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美しい“ぼけ”を、すべての人に。
明るい単焦点レンズを使えば、
ぼけ表現も思い通りに。

見せたい部分を強調したり、やわらかい雰囲気にしたり、ぼけを
活かした演出で、ひとつ上の表現が可能です。そのポイントとな
るのが使用するレンズの種類とレンズの絞り値（ F値）。
Nikon 1 J5は、ぼけ写真を手軽に撮れるように、開放F値1.8の
明るい単焦点レンズをセットにしたダブルレンズキットをライン
ナップに加えました。

自分撮り可能なチルト式液晶モニター。
画面を見ながら構図をしっか
り決めて、自分撮りできるよう
に。上向きに約180度回転で
きるチルト式液晶モニターを
採用しました。モニターは下
向きにも約86度傾くので、撮
りたいシーンに最適なアング
ルで撮影できます。

なりたい自分にカンタンになれる 
8つのメイクアップ効果。

自分撮りしたあと、気になるところや強調したい
ところがあれば、メイクアップ効果を加えることも
可能です。

美肌効果やタイマーもタッチ操作で。 
充実の自分撮りモード。

液晶モニターを上方向に180°回転させると、自分
撮りモードに切り替わります。「美肌効果」「セル
フタイマー」「露出補正」からタッチ操作で設定を
選べます。

タッチパネルだから、
直感的に操作ができる。

画面をタッチするだけでシャッターが切れ、ピント
合わせやメニュー画面の選択、撮影画像の切り
換え、拡大などもタッチパネルでスムーズに操作
できます。

自分撮りもカンタン、思い通り。
カンタンに美しく自分撮りできる、
Nikon 1初の機能を採用。
自分撮りに便利なチルト式液晶モニターを採用。タッチパネル
でも直感的に操作でき、ひとりのときはもちろん、友だちとの
記念撮影などにも便利です。自分撮りをさらに楽しくするメイク
アップなどの効果も充実しています。

いろいろなぼけ表現を使い分けると、
写真の世界が大きく拡がる。 

手前を大きくぼかすことでのぞき見るような雰囲気をつく
る「前ぼけ」。背景をふんわりさせて主役を際立たせる
「後ぼけ」。丸い光をぼかすことで華やかな印象をつくる
「玉ぼけ」。ぼけを使い分けることで、自分の思いを写真
にのせることができます。

全体をしっかり見せたいときは、絞り値を大きく設定して撮影。見せたい部分を強調するために周囲をぼかすときは、
絞り値を小さくして撮影。

レンズ：1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 絞り値：f/16レンズ：1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 絞り値：f/1.8

手前をぼかすことで奥行き感を出す
とともに、主役の存在感を高めます。前ぼけ 背景をぼかすことで、主役をより引

き立てます。後ぼけ 街灯や木漏れ日などの光を丸くぼ
かすことで幻想的な画に。玉ぼけ

美しい描写力を支えるのは、有効画素数2081万画素の
裏面照射型CMOSセンサーと新画像処理エンジン。

Nikon 1初採用となる裏面照射型CMOSセンサーを搭
載し、有効画素数が2081万画素へと向上したことで高
感度撮影時でも高解像度・低ノイズ画質を実現。画像
処理エンジンも「EXPEED 5A」へと進化し、デジタル一
眼レフカメラと同等の高画質・高速処理が可能に。4K

動画撮影をはじめ、あらゆる映像表現を楽しめます。

ニコンCXフォーマットスーパーハイスピードAF
裏面照射型CMOSセンサー

進化したノイズリダクション機能で暗い場所で
の撮影もさらに美しく。
（ISO6400・NRあり）

新画像処理エンジン「EXPEED 5A」

ローアングルで撮れば、
小さな子どもと同じ目線の
写真に。

高い場所にいる猫や、
手前に人がいるときの
撮影にも便利。

アングルをいろいろ変えて、いつもとは違う写真を。

約180°

約86°

効果なし 効果あり（8種類すべて）

■ Nikon 1 J5 （ボディーのみ） ■ Nikon 1 J5 標準パワーズームレンズキット

■ Nikon 1 J5 ダブルレンズキット
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8/
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 付属

