720/30p：1280×720（29.97 fps）、iFrame 540/30p：960×540（29.97 
fps）、H S 720/2倍：1280×720、H S 1080/0.5倍：1920×1080、手ブレ補正可能

ISO感度（標準出力感度）※4 ISO 80 ～ 1600、ISO 3200※5（オート撮影モード時に設定可能） ISO 125 ～ 1600
露出 測光モード マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、スポット測光（電子ズームが2倍以上の時） マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、スポット測光（電子ズームが2倍以上の時）

露出制御 プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能 プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能
シャッター方式 メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用

シャッター
スピード

1/1500 ～ 1秒、4秒（シーンモードの［打ち上げ花火］） 1/2000 ～ 1秒

絞り 電磁駆動によるNDフィルター（−3 AV）選択方式 電磁駆動によるNDフィルター（−2 AV）選択方式
フラッシュ 調光範囲（ISO感

度設定オート時）
約0.5 ～ 3.5 m（広角側）
約1.5 ～ 2.0 m（望遠側）

約0.3 ～ 1.4 m（広角側）
約0.5 ～ 0.8 m（望遠側）

調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース Hi-Speed USB Hi-Speed USB
ダイレクトプリント PictBridge対応 PictBridge対応
ビデオ出力 NTSC、PALから選択可能 NTSC、PALから選択可能
HDMI出力 − オート
入出力端子 オーディオビデオ（AV）出力/デジタル端子（USB） オーディオビデオ（AV）出力/デジタル端子（USB）、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力）
電源 ・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19（リチウムイオン充電池）

・ ACアダプター EH-62G（別売）
・ リチウムイオン充電池（内蔵）

充電時間 約2時間50分（付属の本体充電ACアダプター EH-70P使用時、残量のない状態からの充電時間） 約2時間50分（付属の本体充電ACアダプター EH-70P使用時、残量のない状態からの充電時間）
寸法（幅×高さ×奥行き）※6 約97.1×57.9×19.9 mm（突起部除く） 約77.1×51.3×17.5 mm（突起部除く）
質量（重さ）※6 約125 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約100 g
動作環境 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと） 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと）

記録可能コマ数※7 約1400コマ（20M）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約2300コマ（13M）（内蔵メモリー）
動画記録可能時間※8 約30分（720/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約50分（1080/30p）（内蔵メモリー）
電池寿命
※9

静止画撮影時 約230コマ（EN-EL19使用時） 約210コマ
動画撮影時 約45分（720/30p、EN-EL19使用時） 約1時間15分

● 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、フル充電電池使用時のものです。
※1 ： CIPA規格準拠。最望遠端で測定。
※2 ： Multi Media Card（MMC）には対応していません。
※3 ： S3600の場合、［ビデオ出力］の設定が［PAL］の時はフレームレートが25 fpsになります。
※4 ： 撮影状況や設定により制限されます。
※5 ： ISO感度設定を「3200」にして撮影するときは、選べる画像モードは「4M」、「2M」、「VGA」に制限されます。
※6 ： CIPA（カメラ映像機器工業会）ガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。

※7 ： SDメモリーカードの種類や絵柄によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。
※8 ： SDメモリーカードの種類によって、記録可能時間が異なる場合があります。S3600の場合、1回の撮

影で記録可能な時間は、SDメモリーカードの残量が多い時でもファイルサイズ2 GBまで、または最長
29分までです。S02の場合、1回の撮影で記録可能な時間は、内蔵メモリーの残量が多い時でもファイ
ルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。

※9 ： 初期設定時。電池寿命測定方法を定めたCIPA（カメラ映像機器工業会）規格によるものです。使用状
況によっては、電池寿命は大幅に異なる場合があります。

仕様
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COOLPIX AW120 COOLPIX S32

有効画素数 1605万画素 1317万画素
撮像素子 1/2.3型原色CMOS、総画素数1676万画素 1/3.1型原色CMOS、総画素数1417万画素
レンズ 光学5倍ズーム、NIKKORレンズ 光学3倍ズーム、NIKKORレンズ

焦点距離 4.3-21.5mm（35mm判換算24-120 mm相当の撮影画角） 4.1-12.3mm（35mm判換算30-90 mm相当の撮影画角）
開放F値 f/2.8-4.9 f/3.3-5.9
レンズ構成 10群12枚（EDレンズ2枚） 5群6枚

ダイナミックファインズーム 最大2倍（35mm判換算で約240 mm相当の撮影画角） −
電子ズーム倍率 最大4倍（35mm判換算で約480 mm相当の撮影画角） 最大4倍（35mm判換算で約360 mm相当の撮影画角）
手ブレ補正機能 レンズシフト方式と電子式の併用（静止画、動画） 電子式（動画）

補正効果※1 3.0段（静止画） −
ブレ軽減機能 モーション検知（静止画） モーション検知（静止画）、手ブレ軽減（静止画）
オートフォーカス コントラスト検出方式 コントラスト検出方式

撮影距離範囲 ・先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約50 cm ～∞（望遠側）
・マクロモード時は先端レンズ面中央から約1 cm ～∞（広角側）

・先端保護ガラス面中央から約30 cm ～∞（広角側）、約50 cm ～∞（望遠側）
・［アップでとる］、［食べ物をとる］、［水中でとる］、［鏡に映す］、［ビー玉に映す］、［ネオン風にとる］、［マン

ガ風にとる］、［ふんわりとる］、［ミニチュア風にとる］、［好きな色を残す］時は先端保護ガラス面中央から約5 
cm（広角側）～∞

AFエリア 顔認識オート、マニュアル（99点）、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 中央、顔認識
顔認識AF 最大12人（認識人数） 最大12人（認識人数）

ファインダー − −
画像モニター 3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き 2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き
記録形式 記録媒体 内蔵メモリー（約329 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※2（市販） 内蔵メモリー（約25 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※2（市販）

ファイル形式 静止画：JPEG
音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

静止画：JPEG
メッセージ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

記録画素数
（画像サイズ /画像モード）

・16M（高画質）［4608×3456★］ ・16M［4608×3456］（初期設定）
・8M［3264×2448］ ・4M［2272×1704］
・2M［1600×1200］ ・VGA［640×480］
・16:9 12M［4608×2592］ ・1:1［3456×3456］

・大（13M）［4160×3120］（初期設定）
・中（4M）［2272×1704］
・小（2M）［1600×1200］

撮影モード らくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポートレー
ト／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上
げ花火／モノクロコピー／逆光／かんたんパノラマ／ペット／水中）、スペシャルエフェクトモード、ベスト
フェイスモード

オートでとる、場面を変える（夜景をとる／アップでとる／食べ物をとる／観察写真をとる／水中でとる／続けて
とる〈約4.7コマ/秒で最大11コマ［大（13M）］〉／花火をとる／逆光でとる／鏡に映す／ビー玉に映す／ネオン風
にとる／マンガ風にとる／ふんわりとる／ミニチュア風にとる）、写真をかざる、色を変える（明るさを変える、鮮
やかさを変える、好きな色を残す）

