
ちょっといい、が
ちょうどいい。さりげなく本格派

もっと気軽にキレイに撮りたい、もっと自由に表現したい。

そんな願いをすべて叶える、高画質で高性能なニコンのコンパクトデジタルカメラCOOLPIX P340。

シンプルを追求したスマートなフォルム、毎日持ち歩ける小ささ軽さ。

肩の力を抜いてカンタンに、本気の表現も楽しめる大人のための気軽な本格派コンパクトです。
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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

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

有効画素数1219万画素　　光学ズーム5倍　　ダイナミックファインズーム10倍※1

広角24 mm※2　　約92万ドット、広視野角3型液晶モニター（RGBW）

明るいf/1.8レンズ、大人の気軽な本格派 Wi-Fi®内蔵

2014年2月27日発売予定New

※1：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最大倍率は異なります。　※2：35mm判換算の撮影画角。
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・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/100秒　・絞り値：f/3.5　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 80 ・撮影モード：マニュアル［M］　・シャッタースピード：1/1000秒　・絞り値：f/7.3　・ホワイトバランス：プリセット　・ISO感度：ISO 400

・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/400秒　・絞り値：f/1.8　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 80 ・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/200秒　・絞り値：f/4　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 80



	 高性能手ブレ補正・ACTIVE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※4を実現した、高性能なレンズシフト方式の手ブレ補

正（VR）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、ACTIVEモード

がおすすめ。乗物からの撮影や、足場の悪い場所での撮影など、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CMOS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CMOS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。1ピクセルあたりの画素ピッ

チが大きく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。
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	 開放F値1.8のNIKKORレンズ

	 明るいレンズで夜景も美しく

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、夜景や薄暗い

室内など、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も楽しめます。

	 4つの露出モード［P/S/A/M］・コントロールリング

	 本格的な表現をもっと気軽に

適正露出を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変更でき

るプログラムシフトが可能なプログラムオート［P］を搭載。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］で被写体の動きを強調

したり、背景をぼかすことも自在です。コントロールリング※2でズーム位置

や露出、スペシャルエフェクトなどを直感的に調整できるため、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。

	 Wi-Fi®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SNSにアップ

ロード。描写の難しい夕景や夜景も、COOLPIX P340なら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※3。

	 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 mm相当※1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※5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。
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

ホワイトバランス微調整（A-B方向）画面
コントロールリングを回すだけでホワイトバランスをA（アン
バー）方向、B（ブルー）方向に簡単に調整できます。

クロスプロセス［スペシャルエフェクト］

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※1 約240 mm相当※1

▶
▶

5倍

1倍

10倍

120 mm相当※1

ダイナミックファインズーム

●「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。　●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。　●SDメモリーカードは別売です。　●iFrame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。　●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。　●Facebook®はFacebook Inc.の登録商標です。　●液晶モニター画面の写真は、はめ込み合成です。　※1：35ｍｍ判換算の撮影画角。　※2：動画撮 影中はコントロールリングを使えません。　※3：リモート操作中はカメラの操作はできません。　※4：CIPA規格準拠。最望遠側で測定。　※5：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。 
※6：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］）。　※7：撮影モードがP、S、A、M、Uモード時。　※8：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。 

・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/160秒　・絞り値：f/1.8　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 400

●	撮りたい瞬間を逃さないAF時間	約0.23秒※6、撮影タイムラグ	約0.24秒※6

●	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※7

●	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※8

●	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

24 mm相当※1　・絞り値：f/1.8

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。
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Wi-Fi®内蔵

2014年2月27日発売予定New

光学 60 倍の超望遠＆高画質モデル

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

有効画素数1605万画素　　光学ズーム60倍　　ダイナミックファインズーム120倍※1　　広角24 mm※2

約92万ドット、広視野角3型バリアングル液晶モニター（RGBW）　　電子ビューファインダー

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

※1：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最大倍率は異なります。　※2：35mm判換算の撮影画角。

・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/50秒　・絞り値：f/6　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 100

・撮影モード：シャッター優先オート［S］　・シャッタースピード：1/3秒　・絞り値：f/7.6　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 100