価格：オープンプライス
シルバー：JANコード〔4960759 174680〕 ブラック：JANコード〔4960759 174673〕

■ Nikon 1 J5 ダブルズームレンズキット
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM /
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 付属

価格：オープンプライス 
シルバー：JANコード〔4960759 145093〕 ブラック：JANコード〔4960759 145086〕

付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL24（端子カバー付）、バッテリーチャージャー MH-31、ストラップ AN-N1000、USBケーブル UC-E20、ボディーキャップ BF-N1000

●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。

●本ページに掲載の一部画像はイメージです。

セットアップメニューの「自分撮りモード」を［する］に
設定した場合。

N
ikon 1 J5

受注販売
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美しいぼけあじを楽しむ f/1.8 単焦点レンズ
キットをはじめ、Nikon 1 初の自分撮り
可能なチルト式液晶モニターや新開発の
センサー＆画像処理エンジンが、あなたの
撮りたい世界を限りなく拡げます。

「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」

8種類の
メイクアップ設定

価格：オープンプライス
シルバー：JANコード〔4960759 145512〕 ブラック：JANコード〔4960759 145048〕

1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM 付属
価格：オープンプライス 
シルバー：JANコード〔4960759 145062〕 ブラック：JANコード〔4960759 145055〕



クリエイティブモードでは、オートモードで採用している撮影シーンの設
定も可能です※。5つのシーンから被写体に合うものを選ぶだけで、最適
な画づくりを行えます。

アートな作品づくりをサポート。

手軽に撮れる。こだわって撮れる。

多彩な動画で時の流れを自在に切りとる。

［特別な1枚を仕上げる、14の効果］

どんな瞬間もぴたっと捉える。
Nikon 1 J5だから出会える、
見たこともないような一瞬を。

目では捉えきれない素早い動きも、コマ送りのように写
し残せる。オートフォーカス追従で世界最速※20コマ /

秒の連写が、どんな瞬間も美しく切りとります。
Nikon 1 J5が、新しい表現世界への扉をひらきます。

いい写真は、すぐにシェア。

広く、素早く、暗所にも強い。
アドバンストハイブリッドAFシステム。

動きに強い105点の位相差AFエリアと、暗い場所でも高精度な171

点のコントラストAFエリアをシーンに合わせてカメラが自動で切り換え
るアドバンストハイブリッドAFシステムを搭載。どんなシーンでも被写
体にしっかりピントが合った1コマを撮影できます。さらに、撮影タイム
ラグ（シャッターボタンを押してから撮影される［露光が始まるまでの時
間］）は世界最短※なので、シャッターチャンスを逃しません。

※2015年4月2日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。
　ニコン調べ。
●約20コマ/秒はAF追従。AF固定なら約30コマ/秒・約60コマ/秒の連写も可
能です。連続撮影速度が約5コマ/秒以外の場合、連続撮影可能コマ数は
20コマになります。

●連写（連続撮影）についてのご注意 連続撮影が終了しても、メモリーカード
の性能や撮影条件によっては、記録に時間がかかる場合があります。記録中
は、メモリーカードアクセスランプが点灯し続けます。

※2015年4月2日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。
　1  NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOMのワイド端使用でシングルエリアAF時。
　ニコン調べ。

●カメラに内蔵したWi-F i機能、NFC機能は、「Wire less Mobi le Ut i l i t y」がインストールされたスマートフォン/タブレット端末との接続を行う時のみ有効に機能します。●スマートデバイス用のアプリケーションは、「Appleの
App Store」、または「GoogleのPlayストア」からダウンロードし、事前にインストールしておく必要があります。アプリの詳しい情報については、QRコードをスマートデバイスで読み取ったURL先で提供しています。