連写機能 単写、連写H［約6.9コマ/秒で約5コマ（16M）］、連写L［約2.2コマ/秒で約33コマ（16M）］、先取り撮影、高速連
写 120 fps（約120コマ/秒で50コマ連続撮影）、高速連写 60 fps（約60コマ/秒で25コマ連続撮影）、BSS（ベス
トショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影）

−

動画※3 1080/30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/60i：1920×1080（59.94 fields/s［センサー出力は約60
コマ/秒］）、720/30p：1280×720（29.97 fps）、iFrame 720/30p：1280×720（29.97 fps）、480/30p：640×480（29.97 
fps）、H S 240/8 倍：320×240、H S 480/4 倍：640×480、H S 720/2 倍：1280×720、H S 1080/0.5倍：1920
×1080、手ブレ補正、動画照明点灯、風切り音低減可能

大（1080p）（SDメモリーカード使用時の初期設定※4）：1920×1080（29.97 fps）、小（640）：640×480（29.97 
fps）、小（むかし風）：640×480/15 fps

ISO感度（標準出力感度）※5 ISO 125 ～ 1600、ISO 3200および6400（オート撮影モード時に設定可能） ISO 125 ～ 1600
露出 測光モード マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、スポット測光（電子ズームが2倍以上の時） マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、スポット測光（電子ズームが2倍以上の時）

露出制御 プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能 プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1段刻み）可能
シャッター方式 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用

シャッター
スピード

1/1500 ～ 1秒、1/4000秒（高速連写時の最高速）、4秒（シーンモードの［打ち上げ花火］） 1/2000 ～ 1秒、4秒（［場面を変える］の［花火をとる］）

絞り 電磁駆動による絞り開口（−1 AV）およびNDフィルター（−2 AV）選択方式 電磁駆動によるNDフィルター（−2 AV）選択方式
フラッシュ 調光範囲（ISO感

度設定オート時）
約0.5 ～ 5.2 m（広角側）
約0.5 ～ 4.5 m（望遠側）

約0.3 ～ 3.1 m（広角側）
約0.6 ～ 1.7 m（望遠側）

調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース Hi-Speed USB相当 Hi-Speed USB
ダイレクトプリント PictBridge対応 PictBridge対応
ビデオ出力 − NTSC、PALから選択可能
HDMI出力 オート、480p、720p、1080iから選択可能 480p、720p、1080iから自動選択
入出力端子 Micro-USB端子、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力） オーディオビデオ（AV）出力/デジタル端子（USB）、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力）
電源 ・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12（リチウムイオン充電池）

・ ACアダプター EH-62F（別売）
・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-62G（別売）

充電時間 約2時間20分（付属の本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間） 約2時間35分（付属の本体充電ACアダプター EH-70P使用時、残量のない状態からの充電時間）
寸法（幅×高さ×奥行き）※6 約110.1×66.0×25.8 mm（突起部除く） 約107.6×66.1×40.4 mm（突起部除く）
質量（重さ）※6 約213 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約175 g（電池、SDメモリーカードを含む）
動作環境 −10 ℃～＋40 ℃（陸上）、0 ℃～ 40 ℃（水中）、湿度85%以下（結露しないこと） −10 ℃～＋40 ℃（陸上）、0 ℃～ 40 ℃（水中）、湿度85%以下（結露しないこと）
Wi-Fi（無線LAN） IEEE 802.11b/g/n※7 −
気圧計 動作範囲：約 500 ～ 1100 hPa −
高度計 動作範囲：約−300 ～＋4500 m（−984 ～＋14760 ft） −
水深計 動作範囲：約0 ～ 20 m（0 ～ 65 ft） −
防水性能 JIS/IEC保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）、水深18 m（59 ft）、60分までの撮影が可能 JIS/IEC保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）、水深10 m、60分までの撮影が可能
防じん性能 JIS/IEC保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による） JIS/IEC保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による）
耐衝撃性能 MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件（※8）をクリアー MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件（※9）をクリアー

記録可能コマ数※10 約1900コマ（16M）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約1100コマ［大（13M）］（8 GB SDメモリーカード使用時）
動画記録可能時間※11 約25分（1080/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約50分［大（1080p）］（8 GB SDメモリーカード使用時）
電池寿命
※12

静止画撮影時 約350コマ（EN-EL12使用時） 約220コマ（EN-EL19使用時）
動画撮影時 約1時間15分（EN-EL12使用時） 約1時間35分（EN-EL19使用時）

COOLPIX L30 COOLPIX P340

有効画素数 2005万画素 1219万画素
撮像素子 1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素 1/1.7型原色CMOS、総画素数1276万画素
レンズ 光学5倍ズーム、NIKKORレンズ 光学5倍ズーム、NIKKORレンズ

焦点距離 4.6-23.0mm（35mm判換算26-130 mm相当の撮影画角） 5.1-25.5mm（35mm判換算24-120 mm相当の撮影画角）
開放F値 f/3.2-6.5 f/1.8-5.6
レンズ構成 5群6枚 6群7枚

ダイナミックファインズーム − 最大2倍（35mm判換算で約240 mm相当の撮影画角）※1
電子ズーム倍率 最大4倍（35mm判換算で約520 mm相当の撮影画角） 最大4倍（35mm判換算で約480 mm相当の撮影画角）
手ブレ補正機能 − レンズシフト方式（静止画、動画）

補正効果※2 − 3.5段（静止画）
ブレ軽減機能 手ブレ軽減（静止画）、モーション検知（静止画） モーション検知（静止画）
オートフォーカス コントラスト検出方式 コントラスト検出方式

撮影距離範囲 ・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約80 cm ～∞（望遠側）
・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約10 cm（△マークから広角側）～∞

・先端レンズ面中央から約30 cm ～∞（広角側）、約50 cm ～∞（望遠側）
・マクロAF時は先端レンズ面中央から約2 cm（広角側）～∞

AFエリア 中央、顔認識 ターゲットファインドAF、顔認識オート、マニュアル（スポット）、マニュアル（標準）、マニュアル（ワイド）、ター
ゲット追尾

顔認識AF 最大12人（認識人数） 最大12人（認識人数）
ファインダー − −
画像モニター 3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット（RGBW）、輝度調節機能付き
記録形式 記録媒体 内蔵メモリー（約25 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※3（市販） 内蔵メモリー（約56 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※3（市販）

ファイル形式 静止画：JPEG
動画：AVI（Motion-JPEG 準拠）

静止画：JPEG、RAW（NRW）（ニコン独自フォーマット）
音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

記録画素数
（画像サイズ /画像モード）

・20M（高画質）［5152×3864★］ ・20M［5152×3864］（初期設定）
・10M［3648×2736］ ・4M［2272×1704］
・2M［1600×1200］ ・VGA［640×480］
・16:9［5120×2880］

・12M［4000×3000］（初期設定） ・8M［3264×2448］
・4M［2272×1704］ ・2M［1600×1200］
・VGA［640×480］ ・16:9 9M［3968×2232］
・16:9 2M［1920×1080］ ・3:2［3984×2656］
・1:1［3000×3000］

画質をFINE（約1/4圧縮）またはNORMAL（約1/8圧縮）に設定できます。
撮影モード らくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポートレート

