
■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。 
●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。●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。
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このカタログは2014年4月25日現在のものです。

6CJ-8080-10（1101-000）K

NIJ-COOLPIXA-3（1404-008）K

Nikon COOLPIX A 仕様
型式 コンパクトデジタルカメラ

有効画素数 1616万画素

撮像素子 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 NIKKORレンズ（5群7枚）

焦点距離 18.5 mm（35mm判換算28 mm相当の撮影画角）

開放F値 f/2.8

オートフォーカス 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 ～∞
・マクロAF時は先端レンズ面中央から約10 cm ～∞

AFエリア 顔認識、ワイドエリア、ノーマルエリア、ターゲット追尾

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、
輝度調節機能付き（9段階）

視野率（撮影時） 上下左右とも約100%（対実画面）

視野率（再生時） 上下左右とも約100%（対実画面）

記録形式 記録媒体 SD/SDHC/SDXCカード

対応規格 DCF、Exif 2.3、DPOF、PictBridge準拠

ファイル形式 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 • サイズ L［4928×3264］
• サイズ M［3696×2448］
• サイズ S［2464×1632］

動画（画像サイズ /フレームレート） 1920 × 1080（30p / 25p / 24p）、1280 × 720（30p / 25p / 24p）

ISO感度（推奨露光指数 ） • 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）

（［ISO感度］で設定可能）

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

露出制御 C：オート、シーンモード、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（静
止画は±5段、動画は±2段の範囲で1/3段刻み）可能、ユーザーセッティングU1、
U2に登録可能

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

シャッタースピード 1/2000 ～ 30秒、Bulb※、Time※

※撮影モードM時。Timeは別売のリモコン ML-L3を使用

絞り 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り

制御段数 19（1/3EVステップ）

セルフタイマー 約20秒、約10秒、約5秒、約2秒

内 蔵 フラッ
シュ

調光範囲 約0.5 ～ 11.5 m（撮影モードC、ISO感度設定オート時）

調光方式 モニター発光によるT T L 自動調光、マニュアル発光可能、ガイドナンバー
約6（マニュアルフル発光時約6）（I S O 10 0・m、2 3℃）

調光補正 範囲 －3 ～＋1 段、補正ステップ1/3 ステップ

アクセサリーシュー ホットシュー（ISO 518）装備：シンクロ接点、通信接点、
セーフティーロック機構（ロック穴）付き

インターフェース Hi-Speed USB

通信プロトコル P T P

入出力端子 • 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

表示言語 日本語、英語

電源 • 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：付属）×1個
• 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）（別売）

電池
寿命※1

静止画撮影時 約230コマ（EN-EL20使用時）

動画撮影時
（実撮影電池寿命）※2

約1時間10分（EN-EL20使用時）

三脚ネジ穴 1/4（ISO 1222）

寸法（幅×高さ×奥行き） 約111.0×64.3×40.3 mm（突起部除く）

質量 約299 g（バッテリー、SDメモリーカード含む）

動作環境 使用温度 0 ～ 40 ℃

使用湿度 85%以下（結露しないこと）

• 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、フル充電バッテリー 
 使用時のものです。
※1: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。静止画の測定条件は、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
 影、画質［NORMAL］、画像サイズ［サイズL］（4928×3264）です。
 動画設定は、［1920×1080 30p］または［1920×1080 25p］です。
 数値は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異なります。
※2: 動画の連続撮影可能時間（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ときでも最長20分または29分59秒ま 
 でです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

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

nikonimagespace.com

2014.4.25

「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。

http://www.nikon-image.com/nikoncollege/

（ニコン カレッジ）



価格：オープンプライス　ブラック JANコード［4960759 140319］　 シルバー JANコード［4960759 140326］

付属品：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、ストラップ、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