撮像面
位相差AF画素

撮像面位相差
検出範囲

撮像面位相差AF
カバー領域

AFエリア（シングルポイント）
中央座標（コントラストAFのみ）

AFエリア（シングルポイント）
中央座標（ハイブリッド）

最高の一瞬を逃さないベストモーメントキャプチャーモード。

Wi-Fi®ボタンでスマートデバイスとカンタンに接続。 

ボタンを押せば、カンタンに接続。

App Store Google Play

iOS、AndroidTM端末の動作環境は
各アプリページをご覧ください。

Wi-Fi ®通信に必要不可欠な専用アプリ
「Wireless Mobi le Ut i l i ty」。

データの大きい写真共有に便利な
「NIKON IMAGE SPACE」。

アプリはApp StoreもしくはGoogle Playから
無料でダウンロードできます。

写真や動画のアップロード、閲覧、整理、共
有ができるフォトクラウドサービス。J PE Gを
はじめニコンR A W画像ファイルのN E F、
NRWにも対応。

トイカメラ風クロススクリーン
美肌効果

ポップ

かんたんパノラマ HDR ソフトミニチュア効果

ノスタルジックセピア 硬調モノクロームレトロ

セレクトカラー クロスプロセス

魚眼効果

オートモードの5つのシーン設定を、クリエイティブモードでも。

夜景ポートレート 夜景風景 クローズアップポートレート

撮影モードダイヤルからスポーツモードを選ぶ
だけで、自動で連写撮影に適した設定に切り
替わります。連続撮影速度は5段階※から選択
でき、狙った瞬間を逃しません。

動きの速い被写体には、
スポーツモードが便利。

・スタンダード　・ニュートラル　・ビビッド　・モノクローム　・ポートレート　・風景

写真を好みのテイストに仕上げるなら「ピクチャーコントロール」。

様々な映像表現を手軽に楽しめるアドバンス動画モード。

4K動画

384 0×2160ピクセルの解像度で
1 5コマ/秒の4 K動画を撮影できま
す。静止画・動画活用ソフトウェア
ViewNX- i（無償ダウンロード）を使
えば、4 K動画から静止画を切り出
すこともできます。

スローモーション

ジャンプカット 早送り動画

4秒動画

タイムラプス動画 フルHD動画
設定した撮影間隔で自動的に撮影した静止
画をつなぎ、ひとつの動画として記録。

※約5コマ、約10コマ、約20コマ、約30コマ、約60コマ/秒から連続
撮影速度を選べます。連続撮影速度が5コマ/秒以外の場合、連続
撮影可能コマ数は20コマに固定されます。

大画面テレビで楽しめる1920×1080/60pの
高画質動画を撮影。

120コマ/秒、400コマ/秒、1200コマ/秒の3段階から撮
影可能。120コマ/秒では約12秒、400コマ/秒では約40
秒、1200コマ/秒では約120秒でスロー再生します。

SNSなどに投稿しやすい4秒動画を撮影。

1秒ずつ「記録する」と「記録しない」の動作を繰
り返し、意図的にコマ落ちしたような動画を撮影。

4倍速の早送り動画を撮影可能。再生時は、
撮影時の4分の1の時間で再生。

動画撮影中にシャッターボタンを押すだけで、高画
質な静止画（アスペクト比3:2）撮影が可能。

フルHD動画撮影中の静止画撮影
設定した撮影間隔と撮影回数で自動的に撮影す
ることが可能。

インターバルタイマー撮影 モーションスナップショットモード
静止画と動画を融合した映像表現が可能。

映像表現をさらに楽しむ機能も充実。

N
ikon 1 J5
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こだわるなら撮影モードダイヤルから露出モードを選んで撮影。

プログラムオート
スナップ撮影に向いている

露出モードです。

絞り優先オート
背景のぼけを

調整したいときに有効。

シャッター優先オート
被写体の動きを強調して
撮影したいときなどに。

マニュアル
絞りやシャッタースピードを
好みで変えられます。

通常撮影 効果あり（標準）

高速連写中の静止画を
液晶モニター上にゆっくり連続表示。

スロービュー

シャッターボタンを押した
瞬間の前後20コマを高速連続撮影。

お気に入りフォト選択

ベストショットを
カメラまかせで撮影可能。

スマートフォトセレクター

※オートモードでは、被写体に合わせてカメラが自動で撮影シーンを判断し、最適なセッティングにします。

※Android™OSのみ対応。
●NFCでは、使用するスマートデバイスや使用環
境によりつながりにくい場合があります。その場
合は通常の方法でWi-Fi®に接続してください。