／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上げ
花火／モノクロコピー／逆光／ペット）、ベストフェイスモード

オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポートレート／パーティー／ビーチ／雪
／夕焼け／トワイライト／夜景／クローズアップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー／逆
光／かんたんパノラマ／ペット）、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、P、S、A、M、ユーザー
セッティングモード

連写機能 単写、連写［約1.1コマ/秒で約6コマ（20M）］、BSS（ベストショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影） 単写、連写H［約10コマ/秒で約10コマ（12M：NORMAL時）］、連写L［約1コマ/秒で約200コマ（12M：NORMAL時）］、
先取り撮影、高速連写 120 fps（約120コマ/秒で60コマ連続撮影）、高速連写 60 fps（約60コマ/秒で60コマ連
続撮影）、BSS（ベストショットセレクター）、マルチ連写（16コマ連続撮影）、インターバル撮影

動画※4 720/30p（SDカード使用時の初期設定）：1280×720（29.97 fps）、480/30p（内蔵メモリー使用時の初期設定）：
640×480（29.97 fps）、240/30p：320×240（29.97 fps）

1080/30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/60i：1920×1080（59.94 fields/s［センサー出力は約60
コマ/秒］）、720/30p：1280×720（29.97 fps）、iFrame 720/30p：1280×720（29.97 fps）、480/30p：640×480（29.97 
fps）、H S 480/4倍：640×480、H S 720/2倍：1280×720、H S 1080/0.5倍：1920×1080、手ブレ補正可能

ISO感度（標準出力感度）※5 ISO 80 ～ 1600 ISO 80 ～ 3200、ISO 6400およびHi 1（ISO 12800相当）（P、S、A、Mモード時に設定可能）、Hi 2（ISO 25600相当）（ス
ペシャルエフェクトの［高感度モノクロ］時）

露出 測光モード マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の時）、スポット測光（電子ズームが2倍以上の時） マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光
露出制御 プログラムオート、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能 プログラムオート（プログラムシフト可能）、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケ

ティング可能、露出補正（±2段の範囲で1/3段刻み）可能
シャッター方式 メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用

シャッター
スピード

1/2000 ～ 1秒、4秒（シーンモードの［打ち上げ花火］） 1/2000 ～ 1秒、1/2000 ～ 60秒（MモードでISO 80 ～ 400時）、1/4000秒（ 高速連写時の最高速）

絞り 電磁駆動によるNDフィルター（−2.6 AV）選択方式 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り
フラッシュ 調光範囲（ISO感

度設定オート時）
約0.5 ～ 4.3 m（広角側）
約0.8 ～ 2.1 m（望遠側）

約0.5 ～ 6.5 m（広角側）
約0.5 ～ 2.5 m（望遠側）

調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース Hi-Speed USB Hi-Speed USB相当
ダイレクトプリント PictBridge対応 PictBridge対応
ビデオ出力 NTSC、PALから選択可能 −
HDMI出力 − オート、480p、720p、1080iから選択可能
入出力端子 オーディオビデオ（AV）出力/デジタル端子（USB） Micro-USB端子、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力）
電源 ・ アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本

・ Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2※6（ニッケル水素充電池）（別売）
・ ACアダプター EH-65A（別売）

・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-62F（別売）

充電時間 − 約1時間50分（付属の本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間）
寸法（幅×高さ×奥行き）※7 約95.4×60.3×29.0 mm（突起部除く） 約103.0×58.3×32.0 mm（突起部除く）
質量（重さ）※7 約164 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約194 g（電池、SDメモリーカードを含む）
動作環境 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと） 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと）
Wi-Fi（無線LAN） − IEEE 802.11b/g※8

記録可能コマ数※9 約1400コマ（20M）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約2200コマ（12M：NORMAL時）（8 GB SDメモリーカード使用時）
動画記録可能時間※10 約35分（720/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約50分（1080/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時）
電池寿命
※11

静止画撮影時 約320コマ（アルカリ電池使用時）、約950コマ（リチウム電池使用時）、約570コマ（EN-MH2※6使用時） 約220コマ（EN-EL12使用時）
動画撮影時 約1時間5分（アルカリ電池使用時）、約2時間45分（リチウム電池使用時）、約1時間40分（EN-MH2※6使用時） 約50分（EN-EL12使用時）

仕様 仕様

● 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、新品のアルカリ単3形電池またはフル充電電池使用時のものです。
 リチウム電池のデータは、市販の「エナジャイザーリチウム乾電池（単3形）」使用時のものです。

※1 ： CIPA規格準拠。最望遠端で測定。
※2 ： Multi Media Card（MMC）には対応していません。
※3 ： AW120の場合、［フレームレート設定］が［25 fps (25p/50i)］の時はフレームレートが25 fpsまたは50 fields/s（［1080/50i］

時、センサー出力は約50コマ/秒）になります。
※4 ： 内蔵メモリー使用時は、［小（640）］と［小（むかし風）］が選べます。
※5 ： 撮影状況や設定により制限されます。
※6 ： CIPA（カメラ映像機器工業会）ガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。
※7 ： 【準拠規格】　IEEE 802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）　ARIB STD-T66（小電力データ通信システム規格）
  【伝送方式】　IEEE 802.11b：DBPSK、DQPSK、CCK　IEEE 802.11g：OFDM　IEEE 802.11n：OFDM
  【通信距離】　約 30 m
  【使用周波数範囲（中心周波数）】　2412 ～ 2462 MHz（ 1 ～ 11チャンネル）
  【データ転送速度（実測値）】　IEEE 802.11b：5 Mbps　IEEE 802.11g：17 Mbps　IEEE 802.11n：17 Mbps
  【セキュリティー】　OPEN/WPA2
  【アクセス方式】　CSMA/CA

※1 ： 画像サイズが最大画像サイズ（12M）の場合です。画像サイズによっては、倍率が異なります（最大4倍）。
※2 ： CIPA規格準拠。最望遠端で測定。
※3 ： Multi Media Card（MMC）には対応していません。
※4 ： P340の場合、［フレームレート設定］が［25 fps (25p/50i)］の時はフレームレートが25 fpsまたは50 fields/s（［1080/50i］

時、センサー出力は約50コマ/秒）になります。
※5 ： 撮影状況や設定により制限されます。
※6 ： バッテリーチャージャー MH-72またはMH-73が必要です。MH-72はEN-MH2を2本同時に、MH-73はEN-MH2を2

本または4本同時に充電可能です。別売の「バッテリーチャージャー MH-72/Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-
MH2-B2セット」または「バッテリーチャージャー MH-73/Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B4セット」をご
購入ください。

※7 ： CIPA（カメラ映像機器工業会）ガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。
※8 ： 【準拠規格】　IEEE 802.11b/g（無線LAN標準プロトコル）　ARIB STD-T66（小電力データ通信システム規格）
  【伝送方式】　IEEE 802.11b：DBPSK、DQPSK、CCK　IEEE 802.11g：OFDM
  【通信距離】　約 10 m
  【使用周波数範囲（中心周波数）】　2412 ～ 2462 MHz（ 1 ～ 11チャンネル）
  【セキュリティー】　OPEN/WPA2
  【アクセス方式】　CSMA/CA