● 記録媒体は別売です。　● 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。

単焦点 NIKKOR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COOLPIX。

画質、操作性、耐久性、そしてシステム性。カメラとして備えるべきあらゆる資質にお

いて、COOLPIX A は、プロフェッショナルの要求にも応えるニコン DX フォーマット

デジタル一眼レフカメラに比肩する、極めて高い能力を秘めています。コンパクトカ

メラであることを誇りを持って主張する、小型軽量でシンプルなフォルム。他とは一

線を画す、自信にあふれた高い質感。COOLPIX A。撮る喜び、持つ喜びをいつも感じ

ていたい、すべての人に。

手のひらサイズの一眼レフクオリティー。
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© Douglas Menuez・画質モード：8ビットJPEG（FINE）　・撮影モード：マニュアル［M］、1/15 秒、f/5.6　・ホワイトバランス：オート1　・ISO 感度：ISO 100
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・画質モード：14ビット圧縮 RAW（NEF）　・撮影モード：オート、1/15 秒、f/2.8　・ホワイトバランス：オート1　・ISO 感度：ISO 400　● Capture NX 2（別売）でトリミングしています。



 

専用設計の 18.5mm f/2.8 
NIKKOR レンズ

COOLPIX A に最適化した、専用設計の超小

型 NIKKOR レンズ。汎 用性が高い広 角 28 

mm 相当※1 の画角は、芸術性の高いポート

レートから広がりのある風景まで、広角なら

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、前ボケと後ボケのバランスの

取れた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 

cm※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。
※1：35mm判換算。　※2：マクロAF時、先端レンズ面中央から。

ニコン DX フォーマット
CMOS センサー搭載

COOLPIX A は、有 効 画 素 数 1616 万 画 素。

ニコンデジタル一眼レフカメラで実績のあ

るニコン DX フォーマット CMOS センサー

と高性能画像処理エンジン EXPEED 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、COOLPIX 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、C O OL P IX A は

光学ローパスフィル

ター※レス仕様を採

用。イメージセンサーの解像力と NIKKOR

レンズのシャープな描写力を余すところな

く引き出し、被写体の微細なディテールを克

明に描写。鮮鋭感の高い、立体感のある画像

を提供します。
※：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。

デジタル一眼レフカメラと同等の高画質を堪能する。
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・画質モード：8ビットJPEG（FINE）　・撮影モード：絞り優先オート［A］、1/50 秒、f/2.8　・ホワイトバランス：オート1　・ISO 感度：ISO 320

・画質モード：8ビットJPEG（FINE）　・撮影モード：シーンモード［クローズアップ］、1/10 秒、f/2.8　・ホワイトバランス：オート1　・ISO 感度：オート

© Douglas Menuez



風格が漂うデザインの
金属素材採用高耐久性ボディー

シンプルにして上質。撮る道具としての

機能美を追求した、堂々とした佇まいの

COOLPIX A のボディーは、耐久性の高いア

ルミニウム合金（前後カバー）とマグネシウ

ム合金（上カバー）の金属質感を活かした、

風格漂うデザイン。レザー調のグリップ部や

金属削り出しのダイヤル部など、ニコン独自

の物造りの伝統を示す細部の上質な仕上げ

が、持つことに誇りを感じていただける本物

としてのこだわりを主張しています。

撮る道具としての
使いやすさを形にした快適な操作系

ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作系

は、操ることの楽しさを味わっていただける

よう、いずれも形状、配置、操作感を念入

りに作り込んでいます。特にフォーカスリン

グのようなマニュアル操作に用いるパーツ

は、表現意図を最大限に作品に反映させる

ための緻密なコントロールが可能な、快適な

操作感を実現。さらに操作系と液晶モニター

の表示はニコンデジタル一眼レフカメラとの

共通化を図っており、サブカメラとしても違

和感なく、安心してお使いいただけます。

その他の特長

● ISO 100-6400の幅広いISO感度域。
 Hi 2（ISO 25600相当）まで拡張可能。

● 約4コマ/ 秒の高速連続撮影。

● 14ビット圧縮RAW（NEF）対応。カメラ内現像可能。

● 広いダイナミックレンジに加え、より明暗差の 
 大きなシーンも自然な明るさに再現する 
 アクティブD-ライティング。

● きめ細かな調整でイメージどおりの画作りができる 
 ピクチャーコントロール。

● 明るい所でも見やすい、保護ガラス一体型の3型
 高精細約92万ドット液晶モニター。

● 水準器表示、格子線表示も選べる
 液晶モニター表示。

● ステレオマイク内蔵。
 1920×1080：30p/25p/24p対応、
 フルHD動画撮影機能。

● 別売 ワイヤレスモバイルアダプターにより 
 スマートデバイスとの連携が可能。 

● 別売 GPSユニットにより位置情報の記録が可能。

98

持つ誇り、操る楽しさ、撮る喜びが膨らむ。
© Douglas Menuez・画質モード：8ビットJPEG（FINE）　・撮影モード：マニュアル［M］、1/400 秒、f/3.2　・ホワイトバランス：オート1　・ISO 感度：ISO 1000