	 光学60倍＆ダイナミックファインズーム120倍

	 超高倍率で持ち歩きサイズ

イベントや旅行などで超望遠撮影を気軽に楽しめる小型・軽量タイプです。

肉眼では捉えきれないほど遠くにある被写体も、光学ズーム60倍（1440 mm

相当※1）を超える120倍※2、約2880 mm相当※1まで高画質で大きく撮影。

カメラ設定の難しい月や鳥の撮影も、専用のシーンモードでさらにカンタン＆

キレイに撮れます。
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	 広視野角3型バリアングル液晶モニター

	 多彩なアングルで構図づくり

モニターの向きや角度を自由に調整して、さまざまなアングルからムリのな

い姿勢で構図を追求できます。より明るく省電力なRGBW方式の高輝度モ

ニターで、晴天下の屋外でも快適な撮影を実現。約92万ドットの高解像度

により、メニュー画面の文字もクリアーに表示します。撮影に集中しやすい

電子ビューファインダーでの撮影も可能。モニターボタンを押すだけで、モ

ニターとファインダーを瞬時に切り換えられます。

ダイナミックファインズーム

1440 mm相当※1

24 mm相当※1
▶

▶

120倍60倍1倍

約2880 mm相当※1

電子ビューファインダーを覗くこと
で撮影姿勢が安定。手ブレの抑制
にも効果的。

ローアングルやハイアングル、
縦位置撮影まで多彩な撮影姿勢に対応。

●	最大画像サイズで約7コマ/秒、約7コマまでの高画質連写※7

●	撮りたい瞬間を逃さないAF時間	約0.22秒※8、撮影タイムラグ	約0.27秒※8

●	スマートフォンに写真をワイヤレス送信できるWi-Fi®対応

●	カメラを構えたままズーミングできるサイドズームレバー

●	表現を本格的に楽しめる4つの露出モード［P/S/A/M］

●	超望遠ズームが使える、ステレオ音声付きフルHD動画撮影

●	使用頻度の高い機能をスピーディーに呼び出せるFn（ファクション）ボタン

●	撮影前の設定で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※9

	 月モード・鳥モード

	 超高倍率で持ち歩きサイズ

シーンモードの月※3と鳥※4では、広角側にすると撮影画角を示すフレーミング枠を表示。フレーミング枠の中に被写体を捉えてOKボタンを押すだけでカメラが

フレーミング枠の画角（光学ズーム域）まで一気にズーミングするので、より的確でスムーズな撮影を楽しめます。

シーンモード［月］※3

色合いをコマンドダイヤルで調整できます。
●写真はイメージです。

シーンモード［鳥］※4

単写または、約7コマ/秒で約7コマまでの連写※5を選べます。 	 暗所も超望遠も高画質

	 COOLPIX初のスーパーEDレンズ

ニコンのコンパクトデジタルカメラで初めてスーパー EDレンズを搭載し

ました。ニコン一眼レフカメラ用交換レンズに採用しているこのレンズは、

色収差を効果的に補正し、小型ボディーでも高い描写性能を実現。暗いシー

ンに強い裏面照射型CMOSセンサーと高性能なレンズシフト方式ブレ補正

（VR）機能との相乗効果で、夜景はもちろん、薄暗い室内や超望遠写真も、す

みずみまで美しく描写します。

	 高性能手ブレ補正・ACTIVEモード

	 3.5段の補正効果、高性能手ブレ補正

手ブレ補正効果3.5段※6を実現したレンズシフト方式の手ブレ補正（VR）機

能により、すみずみまでシャープに撮影できます。ACTIVEモードを搭載し

ているので、動いている乗物からや歩きながらの撮影でもよりキレイな写真

を撮影できます。

手ブレ補正 オン

●「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。　●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。　●SDメモリーカードは別売です。　●iFrame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。　●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。　●Facebook®はFacebook Inc.の登録商標です。　●液晶モニター画面の写真は、はめ込み合成です。　※1：35ｍｍ判換算の撮影画角。　※2：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、最大倍率は異なります。　※3：ピントは画面の中央のエリアで合わせます。エリアの位置は移動できません。ピントは遠景に合います。広角側のズーム位置では、1440 mm相当（35mm
判換算）の撮影画角を示すフレーミング枠が表示されます。OKボタンを押すと撮影画角は1440 mm相当になります。　※4：ピントは画面中央のエリアで合わせます。エリアの位置は移動できません。広角側のズーム位置では、800 mm相当（35mm判換算）の撮影画角を示すフ レーミング枠が表示されます。OKボタンを押すと撮影画角は800 mm相当になります。　※5：画質が［NORMAL］、画像サイズが16M［4608×3456］のとき。　※6：CIPA規格準拠。約350 mm（35mm判換算）で測定。　※7：連写H設定時。画質［NORMAL］時。 
※8：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］）。　※9：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。