App Store

Google Play

すべての効果は静止画撮影に対応しています。「 　」マークがある機能は、静止画撮影に加えて動画撮影にも対応しています。

●4K動画をパソコンで再生または、編集するにはViewNX-iが必要です。●4K動画対応のテレビにHDMIケーブルで接続して再生した場合、フルHD動画（1920×1080ピクセル 30p）として再生されます。テレビのカードスロット
にメモリーカードを挿入しても、4K動画は再生できません。●4K動画撮影中は、アクティブD-ライティングは使用できません。●スローモーション動画、4K動画およびタイムラプス動画撮影中は、静止画撮影できません。

Nikon 1 J5で撮った写真やムービー※をスマートデバイスへ転送したり、スマートデバイスでシャッターをきったりすることができます。
※動画の転送はAndroidTMOSに対応しています。

仕上がりを見ながら撮れる「ライブコントロール」。

明暗差を調整する 動きを表現する背景をぼかす クリエイティブリング明るさを変える

背景をぼかしたり、明るさ変更など、シャッターをきる前にさまざまな効果を液晶モニター
で確認・調整が可能です。

●連写（連続撮影）についてのご注意
連続撮影が終了しても、メモリーカードの性
能や撮影条件によっては、記録に時間が
かかる場合があります。記録中は、メモリー
カードアクセスランプが点灯し続けます。

●4K動画の再生は4K再生対応のPCでのみ可能。4K対応テレビでの4K再生はできません。

NFC対応の
スマートデバイスなら※、
タッチするだけで
Wi-Fi®接続。

●本ページに掲載の一部画像はイメージです。



大光量のガイドナンバー約18（ ISO 100・m、
20°C）をコンパクトボディーで実現。上方
120度まで可動するフラッシュヘッドで本格
的なバウンス撮影ができ、より自然で柔らかな
陰影を作り出すことが可能です。

約20コマ/秒（AF追従）の高速連続撮影を実現。
Nikon 1のDNAである高速性にさらなる磨きをかけて、AF追従で約20コマ/秒の高速連続撮影が
可能に。動く被写体に対してデジタル一眼レフカメラを凌ぐ圧倒的な効果を発揮します。さらにAF固
定時は約60コマ/秒での高速連続撮影が可能。たとえばバットスイングやゴルフスイングなど、その
場で動く被写体に対しても、驚くほどの威力を発揮します。

AFエリアが171点に拡大し、高密度に配置。位相差AFエリアも105点に増加し、より広いエリアで確
実に動きを捉えることができるようになりました。1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOMと
Nikon 1 V3を組み合わせて使うことで、デジタル一眼レフカメラを超える撮影タイムラグを実現。さら
に、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOMにおけるレンズ駆動時間の短縮や、AFそのもの
の合焦時間の短縮など、これまで以上にスムーズかつスピーディな撮影が可能になりました。

アドバンストハイブリッドAFシステム　
位相差AFエリアを105点に増加し、動体に圧倒的に強い。 

N
ikon 1 V3

高速連続撮影について詳しくはこちら。
www.nikon-image.com/products/acil/lineup/v3/

撮像面位相差
検出範囲

撮像面位相差
AF画素

撮像面位相差
AFカバー領域

AFエリア
（シングルポイント）
中央座標
（コントラストのみ）

AFエリア
（シングルポイント）
中央座標
（ハイブリッド）

最高の一瞬を「選ぶ」。Nikon 1ならではの機能。

高速連写中の静止画を
液晶モニター上にゆっくり連続表示。

スロービュー

シャッターボタンを押した
瞬間の前後 40コマを高速連続撮影。

お気に入りフォト選択

ベストショットを
カメラまかせで撮影可能。

スマートフォトセレクター

ニコンデジタル一眼レフカメラユーザーに
馴染み深い、親指と人差し指で操作できる
2つのコマンドダイヤルを搭載。使い慣れた
操作性で、絞り値やシャッタースピードの変
更、フォーカスモードの選択、ホワイトバラ
ンスの微調整などが可能です。