※8 ： 高さ202 cmから厚さ5 cmの合板に落下させます（落下衝撃部分の塗装剥離、変形など外観変化、防水性能は不問とします）。
すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。

※9 ： 高さ1.5 mから厚さ5 cmの合板に落下させます（落下衝撃部分の塗装剥離、変形など外観変化、防水性能は不問とします）。
すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。

※10 ： SDメモリーカードの種類や絵柄によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。
※11 ： SDメモリーカードの種類によって、記録可能時間が異なる場合があります。1回の撮影で記録可能な時間は、SDメモリー

カードの残量が多い時でもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。
※12 ： 初期設定時。電池寿命測定方法を定めたCIPA（カメラ映像機器工業会）規格によるものです。使用状況によっては、電池

寿命は大幅に異なる場合があります。

※9 ： SDメモリーカードの種類や絵柄によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。
※10 ： SDメモリーカードの種類によって、記録可能時間が異なる場合があります。L30の場合、1回の撮影で記録可能な時間は、

SDメモリーカードの残量が多い時でもファイルサイズ2 GBまで、または最長29分までです。P340の場合、1回の撮影
で記録可能な時間は、SDメモリーカードの残量が多い時でもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。

※11 ： 初期設定時。電池寿命測定方法を定めたCIPA（カメラ映像機器工業会）規格によるものです。使用状況によっては、電池
寿命は大幅に異なる場合があります。

● 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、フル充電電池使用時のものです。



41

■ViewNX 2 （Ver.2.9）
撮影したデータを簡単に分類、整理、表示できる画像閲覧ソフトウェアです。

画像の印刷はもちろん、静止画や動画の編集も気軽に楽しめます。

ViewNX 2 動作環境

OS

Windows：Windows 8.1、Windows 8.1 Pro/Enterprise、Windows 7 Home Premium/
Professional/Enterprise/Ultimate（SP1）、Windows Vista Home Basic/Home 
Premium/Business/Enterprise/Ultimate（SP2）、Windows XP Home Edition/
Professional（SP3）※すべて日本語版のプリインストールモデルのみ対応。Windows 8.1、
Windows 7 および Windows Vista は 32/64 bit 版に対応。ただし、64 bit 版では、ViewNX 
2 本体と Picture Control Utility のみ 64 bit ネイティブ対応。
Macintosh：OS X（10.7.5、10.8.5、10.9）

CPU

Windows：【静止画、動画（Motion-JPEG 圧縮方式）】Intel Celeron/Pentium4/Core シリー
ズ 1.6 GHz 以上、

【 動 画（H.264 圧 縮 方 式）】 再 生 時：Intel Pentium D 3.0 GHz 以上、 編 集 時：Intel 
Core i5 以上、「1280 × 720 ピクセル以上でフレームレート 30 fps 以上、または 1920
× 1080 ピクセル以上で動画再生する場合：Intel Core i5 以上を推奨」
Macintosh：【静止画、動画（Motion-JPEG圧縮方式）】Intel Coreシリーズ/Xeonシリー
ズ 1 GHz以上、

【動画（H.264 圧縮方式）の場合】再生時：Intel Core Duo 2 GHz 以上、編集時：Intel 
Core i5以上、「1280 × 720ピクセル以上でフレームレート30 fps以上、または 1920 ×
1080ピクセル以上で動画再生をする場合：Intel Core i5以上を推奨」

RAM（メモリー）

Windows：32ビット版 Windows 8 .1、Windows 7、Windows Vista：1 GB以上（2 GB以上
推奨）、64ビット版 Windows 8 .1、Windows 7、Windows Vista：2 GB以上（4 GB以上推奨）、
Windows XP：512 MB以上（2 GB以上推奨）
Macintosh：2 GB以上（4 GB以上推奨）

ハードディスク容量 アプリケーション起動時にOS起動ディスクに1 GB以上の空き容量が必要（3 GB以上推奨）

モニター解像度

Windows：1024×768ピクセル（XGA）以上（1280×1024ピクセル以上推奨）、
　　　　　　24ビットカラー以上
Macintosh：1024×768ピクセル（XGA）以上（1280×1024ピクセル以上推奨）、
　　　　　　1670万色以上

● ViewNX 2 は、Nikon Transfer 2を統合した総合ソフトウェアです。インストールには、インターネットへの接続が必要な場合があります。

　また、付属のソフトウェアが最新バージョンでない場合があります。ご使用前に最新版へのアップデートをお勧めいたします。

　弊社ホームページ（サポートページ）http://nikonimglib.com/nvnx/で最新の ViewNX 2を無償でダウンロードできます。

注：ソフトウェア（対応ソフトとバージョン）の最新の情報およびソフトウェアの詳細等につきましては、弊社ホームページ（サポートページ）http://www.nikon-image.com/support/をご覧ください。

●　推奨SDメモリーカード　｜　Eye-Fi対応　｜　ソフトウェア動作環境
●
●

Eye-Fi対応　撮影画像をカメラからパソコンにワイヤレス転送

ソフトウェア動作環境

Eye-Fi カードは SD メモリーカード型無線 LAN 対応メモリーカードです。

撮影画像（JPEG）をカメラからワイヤレスで転送できます。

インターネットに接続して「NIKON IMAGE SPACE」などのオンライン写真サービスやパソコンに画像の自動転送もできます。
●対応のカメラには Eye-Fiカードの通信機能をON/OFF する機能がありますが、Eye-Fiカードの全ての機能を保証するものではありません。

　Eye-Fiカードに関する不具合や質問は、カードメーカーにお問い合わせください。Eye-Fiカードの送信機能の使用は、ご購入された国でのみ使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。

　各カメラに対応するEye-Fiカードに関しては、アイファイジャパン株式会社のホームページでご確認ください。

A
SD
メモリーカード

SDHC
メモリーカード＊2

SDXC
メモリーカード＊3

SanDisk 2GB＊1 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB、128GB
TOSHIBA 2GB＊1 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB
Panasonic 2GB＊1 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB
Lexar − 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB、128GB

S9700 ／ S6800 ／ S6600 ／ S3600 ／ S32 ／ AW120 ／
P7800 ／ P600 ／ P340 ／ L30
SD
メモリーカード

SDHC
メモリーカード＊2

SDXC
メモリーカード＊3

SanDisk 2GB＊1 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB、128GB
TOSHIBA − 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB
Panasonic 2GB＊1 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB
Lexar − 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB、128GB

推奨SD/SDHC/SDXCメモリーカード

＊1 ： 市販のカードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2GBのSDメモリーカードに対応している必要があります。
＊2 ： SDHC規格に対応しています。市販のカードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。
＊3 ： SDXC規格に対応しています。市販のカードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。

● 上記SD/SDHC/SDXCメモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問い合わせください。 
その他のメーカー製のSD/SDHC/SDXCメモリーカードは、動作の保証をいたしかねます。

● 各SD/SDHC/SDXCメモリーカードの販売状況については、各カードメーカーまたは販売店にお問い合わせください。

下記のSD/SDHC/SDXCメモリーカードの動作を確認しています。
・ 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のSD/SDHC/SDXCメモリーカードをおすすめします。 