・画質モード：8ビットJPEG（FINE）　・撮影モード：プログラムオート［P］、1/6 秒、f/2.8　・ホワイトバランス：オート2　・ISO 感度：ISO 100



レンズアクセサリー

リモートコントロール・GPSアクセサリー

テレビ用アクセサリー

スマートデバイス用
アクセサリー

バッテリー/バッテリーチャージャー/ACアダプター

コンピューター関連アクセサリー

光学ファインダー スピードライト

TVモニター★★

SDメモリーカード★★

★はCOOLPIX Aの付属品です。　★★は他社製品です。

SDメモリーカードリーダー★★

パーソナルコンピューター★★

ViewNX 2★

アダプターリング
UR-E24

レンズフード
 HN-CP18

46 mmフィルター★★

バッテリーチャージャー 
MH-27★

希望小売価格 ¥4,500（税別）
JANコード［4960759 130259］

ACアダプター EH-5b
希望小売価格
¥12,000（税別）
JANコード

［4960759 129178］

パワーコネクター 
EP-5C
希望小売価格 
¥3,000（税別）
JANコード

［4960759 130419］］
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コード

［4960759 134738］

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

Capture NX 2 
価格 オープンプライス
JANコード［4960759 126160］

Capture NX 2 Upgrade
価格 オープンプライス
JANコード［4960759 126177］

スマートデバイス★★

（iOS/AndroidTM OS）
Wireless Mobile Utility

（AppleのAPP Store、Google Playの
  Playストアで無料ダウンロード可）

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20★

希望小売価格 ¥5,000（税別）
JANコード［4960759 129116］

スピードライト SB-910
希望小売価格 ¥65,000（税別）
JANコード［4960759 026491］

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

リモートコード MC-DC2
希望小売価格 ¥3,500（税別）
JANコード ［4960759 1216566］

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コード［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コード［4960759 138415］

GPSユニット GP-1A
希望小売価格 ¥21,000（税別）
JANコード［4960759 128331］

スピードライト SB-700
希望小売価格 ¥42,000（税別）
JANコード［4960759 026071］ スピードライト SB-300

希望小売価格 ￥17,000（税別）
JANコード［4960759 027801］

TTL調光コード SC-28
希望小売価格 ¥6,500（税別）
JANコード［4960759 024367］

アダプターリング UR-E24、
レンズフード HN-CP18セット

（ブラック/シルバー）
希望小売価格 ¥10,000（税別）
ブラック JANコード［4960759 140371］
シルバー JANコード［4960759 140388］

光学ファインダー 
DF-CP1（ブラック/シルバー）
希望小売価格 ¥42,000（税別）
ブラック
JANコード［4960759 140395］
シルバー 
JANコード［4960759 140401］

スピードライト 
SB-910/700/300

HDMIケーブル HC-E1 NEW
（HDMI端子[Type A]←→HDMIミニ端子[Type C]）
希望小売価格 ￥5,000（税別）　
JANコード［4960759 144034］

システムチャート各部の名称

記録可能コマ数
（画質モードと画像サイズの組み合わせによる
4 GBのSDメモリーカードに記録できるコマ数の目安）

推奨 SD/SDHC/SDXC メモリーカード動画記録可能時間
（4 GBのSDメモリーカードに記録可能な総時間の目安）

システムとしての真価を高める豊富なアクセサリー群
よりクリエイティブな、そしてバラエティーに富んだ映像表現を実現できる、多彩な別売アクセサリーを用意。被写体に集中しやすく厳密な構図