操作性を向上させる２つのコマンドダイヤル

1839万画素
スーパーハイスピードAF
CMOSセンサー

ローパス
フィルターレス仕様

進化したセンサーがさらなる高画質を実現しました。
ISO感度もISO160～12800まで幅広くカバー。

モアレや偽色などを防ぐ役割を担っている光学ロー
パスフィルターをあえて搭載しないことで、解像感を
向上。鮮やかな一枚を実現します。

高速連続撮影を実現する大容量メモリーを備え
るとともに、約60コマ/秒でのRAWデータの保存
を可能にします。

光学ローパスフィルターあり

レンズからの光

ローパスフィルターレンズ 撮像素子

光学ローパスフィルターなし

レンズ 撮像素子

レンズからの光

●イラストはイメージです。

シーンに合わせて撮影をしたり、特殊な効果を付けて撮影できる
「クリエイティブモード」を採用。全8種のシーンと効果を楽しめます。

クリエイティブリング 

HDR トイカメラ風 ソフト

セレクトカラー かんたんパノラマ

ミニチュア効果

クロスプロセス

明暗差、背景ボケ、動き、明るさなどの効果を背面液晶や電子ビューファイ
ンダー（別売）で確認しながら撮影可能。

被写体や撮影シーンに合わせて6つのメニューから、お好みの効果を選んで
撮影できます。

■ スタンダード ■ モノクローム ■ ポートレート ■ 風景■ ニュートラル ■ ビビッド

ピクチャーコントロール

クリエイティブモード

ライブコントロール

モードダイヤルからP、S、A、Mの切り替えが可能。このモードを選択時に設定
できるISO 6400（NR）や ISO 12800（NR）なら4枚合成処理によるNR効果に
より、ノイズの少ない高感度画質を実現します。

モード

ベストモーメントキャプチャーモード
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スピードライト SB-N7（別売）

ニコンデジタル一眼レフカメラの優れた操作性を継承しつつ、動体
捕捉性能でそれを凌駕する。ミニマルなNikon 1のボディーにさら
なる高性能と高画質を凝縮。豊富なアクセサリーが、本格撮影の
フィールドをさらに拡げます。

一瞬にこたえる超高速レスポンス。

ニコンデジタル一眼レフカメラを踏襲した操作系と拡張性。

先進のテクノロジーが、さらなる高画質を実現。

シンプル操作で、静止画に美しい表現力を。

動画に、より自由な表現性をプラスする。

さらに豊富なアクセサリーは巻末をご覧ください。

進化したセンサーがさらなる高画質を実現しました。
ISO感度もISO160～12800まで幅広くカバー。

断続的な画をつなぎコマ落ちしたような
表現を実現。
ジャンプカット

最大3秒の動画を、約4倍～40倍に
引き延ばして再生。

HDスローモーション動画
露出や絞り値を自在に調整可能。

フルHD動画 （60p）

静止画と動画を融合した映像表現が可能。

モーションスナップショットモード
4倍速に早送りした動画を撮影。

早送り動画

動画撮影中、自動的にフルサイズ静止画を記録。

動画中おまかせスナップ

SNSなどに投稿しやすい4秒動画を撮影。

4秒動画

希望小売価格　￥20,000（税別）
ブラック：BK JANコード〔4960759 027764〕   ホワイト：WH JANコード〔4960759 027771〕 

高速連続撮影について詳しくはこちら。
www.nikon-image.com/products/acil/lineup/v3/

一瞬にこたえる超高速レスポンス。

●本ページに掲載の一部画像はイメージです。

ⒸKOJI NAKANO

ⒸKOJI UEDA

付属品 ： Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL20a（端子カバー付） / バッテリーチャージャー MH-29 / USB ケーブル UC-E20 / ストラップ AN-N1000 / ボディーキャップ BF-N1000 /マルチアクセサリーポートカバー BS-N4000 / ViewNX 2 CD-ROM

●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。  ●電子ビューファインダー DF-N1000とグリップ GR-N1010は単体での販売は終了しました。