転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
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COOLPIX P600 COOLPIX P7800 COOLPIX A

有効画素数 1605万画素 1219万画素 1616万画素
撮像素子 1/2.3型原色CMOS、総画素数1676万画素 1/1.7型原色CMOS、総画素数1276万画素 23.6×15.6 mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット、総画素

数1693万画素
レンズ 光学60倍ズーム、NIKKORレンズ 光学7.1倍ズーム、NIKKORレンズ NIKKORレンズ

焦点距離 4.3-258mm（35mm判換算24-1440 mm相当の撮影画角） 6.0-42.8mm（35mm判換算28-200 mm相当の撮影画角） 18.5mm（35mm判換算28 mm相当の撮影画角）
開放F値 f/3.3-6.5 f/2-4 f/2.8
レンズ構成 11群16枚（EDレンズ4枚、スーパー EDレンズ1枚） 10群13枚（EDレンズ2枚） 5群7枚

ダイナミックファインズーム 最大2倍（35mm判換算で約2880 mm相当の撮影画角）※1 − −
電子ズーム倍率 最大4倍（35mm判換算で約5760 mm相当の撮影画角） 静止画：最大4倍（35 mm判換算で約800 mm相当の撮影画角）

動画：最大2倍（35 mm判換算で約400 mm相当の撮影画角） −

手ブレ補正機能 レンズシフト方式（静止画、動画） レンズシフト方式（静止画、動画） −
補正効果※2 3.5段（静止画） 3.0段（静止画） −

ブレ軽減機能 モーション検知（静止画） − −
オートフォーカス コントラスト検出方式 コントラスト検出方式 コントラスト検出方式

撮影距離範囲 ・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約2.0 m ～∞（望遠側）
・ マクロAF時は先端レンズ面中央から約1 cm（広角側）～∞

・先端レンズ面中央から約50 cm ～∞（広角側）、約80 cm ～∞（望遠側）
・マクロAF時は先端レンズ面中央から約2 cm（広角側）～∞

・ 先端レンズ面中央から約50 cm ～∞
・ マクロAF時は先端レンズ面中央から約10 cm ～∞

AFエリア ターゲットファインドAF、顔認識オート、マニュアル（スポット）、マニュア
ル（標準）、マニュアル（ワイド）、ターゲット追尾

顔認識オート、オート（9点）、中央（ワイド、標準）、マニュアル（99点）、ター
ゲット追尾、ターゲットファインドAF

顔認識、ワイドエリア、ノーマルエリア、ターゲット追尾

顔認識AF 最大12人（認識人数） 最大12人（認識人数） 最大35人（認識人数）
ファインダー 電子ビューファインダー、0.2型液晶、約20万ドット相当、視度調節機能付

き（−4 ～＋4 m−1）
電子ビューファインダー、0.2型液晶、約92万ドット、視度調節機能付き 

（−3 ～＋1 m−1） −

画像モニター 広視野角3型 TFT 液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット
（RGBW）、輝度調節機能付き、バリアングル方式

広視野角3型 TFT 液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット
（RGBW）、輝度調節機能付き、バリアングル方式

広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度
調節機能付き

記録形式 記録媒体 内蔵メモリー（約56 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※3（市販） 内蔵メモリー（約86 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※3（市販） SD/SDHC/SDXCメモリーカード※3（市販）
ファイル形式 静止画：JPEG

音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：LPCMステレオ）

静止画：JPEG、RAW（NRW）（ニコン独自フォーマット）
音声メモ：WAV
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：AACステレオ）

静止画：JPEG、RAW（NEF、ニコン独自フォーマット）
動画：MOV（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：リニアPCMステレオ）

記録画素数
（画像サイズ /画像モード）

・16M［4608×3456］（初期設定） ・8M［3264×2448］
・4M［2272×1704］ ・2M［1600×1200］
・VGA［640×480］ ・16:9 12M［4608×2592］
・16:9 2M［1920×1080］ ・3:2［4608×3072］
・1:1［3456×3456］

画質をFINE（約1/4圧縮）またはNORMAL（約1/8圧縮）に設定できます。

・12M［4000×3000］（初期設定） ・8M［3264×2448］
・4M［2272×1704］ ・2M［1600×1200］
・VGA［640×480］ ・3:2［3984×2656］
・16:9 9M［3968×2232］ ・1:1［3000×3000］

画質をFINE（約1/4圧縮）またはNORMAL（約1/8圧縮）に設定できます。

・サイズL［4928×3264］（初期設定）
・サイズM［3696×2448］
・サイズS［2464×1632］

画質をFINE（約1/4圧縮）、NORMAL（約1/8圧縮）またはBASIC（約1/16圧縮）
に設定できます。

撮影モード オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポー
トレート／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／クローズ
アップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー／逆光／かん
たんパノラマ／ペット／月／鳥）、おまかせシーンモード、スペシャルエフェ
クトモード、P、S、A、M、ユーザーセッティングモード

オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／スポーツ／夜景ポー
トレート／パーティー／ビーチ／雪／夕焼け／トワイライト／夜景／クローズ
アップ／料理／ミュージアム／打ち上げ花火／モノクロコピー／逆光／パ
ノラマ／ペット）、おまかせシーンモード、P、S、A、M、スペシャルエフェクト
モード、ユーザーセッティングモード

オート撮影モード、シーンモード（ポートレート／風景／こどもスナップ／
スポーツ／クローズアップ／夜景ポートレート／夜景／パーティー／海・
雪／夕焼け／トワイライト／ペット／キャンドルライト／桜／紅葉／ 
料理／シルエット／ハイキー／ローキー）、P、S、A、M、ユーザーセッティ
ングモード

連写機能 単写、連写H［約7コマ/ 秒で 約7コマ（16M：NORMAL時）］、連写L［約1
コマ/ 秒で 約200コマ（16M：NORMAL時）］、先取り撮影、高速連写 120 
fps（約120コマ/秒で60コマ連続撮影）、高速連写 60 fps（約60コマ/秒
で60コマ連続撮影）、BSS（ベストショットセレクター）、マルチ連写（16コ
マ連続撮影）、インターバル撮影

単写、連写H［約8コマ/秒で最大6コマ（12M：NORMAL時）］、連写M［約
4コマ/ 秒で最大6コマ（12M：NORMAL時）］、連写L［約1コマ/ 秒で最大
30コマ（12M：NORMAL時）］、BSS（ベストショットセレクター）、マルチ連
写（16コマ連続撮影）、高速連写 120 fps（約120コマ/秒で60コマ連続撮影）、
高速連写 60 fps（約60コマ/秒で60コマ連続撮影）、インターバル撮影

1コマ撮影、連続撮影［約4コマ/秒で約26コマ（サイズL：NORMAL時）、
約9コマ（サイズL：RAW+FINE時）］

動画※4、※5 1080/30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/60i：1920×1080
（59.94 fields/s［センサー出力は約60コマ/秒］）、720/30p：1280×720（29.97 
fps）、iFrame 720/30p：1280×720（29.97 fps）、480/30p：640×480（29.97 
fps）、HS 480/4倍：640×480、HS 720/2倍：1280×720、HS 1080/0.5倍：
1920×1080、手ブレ補正可能