・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/200秒　・絞り値：f/4　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 200

・撮影モード：絞り優先オート［A］　・シャッタースピード：1/10秒　・絞り値：f/5.6　・ホワイトバランス：オート　・ISO感度：ISO 80
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	 1/1.7型裏面照射型CMOSセンサー

	 暗所での高画質を実現する大型高感度センサー

高感度に設定してもノイズの出にくい1/1.7型の大型高感度センサーで、夜

景や暗い室内をより美しく撮影できます。センサーサイズと画素数のバラン

スを最適化することで、1画素あたりの受光面積を大きくし、広ダイナミッ

クレンジを実現。暗いシーンでも豊かな階調表現で細部まで繊細に描けます。

	 レンズシフト方式手ブレ補正（VR）機能

	 手持ちでブレない高精度補正

デジタル一眼レフカメラ用交換レンズの優れたブレ補正技術を最適化（手

ブレ補正効果3.0段※2）。手ブレしやすい暗所はもちろん、望遠200 mm

相当※1 でも三脚を使わずに撮影できます。

	 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

自由な視点で自分だけの世界を切り取れるバリアングル式モニターの液晶

に、より明るく省電力なRGBW方式を採用しました。通常はR（赤）、G（緑）、

B（青）ドットの3色で構成される画素にW（白）ドットを加え、画面全体の輝

度を向上。画面の明るさを新採用のHiに設定すれば、晴天下の屋外でも高輝

度表示でより快適に撮影できます。

	 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

な描写を得られます。暗い場所でも光を多くとり込み、手ブレやノイズもしっ

かり抑制。明るいレンズならではの圧倒的な解像力で作品づくりを楽しめま

す。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。

レンズ前約2 cmまで寄れるマクロ撮影

●「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。　●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。　●SDメモリーカードは別売です。　※1：35mm判換算の撮影画角。　※2：CIPA規格準拠。　※3：Hi 1設定
時（P、S、A、Mモード時に設定可能）。　※４：連写H設定時。画質［NORMAL］時。　※５：画像サイズが［12M（4000×3000）］に固定されます。パソコンでRAW（NRW）画像を表示するには、ViewNX 2をインストールする必要があります。Capture 
NX 2でもRAW（NRW）画像を扱えます。

縦位置撮影もラクな姿勢で行えます。

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

JAN：ブラック 4960759 140951

有効画素数1219万画素　　光学ズーム7.1倍　　広角28 mm※1

約92万ドット、広視野角3型バリアングル液晶モニター（RGBW）　　電子ビューファインダー

ファインダー搭載、表現者のための本格派デジタル

●	視野率	約100%、約92万ドットの電子ビューファインダー

●	最高ISO	6400※3でも圧倒的な描写力、高性能NIKKORレンズ

●	最大画像サイズで約8コマ/秒、最大約6コマの高画質連写※4

●	自由に表現づくりを楽しめる4つの露出モード［P/S/A/M］

●	好みの設定を3つまで記録できるユーザーセッティングモード

●	豊富な情報量をいかして表現を作り込めるRAW（NRW）※5対応
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NIKKOR レンズ