を決定しやすい光学ファインダーやレンズフードなどの専用アクセサリーに加え、ニコンスピードライト、GPSユニットGP-1A、ワイヤレスモバイ

ルアダプター WU-1aなど、ニコンデジタル一眼レフカメラシステムの様々なアクセサリーにも対応しています。

光学ファインダー DF-CP1（ブラック/シルバー）
希望小売価格¥42,000（税別）

ブラック JANコード［4960759 140395］　シルバー JANコード［4960759 140401］

フラッシュ取り付け部（アクセサリーシュー）に取り付け可能な専用光学ファインダー。

視野率約90％。 

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コード［4960759 134738］

カメラに保存済みの画像をスマートデバイス（iOS / AndroidTM 

OS）へ無線 LAN で転送可能。スマートデバイスをライブビュー

付きリモコンとして使用可能（動画非対応）。

GPSユニット GP-1A  
希望小売価格¥21,000（税別）　JANコード［4960759 128331］

撮影時の緯度、経度、標高、UTC（協定世界時）を画像に記録。地

図情報と連携させ、画像付きのオリジナルマップ作成が可能。

アダプターリング UR-E24/
レンズフード HN-CP18セット（ブラック/シルバー）
希望小売価格¥10,000（税別）

ブラック JANコード［4960759 140371］　シルバー JANコード［4960759 140388］

市販の46 mmフィルターを取り付けられるアダプターと、UR-E24に装着できるバ

ヨネット式レンズフードのセット。

レザーボディーケース CS-CP4-5
●レザーストラップ付属

価格 オープンプライス　JANコード［4960759 028136］

ストラップ AN-CP24 
●COOLPIX A付属品

希望小売価格 ¥1,000（税別）

JANコード［4960759 140418］

● Android、Google Playは、Google Inc.の商標です。　● 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。

画質モード 画像サイズ 記録可能コマ数（4 GB）

RAW ― 約 160コマ

FINE

L 約 410コマ

M 約 720コマ

S 約1600コマ

NORMAL

L 約 810コマ

M 約1400コマ

S 約3000コマ

BASIC

L 約 1600 コマ

M 約 2700 コマ

S 約 5500 コマ

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

2 GB※1 4 GB、8 GB、
16 GB、32 GB

64 GB、128 GB

TOSHIBA
64 GB

Panasonic

Lexar ― 64 GB、128 GB

 画像サイズ /フレームレート 記録可能時間
（★高画質/標準）※2（4 GB）解像度（ピクセル） フレームレート※1

1920×1080 30p

約20分 /約35分1920×1080 25p

1920×1080 24p

1280×720 30p
約35分 /約55分

1280×720 25p

1280×720 24p 約45分 /約1時間10分

● 画像の絵柄や撮影条件によって記録可能コマ数は大きく異なります。

● 同じ容量のSDメモリーカードでも、カードの種類によって、
    記録可能コマ数が異なることがあります。

※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GB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。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。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。

• 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上の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。

• 上記SD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、SDメモリー 
 カードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のSDメモリーカードにつき 
 ましては、動作の保証はいたしかねます。

※1 30p：29.97コマ/秒、25p：25コマ/秒、24p：23.976コマ/秒

※2 動画の連続撮影可能時間（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ときでも最長20分または29分59秒までです。撮影 

 時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。カメラが熱 

 くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。
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光学ファインダー DF-CP1、アダプターリング UR-E24、レンズフード HN-CP18装着時。
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1コマンドダイヤル

2電源スイッチ

3電源ランプ

4シャッターボタン

5マイク（ステレオ）

6撮影モードダイヤル

7フラッシュ取り付け部 （アクセサリーシュー）

8内蔵フラッシュ

9リモコン受光部（別売リモコン ML-L3用）

!フォーカスリング

"レンズリング

#レンズ

$Fn1ボタン

%AF補助光/セルフタイマーランプ

&フラッシュポップアップレバー

(AFランプ/SDカードアクセスランプ

)フラッシュランプ

~再生ボタン

+HDMI端子カバー

 HDMIミニ端子（Type C）

,MENUボタン

-ロータリーマルチセレクター

.削除ボタン

/パワーコネクターカバー

:バッテリー/SDカードカバー

;OKボタン

<バッテリー/SDカードカバー開閉ノブ

= i ボタン

>三脚ネジ穴

?液晶モニター

@スピーカー

[フォーカスモードセレクター

\サムネイル/縮小表示/ヘルプボタン

]拡大表示ボタン

^ISO/Fn2ボタン

_アクセサリーターミナル/USB端子カバー

 アクセサリーターミナル

 USB端子

{露出補正/絞り変更/プロテクトボタン

|ストラップ取り付け部（吊り金具）