1080 ★ /30p（初期設定）：1920×1080（29.97 fps）、1080/30p：1920×
1080（29.97 fps）、720/30p：1280 × 720（29.97 fps）、480/30p：640 ×
480（29.97 fps）、H S 480/4 倍：640×480、H S 720/2 倍：1280×720、
H S 1080/0.5倍：1920×1080、手ブレ補正、風切り音低減可能

・1920×1080：30p（29.97 fps）/25p（25 fps）/24p（23.976 fps）
・1280×720：30p（29.97 fps）/25p（25 fps）/24p（23.976 fps）

画質を高画質または標準に設定できます。

ISO感度（標準出力感度［P600、
P7800］）/推奨露光指数［A］※6

ISO 100 ～ 1600、ISO 3200およびISO 6400（P、S、A、Mモード時に設定可
能）、Hi 1（ISO 12800相当）（スペシャルエフェクトの［高感度モノクロ］時）

ISO 80 ～ 1600、ISO 3200およびH i 1（ISO 6400相当）（P、S、A、Mモード
時に設定可能）

ISO 100 ～ 3200、ISO 6400、Hi 0.3（ISO 8000相当）、Hi 0.7（ISO 10000相当）、
Hi 1（ISO 12800相当）、Hi 2（ISO 25600相当）

露出 測光モード マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光、［AFエリア選択］の
［マニュアル］時に［測光のAF連動設定］で測光範囲のAFエリア連動可能

マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光

露出制御 プログラムオート（プログラムシフト可能）、シャッター優先オート、絞り優
先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能、露出補正（±2段の範
囲で1/3段刻み）可能

プログラムオート（プログラムシフト可能）、シャッター優先オート、絞り優
先オート、マニュアル露出、A E ブラケティング（Tv、A v、Sv）可能、露出補
正（静止画は±3段、動画は±2段の範囲で1/3段刻み）可能

プログラムオート（プログラムシフト可能）、シャッター優先オート、絞り優
先オート、マニュアル露出、A E ブラケティング可能、露出補正（静止画は
±5段、動画は±2段の範囲で1/3段刻み）可能

シャッター方式 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
シャッター
スピード

1/4000（広角端、f/7.6時）～1秒、1/4000（広角端、f/7.6時）～15秒（Mモー
ドでISO 100時）

1/4000（広角側絞り値f/4.5 ～ f/8時、望遠側絞り値f/7.1～ f/8時）～1秒、
1/4000（広角側絞り値f/4.5 ～ f/8時、望遠側絞り値f/7.1 ～ f/8時）～ 60
秒（MモードでISO 80 ～ 400時）

1/2000 ～ 30秒、Bulb（撮影モードM時）、Time（撮影モードM時［別売の
リモコンML-L3を使用］）

絞り 電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り
フラッシュ
※7、※8

調光範囲（ISO感
度設定オート時）

約0.5 ～ 7.5 m（広角側）
約1.5 ～ 4.0 m（望遠側）

約0.5 ～ 10 m（広角側）
約0.5 ～ 5.5 m（望遠側）

約0.5 ～ 11.5 m（オート撮影モード時）

調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 モニター発光によるTTL自動調光、マニュアル発光可能 モニター発光によるTTL自動調光、マニュアル発光可能
インターフェース Hi-Speed USB相当 Hi-Speed USB Hi-Speed USB
ダイレクトプリント PictBridge対応 PictBridge対応 PictBridge対応
ビデオ出力 − NTSC、PALから選択可能 −
HDMI出力 オート、480p、720p、1080iから選択可能 オート、480p、720p、1080iから選択可能 オート、480p、576p、720p、1080iから選択可能
入出力端子 Micro-USB端子、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力） オーディオビデオ（AV）出力/デジタル端子（USB）、HDMIミニ端子（Type 

C）（HDMI出力）、外部マイク端子（Φ3.5 mmステレオミニジャック、プラ
グインパワー型）、アクセサリーターミナル

デジタル端子（USB）、HDMIミニ端子（Type C）（HDMI出力）、アクセサリー
ターミナル

電源 ・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL23（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-67A（別売）

・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Aを組み合わせて使用）（い

ずれも別売）

・ Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20（リチウムイオン充電池）
・ ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Cを組み合わせて使用）（い

ずれも別売）
充電時間 約3時間（付属の本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状

態からの充電時間） − −

寸法（幅×高さ×奥行き）※9 約125.0×85.0×106.5 mm（突起部除く） 約118.5×77.5×50.4 mm（突起部除く） 約111.0×64.3×40.3 mm（突起部除く）
質量（重さ）※9 約565 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約399 g（電池、SDメモリーカードを含む） 約299 g（電池、SDメモリーカードを含む）
動作環境 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと） 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと） 0 ℃～ 40 ℃、湿度85%以下（結露しないこと）
Wi-Fi（無線LAN） IEEE 802.11b/g※10 − −

記録可能コマ数※11 約1600コマ（16M：NORMAL時）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約2200コマ(12M:NORMAL時) （8 GB SDメモリーカード使用時） 約810コマ（サイズL：NORMAL時）（4 GB SDメモリーカード使用時）
動画記録可能時間※12 約50分（1080/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約55分(1080★/30p）（8 GB SDメモリーカード使用時） 約20分（1920×1080：30p［高画質]）（4 GB SDメモリーカード使用時）
電池寿命
※13

静止画撮影時 約330コマ（EN-EL23使用時） 約350コマ（EN-EL14使用時） 約230コマ（EN-EL20使用時）
動画撮影時 約1時間20分（EN-EL23使用時） 約1時間15分（EN-EL14使用時） 約1時間10分（EN-EL20使用時）

仕様

● 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件23℃（±3℃）で、フル充電電池使用時のものです。
※1 ： 画像サイズが最大画像サイズ（16M）の場合です。画像サイズによっては、倍率が異なります（最大4倍）。
※2 ： CIPA規格準拠。P600は約350 mm（35mm判換算）で測定。P7800は最望遠端で測定。
※3 ： Multi Media Card（MMC）には対応していません。
※4 ： P600の場合、［フレームレート設定］が［25 fps (25p/50i)］の時はフレームレートが25 fpsまたは50 fields/s（［1080/50i］時、

センサー出力は約50コマ/秒）になります。
※5 ： P7800の場合、［ビデオ出力］の設定が［PAL］の時はフレームレートが25 fpsになります。
※6 ： 撮影状況や設定により制限されます。
※7 ： P7800はニコンクリエイティブライティングシステムに対応しています。ニコンクリエイティブライティングシステム対応ス

ピードライトとの組み合わせで、i-TTL調光制御に対応（スポット測光時はスタンダードi-TTL調光のみに対応）。発光色温度
情報伝達に対応。SB-910、SB-900、SB-800、SB-700を主灯、またはSU-800をコマンダーとしてアドバンストワイヤレスライティ
ングに対応（主灯および補助灯Aグループのみ対応）。内蔵フラッシュをコマンダーとしたアドバンストワイヤレスライティン
グに対応（Aグループのみ対応/チャンネルは3CH固定）