レンズシフト方式
手ブレ補正（VR）機能

裏面照射型CMOSセンサー

●構成図はイメージです。

一眼レフカメラとNikon 1の交換レンズの高度なブレ補正技術により、レンズシフト方式手ブレ補正（VR）機能をさ

らに進化。シャッターボタンを押し込む際のわずかなブレまで高精度に補正し、よりシャープな写真を撮影できます。

進化したレンズシフト方式手ブレ補正（VR）機能

スーパーEDレンズ

高性能NIKKORレンズ

EDレンズ 高屈折率レンズ

ニコンの一眼レフカメラに採用されている高性能NIKKORレンズです。EDレンズの光学性能を徹底して追及し、

さらなる低分散を実現。2 次スペクトル除去能力などの諸性能が極めて高く、色収差補正能力に優れています。

N I K K O Rはプロフェッショナルからも認められる高性能レンズブランドです。C O O L P I X

はその最先端技術をカメラごとに最適化した専用レンズを搭載することで、小さなレンズでも

最大限の解像力を発揮。被写体のディテールや質感まで美しく描写します。

ニコンが世界に先駆けて開発した、プリズムの色分解作

用を低減する特殊低分散（ED）ガラスを使用したレンズ

です。ズームが高倍率になるほど望遠側で発生しやす

い色収差を効果的に抑え、優れた描写力を発揮します。

屈折率が高く、1 枚で通常の光学ガラスレンズ複数

枚分と同等の補正効果を発揮。像面湾曲と球面収差

を同時に補正する高い光学性能を実現しながら、ボ

ディーの小型・軽量化にも貢献する高性能レンズです。

ニッコール

画像処理システムは、レンズを通ってきた光の情報を美しい写真へと変換する際

に重要な役割を果たします。C O O L P I X はデジタル一眼レフカメラと共通の包

括的画像処理コンセプト「E X P E E D」を基に、高速・高精度な画像処理エンジン

「E X P E E D C2」をベースとする先進の画像処理システムを構築。あらゆるシー

ンで性能を最大限に発揮した美しい写真をお届けします。

高速性能に優れた CMOSセンサーに、高感度時の画質に定評のある裏面照射型を採用しています。一般的な表

面照射型では、受光面の上に配置された配線層がレンズからの光を遮るため効率よく光を取り込めずに画質が劣

化。 裏面照射型では配線層の上に受光面を配

置することで光をダイレクトに取り込むため、高

感度でも高画質で撮影できます。

EXPEED	C2

裏面照射型CMOSセンサー

エクスピード

配線層と受光面の
配置を逆転配線層

受光面 配線層

受光面

描 写 力 で 差 が つ く高 度 な 光 学 技 術

ニコン 一 眼レフカメラで 培ってきたトップレベ ル の 光 学 技 術 やノウハウを注ぎ 込 んだ

専 用 の 高 解 像 N I K K O R レンズを搭 載 。

画 像 処 理 前 の 段 階 でゆがみやにじみを抑え、高 解 像な結 像を実 現しながらレンズを薄 型 化し、

高 倍 率とボディーのスリム 化も達 成して います 。

さらに、高速・高精度な画像処理エンジン「E X P E E D C2」との相 乗 効 果 で

描 写 はもっと精 緻に 、より美しく。 す べ て のカメラで 心に 残る瞬 間を超 高 画 質 で 残 せます 。

レンズ交換式カメラ用

ニッコールレンズ
累計生産本数8500万本突破

（2014 年 1 月上旬達成）

P340

P340

P340

P600

P600

P600

P600

P7800P600 P340

P7800

P7800

P7800

P340 P600 P7800

従来のCMOSセンサー（表面照射型） 裏面照射型CMOSセンサー
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■	COOLPIX		P340対応アクセサリー

■	COOLPIX		P600対応アクセサリー

■ケース

★はCOOLPIX P340の付属品です。

★はCOOLPIX P600の付属品です。

●いずれもストラップが付属。

■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-EL12★
希望小売価格：¥5,000（税別）
JAN：4960759 126320

■ACアダプター

ACアダプター EH-62F※2

希望小売価格：¥5,000（税別）
JAN：4960759 126344

本体充電ACアダプター EH-71P※1★
希望小売価格：¥4,500（税別）
JAN：4960759 143761

■USBケーブル
USBケーブル UC-E21★
希望小売価格：¥2,500（税別）
JAN：4960759 143839

■バッテリーチャージャー
バッテリーチャージャー 
MH-65P［EN-EL12用］※1

希望小売価格：¥4,500（税別）
JAN：4960759 126337

■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-EL23★
希望小売価格：¥5,000（税別）
JAN：4960759 143921
2014年2月27日発売予定

■ACアダプター

ACアダプター EH-67A※2

希望小売価格：¥5,000（税別）
JAN：4960759 143808
2014年2月27日発売予定

本体充電ACアダプター EH-71P※1★
希望小売価格：¥4,500（税別）
JAN：4960759 143761

■USBケーブル
USBケーブル UC-E21★
希望小売価格：￥2,500（税別）
JAN：4960759 143839

■キャップ
レンズキャップ LC-CP29★
希望小売価格：￥1,200（税別）
JAN：4960759 144010
2014年2月27日発売予定

■バッテリーチャージャー
バッテリーチャージャー 
MH-67P［EN-EL23用］※1

希望小売価格：￥4,500（税別）
JAN：4960759 143785
2014年2月27日発売予定

■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

■ストラップ

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

■	COOLPIX		P7800対応アクセサリー

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
●レザーストラップが付属。

■ケース

■レンズフード

レンズフード HN-CP17
希望小売価格：¥3,500（税別）
JAN：4960759 136718
●レンズフード HN-CP17には、
　58 mmネジ込み式フィルターを取り付けられます。