※8 ： Aはアクセサリーシューに別売のスピードライト（SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-400、SB-300）を装着して、i-TTL調光
を行えます（1灯発光のみで、内蔵フラッシュは同時に発光しません）。

※9 ： CIPA（カメラ映像機器工業会）ガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。
※10 ： 【準拠規格】　IEEE 802.11b/g（無線LAN標準プロトコル）　ARIB STD-T66（小電力データ通信システム規格）
  【伝送方式】　IEEE 802.11b：DBPSK、DQPSK、CCK　IEEE 802.11g：OFDM
  【通信距離】　約 10 m
  【使用周波数範囲（中心周波数）】　2412 ～ 2462 MHz（ 1 ～ 11チャンネル）
  【セキュリティー】　OPEN/WPA2
  【アクセス方式】　CSMA/CA
※11 ： SDメモリーカードの種類や絵柄によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。
※12 ： SDメモリーカードの種類によって、記録可能時間が異なる場合があります。P600およびP7800の場合、1回の撮

影で記録可能な時間は、SDメモリーカードの残量が多い時でもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までで
す。Aの場合、1回の撮影で記録可能な時間は、SDメモリーカードの残量が多い時でも最長20分または29分59秒
までです。

※13 ： 初期設定時。電池寿命測定方法を定めた CIPA（カメラ映像機器工業会）規格によるものです。使用状況によっては、
電池寿命は大幅に異なる場合があります。
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手軽に楽しむ超望遠で感動を発見。
●はるか遠くのものを写真や動画で大きく撮影。

　C O O L P I X と T V を接続すれば、みんなと一緒に大画面で閲覧可能

● C O O L P I X の高精度な A F と連写で、失敗を防いでキレイに撮影

●高倍率で観察・撮影できる、

   充実のフィールドスコープ D S 接眼レンズ

好奇心を刺激する、家庭で楽しむミクロの世界。
●小さなものを驚きの大きさで顕微鏡撮影。

   C O O L P I X と T V を接続すれば、撮影した写真や動画をみんなで閲覧可能

● C O O L P I X の高精度な A F と連写で、失敗を防いでキレイに撮影

&ニコン フィールドスコープ

&ニコン ネイチャースコープ ファーブル

こんなシーンで大活躍
・自然や野生動物の観察記録に
・スポーツの観戦記録に
・動物園などでの作品づくりに
・競走馬などの撮影に

こんなシーンで大活躍
・植物や昆虫の観察記録に
・屋外での自然学習に
・夏休みの自由研究に
・研究などのビジネスに

大人の趣味に。子どもの自由研究に。

ニコン デジスコーピングシステム
C O O L P I X とニコン フィールドスコープやニコン ネイチャースコープ「ファーブル フォト」を接続して、

カンタン＆手軽に超望遠・ミクロ撮影を楽しめるニコン デジスコーピングシステム。

動植物の観察記録から貴重な一瞬を捉えた作品まで高画質で撮影できます。

フィールドスコープ ED50（チャコールグレー）＋接眼レンズ（24×ワイドDS）＋

コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-UC＋COOLPIX P310

●フィールドスコープ三脚は別売です。

ネイチャースコープ

「ファーブル フォト」＋

コンパクトデジタルカメラ

ブラケット FSB-UC ＋

COOLPIX P310

コンパクトデジタルカメラ
ブラケット F S B - U C
希望小売価格：¥2 6 ,0 0 0（税別）

（ケーブルレリーズ・遮光ゴムシート・シャッターボタン滑り止めパッド付） 

JAN：4571137 584795

●価格表示のあるものは希望小売価格となります。　● C O O L P I X の機種やズーム位置（広角・マクロ・望遠）、C O O L P I X の取り付け位置などの条件により、撮影画像にケラレや影が発生する場合があります。　●詳しくは Sport Optics 総
合、ネイチャースコープなど各種カタログ、または w w w. n i k o n v i s i o n . c o . j p でご確認ください。　●このページの C O O L P I X 以外の商品は、株式会社ニコンビジョンが企画し、株式会社ニコンイメージングジャパンが販売している商品です。 
※ 1：接眼レンズ「F E P -25L E R（超ロングアイレリーフ）」への接続は不可。　※ 2：D S 接眼レンズおよび「ファーブル フォト」「ファーブル フォト E X」への接続は不可。　※ 3：「ファーブル フォト」への接続は不可。

COOLPIXをフィールドスコープやネイチャースコープ「ファーブルフォト」「ファーブル フォト EX」に接続するためのブラケットです。

COOLPIX用ブラケット

■ EDG フィールドスコープ
EDG フィールドスコープ 65 ¥160,000（税別） ［4571137 583330］

EDG フィールドスコープ 65-A ¥160,000（税別） ［4571137 583347］

EDG フィールドスコープ 85 ¥225,000（税別） ［4571137 583354］

EDG フィールドスコープ 85-A ¥225,000（税別） ［4571137 583361］

EDG フィールドスコープ 85 VR ¥350,000（税別） ［4571137 584641］

EDG フィールドスコープ 85-A VR ¥350,000（税別） ［4571137 584658］

■ EDG フィールドスコープ接眼レンズ FEPシリーズ
FEP-20W 接眼レンズ（65/65-A：16 ×、85/85-A：20 ×） ¥45,000（税別） ［4571137 583378］

FEP-30W 接眼レンズ（65/65-A：24 ×、85/85-A：30 ×） ¥60,000（税別） ［4571137 583385］

FEP-38W 接眼レンズ（65/65-A：30 ×、85/85-A：38 ×） ¥45,000（税別） ［4571137 583392］

FEP-50W 接眼レンズ（65/65-A：40 ×、85/85-A：50 ×） ¥45,000（税別） ［4571137 583408］

FEP-75W 接眼レンズ（65/65-A：60 ×、85/85-A：75 ×） ¥45,000（税別） ［4571137 583415］

FEP-25 LER 接眼レンズ（65/65-A：20 ×、85/85-A：25 ×） ¥45,000（税別） ［4571137 583439］

フィールドスコープ接眼レンズマウントアダプター EMA-1 ¥5,000（税別） ［4571137 583538］

■ニコン フィールドスコープ
フィールドスコープ ED50〔オリーブグリーン〕 ¥40,000（税別） ［4571137 581794］

フィールドスコープ ED50〔チャコールグレー〕 ¥40,000（税別） ［4571137 581800］

フィールドスコープ ED50-A〔オリーブグリーン〕 ¥43,000（税別） ［4571137 581824］

フィールドスコープ ED50-A〔チャコールグレー〕 ¥43,000（税別） ［4571137 581831］

■フィールドスコープ DS 接眼レンズ（フィールドスコープ ED50シリーズ用）
16 × /24 × /30 × ワイドDS 接眼レンズ ¥24,000（税別） ［4571137 580711］