■リモートコントローラー

リモコン ML-L3
希望小売価格：¥2,000（税別）
JAN：4960759 022233

ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10
希望小売価格：¥7,000（税別）
JAN：4960759 138422

ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10
希望小売価格：¥5,000（税別）
JAN：4960759 138415

■ストラップ

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

■キャップ

レンズキャップ LC-CP26★
希望小売価格：¥900（税別）
JAN：4960759 136725

■GPSユニット

GPSユニット GP-1A※3

希望小売価格：¥21,000（税別）
JAN：4960759 128331

■リモートコード

リモートコード MC-DC2
希望小売価格：¥3,500（税別）
JAN：4960759 126566

■フィルター

40.5mmネジ込み式フィルター 40.5NC
希望小売価格：¥3,000（税別）
JAN：4960759 026675

★はCOOLPIX P7800の付属品です。

■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
希望小売価格：¥5,000（税別）
JAN：4960759 134738

■LEDライト

LEDライト LD-1000
希望小売価格：¥10,000（税別）
JAN：ブラック　4960759 027962
 ホワイト　4960759 027979

※1：電源プラグ一体型。　※2：電源コード付き。　※3：「外国為替及び外国貿易法」に定める規制貨物に該当します。輸出する場合には政府許可取得など適正な手続きをお取りください。

●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。●製品の写真は同一縮尺ではありません。

●アクセサリーはすべて別売です。　★はCOOLPIX P7800の付属品です。 ●COOLPIX P7800のアクセサリーシューに対応するアクセサリー以外の外付けフラッシュなどを取り付けると、カメラや外付けフラッシュを破損することが
あります。 ●スピードライト SB-400、SB-300、LEDライト LD-1000はアドバンストワイヤレスライティングに対応しておりません。

■	P7800システムチャート

スピードライト
SB-910

スピードライト
SB-300

スピードライト
SB-910

コマンダーとして使用可能なスピードライト/コマンダー：
SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SU-800（SU-800 は本発光なし）
●内蔵フラッシュもコマンダーとして使用できます（本発光なし）。

スピードライト
SB-700

LEDライト
LD-1000

USB ケーブル  UC-E16★
希望小売価格：¥2,500（税別）
JAN：4960759 132543

内蔵フラッシュ
●コマンダーとして使用できます。

パワーコネクター EP-5A
希望小売価格：
¥3,000（税別）
JAN：4960759 127808

GPS ユニット
GP-1A※3

リモートコード
MC-DC2

レンズフード HN-CP17（58 mm ネジ込み式フィルターを装着可能）

40.5mm ネジ込み式フィルター 40.5NC

リモコン
ML-L3

Capture NX 2
価格：オープンプライス
JAN：4960759 126160

ステレオマイクロホン ME-1
希望小売価格：
¥12,000（税別）
JAN：4960759 128874

AC アダプター EH-5b※2

希望小売価格：
¥12,000（税別）
JAN：4960759 129178

Li-ionリチャージャブルバッテリー 
EN-EL14a
希望小売価格：
¥5,000（税別）
JAN：4960759 140890

バッテリーチャージャー 
MH-24★［EN-EL14a 用］※1

希望小売価格：
¥4,500（税別）
JAN：4960759 127815

オーディオビデオケーブル EG-CP16
希望小売価格：¥1,200（税別）
JAN：4960759 128058

HDMI ケーブル（市販）
（HDMI 端子　 HDMIミニ端子）

TV モニター

ワイヤレス
スピードライト
コマンダー
SU-800

スピードライト
SB-700

ワイヤレス
リモート
スピードライト
SB-R200

リモートとして使用可能な
スピードライト

外付けフラッシュ接続時には、スタンダード i-TTL 調光やワイヤレス増灯が可能。

↕

ワイヤレス
リモートコントローラー 
WR-R10

ワイヤレス
リモート
コントローラー 
WR-T10

ワイヤレス
モバイルアダプター
WU-1a
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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
2014年2月27日発売予定