27 × /40 × /50 × ワイドDS 接眼レンズ ¥24,000（税別） ［4571137 580728］

40 × /60 × /75 × ワイドDS 接眼レンズ ¥26,000（税別） ［4571137 580735］

■ニコン ネイチャースコープ
ファーブル フォト ¥88,000（税別） ［4571137 582012］

ファーブル フォト EX ¥103,000（税別） ［4571137 583156］

対応機種
COOLPIX S5200/S5100※1/S4300/S4000/S3300/S3100/S3000/S710/S640※1※2/S620/S610/S570/S560※2/S230/

S220/S31/S30/P6000※3/P5100/P5000/P330/P310/P300/L28/L26/L23/L22/L21/L20/L19

●このページの COOLPIX 以外の商品は、株式会社ニコンビジョンが企画し、株式会社ニコンイメージングジャパンが販売している商品です。

E D G フィールドスコープ
8 5 V R シリーズ /8 5 シリーズ /6 5 シリーズ

E D G フィールドスコープ
接眼レンズ F E P シリーズ

（ズーム接眼レンズ「F E P -2 0 -6 0」を除く）

コンパクトデジタルカメラ
ブラケット F S B - U C

コンパクトデジタルカメラ
ブラケット F S B - U C

フィールドスコープ
D S 接眼レンズ

フィールドスコープ接眼レンズ
マウントアダプター E M A -1

C O O L P I X シリーズ
（一部機種を除く）

C O O L P I X シリーズ
（一部機種を除く）

ネイチャースコープ
ファーブル フォト

ネイチャースコープ
ファーブル フォト E X

フィールドスコープ
E D5 0 シリーズ

ニコン デジスコーピングシステム



■最新の情報およびソフトウェアダウンロード等は、弊社ホームページ（サポートページ）
http://www.nikon-image.com/support/　に掲載しております。

●付属の本体充電ACアダプターおよび、バッテリーチャージャーを日本国外で使用する場合、必要に応じて市販の変換プラグア
ダプターを装着してください。●本カタログに記載されている製品のモニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべ
てはめ込み合成です。●オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。●Microsoft、Windows、Windows 
Vista、Windows 7およびWindows 8は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Macintosh、  Mac OS、QuickTimeは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●PictBridgeロゴは商標
です。●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI 
Licensing LLCの商標または登録商標です。●©1987-2013 HERE. All rights reserved.●日本地図ならびに地名情報データは株
式会社ゼンリンの地図データおよびPOI（位置情報）を使用しています。“POWERD BY ZENRIN”は株式会社ゼンリンの商標です。
©2012 ZENRIN Co., Ltd. All rights reserved.●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。●修理の際一部の機種では、
弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。そ
の場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

ニコンの画像共有・保存サービス「my Picturetown」が大きく生まれ変わりました。
写真や動画のアップロード / ダウンロード、閲覧、整理、共有がさらにスムーズ。

映像表現を追求するすべての方の快適なフォトライフをサポートします。

■ニコンユーザーは20 GBまで無料［スペシャルアカウント］

 ・ニコンカメラをお持ちでない場合でも2 GBまで無料［ベーシックアカウント］

■わかりやすくて使いやすい。写真の転送速度もスピーディー　　　■Facebook®やTwitterへカンタン投稿

■写真の閲覧・検索が快適な、豊富なアルバムビュー
●Facebook®はFacebook Inc.の登録商標です。　●TwitterはTwitter Inc.の登録商標です。

生まれ変わったニコンの画像共有・保存サービス

■ P O W E R E D  B Y  Z E N R I N _ 1 . a i

TM

このカタログは2014年3月20日現在のものです。

6CJ-8080-10（1101-000）K

6CJ-DDTH-95（1403-200）K

nikonimagespace.com

www.nikon-photocontest.com

ソフトウェアやファームウェア※のアップデート、Q&A、動画（ストリーミング）を使用した “ 見て聞くマニュアル ”「ニ

コン デジチューター」など、最新の製品テクニカル情報からお問合せ窓口 ･ 修理に関するご案内までをご覧いただ

くことができます。製品を有効にご利用いただくために定期的にアクセスされることをおすすめします。
※ カメラなどのハードウェアを動作させるためにカメラ内部に書き込まれているソフトウェアです。

安心と信頼のサポート・サービスを多彩にご用意
修理サービス

インターネットでの修理のお申し込み
次のURLから「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや宅配便でお送りいただく場合などの「修理
金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。
http://www.nikon-image.com/support/repair/

ニコン ピックアップサービス
次のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）が、梱包資材のお
届け・修理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。
※ 宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

 年末年始12/29 〜 1/4を除く毎日
 営業時間：9:00 〜 18:00

※ 上記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）にて承ります。

● 修理に関するお問い合わせは、修理センターへお願いいたします。

修理センター　ナビダイヤル（修理に関するお問い合わせ）

0570-02-8200
営業時間：9:30 ～ 18:00　（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などの弊社定休日を除く毎日）

サービスセンター
次のサービスセンターでは、持ち込み修理の受付けをしています。

サービスセンター（銀座・新宿・大阪：ニコンプラザ内）　ナビダイヤル

0570-02-8060  音声ガイダンスにしたがって、 銀座・新宿・大阪 をお選びください。
営業時間：10:30 ～ 18:30　（年末年始、2月・8月の休業日を除く毎日）

■銀座サービスセンター 104-0061　東京都中央区銀座 7-10-1 STRATA GINZA（ストラータギンザ）1 階
 （年末年始、2月の第 1 土曜日とその翌日、8月の第 2 土曜日とその翌日は休業）

■新宿サービスセンター 163-1528　東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー 28 階
 （年末年始、2月11日･12日、8月の第 3日曜日とその翌日は休業）

■大阪サービスセンター 530-0001　大阪府大阪市北区梅田 2-2-2 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー 13 階
 （年末年始、2月の第 3 土曜日とその翌日、8月の第 3 土曜日とその翌日は休業）

サービスセンター（札幌・名古屋・福岡）　ナビダイヤル

0570-02-8050  音声ガイダンスにしたがって、 札幌・名古屋・福岡 をお選びください。
営業時間：9:30 ～ 18:00　（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日）

■札幌サービスセンター 060-0807　北海道札幌市北区北 7 条西 4-3-1 新北海道ビルヂング 2 階

■名古屋サービスセンター 460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内 3-20-17 中外東京海上ビル 6 階

■福岡サービスセンター 812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 1-4-1 博多駅前第一生命ビル 1 階

「Nikon College（ニコン カレッジ）」はニコンが運営する写真教室です。初心者から中級者まで、レベルや目的に合わ

せたいろいろな講座をご用意しています。お気軽にご参加ください。

ht tp://www.nikon-image.com/nikoncollege/

サポートページ　http://www.nikon-image.com/support/
ニコンイメージング  nikon-image.com

サポート・サービスのご案内のほか、ニコンカメラの製品紹介やオリジナルグッズが購入できるオンラインショップ
「NikonDirect（ニコンダイレクト）」や写真文化活動など、カメラに関する便利で楽しい情報が満載です。

● ナビダイヤルは一般電話、公衆電話から市内通話料金でご利用いただけます。 ● ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコン カスタマーサポートセンター （03）6702-0577 におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

（ニコン カレッジ）