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
2014年2月27日発売予定
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■	ソフトウェア環境
ViewNX	2（Ver.2.9）
静止画も動画も扱える、使いやすさと楽しさが満載のオールインワン・パッケージの画像閲覧/編集ソフトウェアです。閲覧機能はもちろん、RAW画像のホワイトバランス調整や露出補正、
RAW、TIFF、JPEG画像のサイズ変更、明るさ調整に加え、新たにクロップや傾き補正などの編集機能を搭載。ニコンの写真保存・共有サービス「NIKON IMAGE SPACE」とも、よりスムー
ズに連携します。また、撮影した画像や動画をパソコンへ転送する「Nikon Transfer 2」や、動画のトリミングなどを行える動画編集機能「Nikon Movie Editor」も搭載しています。

ViewNX	2（Ver.2.9）動作環境

●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。

OS

Windows：Windows 8 .1、Windows 8 .1 Pro/Enterpr ise、Windows 7 Home Premium/Profess ional/Enterpr ise/Ult imate（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

■	推奨SD/SDHC/SDXCメモリーカード
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。

P7800 / P600 / P340

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 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 Panasonic 2GB＊1 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB

TOSHIBA − 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB Lexar − 4GB、8GB、16GB、32GB 64GB、128GB

＊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。

●最新のファームウェアに関しては、弊社ホームページのサポートページでご確認ください。

   http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/compact/index.htm

有効画素数 1219万画素 1605万画素 1219万画素
撮像素子 1/1.7型原色CMOS、総画素数1276万画素 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
レンズ 光学5倍ズーム、NIKKOR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

焦点距離 5.1-25.5mm（35mm判換算24-120 mm相当の撮影画角） 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）
開放F値 f/1.8-5.6 f/3.3-6.5 f/2-4
レンズ構成 6群7枚 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）

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 最大2倍（35mm判換算で約2880 mm相当の撮影画角）※2 −
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） レンズシフト方式（静止画、動画）

補正効果※3 3.5段（静止画） 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） 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）～∞

・ 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）～∞

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

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 − 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

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

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※4（市販） 内蔵メモリー（約56 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※4（市販） 内蔵メモリー（約86 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード※4（市販）
ファイル形式 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）

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）

記録画素数
（画像サイズ/画像モード）

・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。

・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。

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、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／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

連写機能 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

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

動画※5、※6 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）、1080/60i：
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）、HS 480/4 倍：640×480、
HS 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）※7 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）

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Hi 1（ISO 6400相当）（P、S、A、
M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 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

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、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、AE 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

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 ～ 60秒（MモードでISO 80 ～ 400時）、
1/4000秒（高速連写時の最高速）

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）

絞り 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り 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
フラッシュ
※8

調光範囲（ISO感
度設定オート時）

約0.5～6.5 m（広角側）
約0.5～2.5 m（望遠側）

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）

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、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相当 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、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） 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

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-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）

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）

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103.0×58.3×32.0 mm（突起部除く） 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）
質量（重さ）※9 約194 g（電池、SDメモリーカードを含む） 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）
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 IEEE 802.11b/g※10 −

記録可能コマ数※11 約2200コマ（12M：NORMAL時）（8 GB SDメモリーカード使用時） 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）
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）
電池寿命
※13

静止画撮影時 約220コマ（EN-EL12使用時） 約330コマ（EN-EL23使用時） 約350コマ（EN-EL14使用時）
動画撮影時 ・ 実撮影電池寿命：約50分（EN-EL12使用時）

・ 連続撮影電池寿命：約1時間25分（EN-EL12使用時）
・ 実撮影電池寿命：約1時間20分（EN-EL23使用時）
・ 連続撮影電池寿命：約2時間35分（EN-EL23使用時）

・ 実撮影電池寿命：約1時間15分（EN-EL14使用時）
・ 連続撮影電池寿命：約2時間（EN-EL14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（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 ： 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）。
※3 ： CIPA規格準拠。P340およびP7800は最望遠端で測定。P600は約350 mm（35mm判換算）で測定。
※4 ： Multi Media Card（MMC）には対応していません。
※5 ： P340および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。
※6 ： 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。
※7 ： 撮影状況や設定により制限されます。
※8 ： 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）

※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。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。
※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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■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2月17日現在のものです。

6CJ-8080-10（1101-000）K

NIJ-COOLPIXP-13（1402-150）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）