（ボディーのみ）

価格：オープンプライス
カラー：ブラック 
JANコード〔4960759 142368〕 

■ Nikon 1 V3

1 NIKKOR VR 10-30mm 
f/3.5-5.6 PD-ZOOM 付属
価格：オープンプライス
カラー：ブラック 
JANコード〔4960759 142399〕 　

■ Nikon 1 V3 
 標準パワーズーム
 レンズキット 1 NIKKOR VR 10-30mm 

f/3.5-5.6 PD-ZOOM / 
電子ビューファインダー DF-N1000 / 
グリップ GR-N1010 付属
価格：オープンプライス
カラー：ブラック 
JANコード〔4960759 142429〕 

■ Nikon 1 V3 
 プレミアムキット

在庫僅少 在庫僅少 在庫僅少



レンズ交換式デジタルカメラで世界初の防水・耐衝撃性能。高品位でミニ
マルなボディーと、アクティブに撮影が楽しめる数々の機能。高画質・高速
性能を発揮し、幅広いシーンでかけがえのない瞬間を捉えます。

強靭、なのに美しい。そして速い。
世界初、防水・耐衝撃性能を備えたレンズ交換式カメラ。

1425万画素。
スーパーハイスピードAF CMOSセンサー

高画質＆小型化を実現した
ニコン1 防水マウント

レンズ交換式デジタルカメラで
は世界初※ 1となる防水・耐衝
撃性能を実現。そのタフなカメ
ラボディーと合わせて使用でき
る世界初※2の防水・耐衝撃性
能を備えた交換レンズも開発
しました。防塵性能や耐寒性
能も備えています。

Nikon 1のために設計された
レンズマウントシステムを防水
仕様に。バラエティに富んだ
1 NIKKORレンズにも対応。

アドバンストハイブリッドAFシステム 決定的瞬間を逃さない。高速連続撮影約15コマ/秒（AF追従）

被写体や撮影状況に応じて自
動で切り替わる、動体の撮影に
最適な「位相差AF」と暗部でも
被写体を的確に捉える「コントラ
ストAF」を採用。

優れた位相差AFが効果を発揮し、AF追
従した状態で、高速連続撮影を実現。
AF追従した状態の場合、約15コマ/秒で
連続最大22コマの撮影が可能です。

ディティールまで鮮やかに描
写する有効画素数1425万画
素に加え、光学ローパスフィ
ルターを搭載しないことで、驚
くほどの解像度を実現。

高画質と高速性を両立。
画像処理エンジン EXPEED 3A

センサーとの相乗効果で、圧
倒的な画像処理スピードを実
現。高速連続撮影や動画撮
影中に静止画を撮れる機能
などにも大きく貢献。 

さまざまな表現が楽しめる動画機能。 確実にベストショットを撮影。 シーンや効果を選んで撮影。

イメージを超える表現力をその手に。
水中の世界を、思いのまま美しく

クリエイティブモード［水中］に設定すれば、画像の
青みをカメラが自動的に補正し、自然な色合いで表
現できます。設定は、［スタンダード］、［ダイビング］、
［クローズアップ］の3つから選択できます。

静止画と動画を組み合わせた映像作品をBGM付きで鑑賞できる機能です。
撮影した画像を再生すると、選んだBGMをバックに4秒のスロー動画、静止
画の順で表示され、日常のスナップをドラマティックに演出します。記録形式
はNMS形式とMOV形式から選べます。

撮影シーンや被写体に合わせて、「オート」「ポートレート」「風景」「クローズ
アップ」「夜景」「夜景ポートレート」の6つのモードの中からカメラが最適な
セッティングにします。難しい設定をしなくても簡単に撮影が楽しめます。

N
ikon 1 A

W
1

防水 15m
※3

耐衝撃 2m
※4

寒冷地対応-10℃
※6

防塵
※5

撮像面位相差AFカバー範囲（73点）

コントラストAFカバー範囲（135点）

クリエイティブモード［水中］

静止画とショートムービーを一緒に撮影

その他、さまざまなモードを搭載

モーションスナップモード

アドバンスト動画モード クリエイティブモードベストモーメントキャプチャーモード

カメラ任せで静止画撮影
オートモード

スタンダード ダイビング クローズアップ

Nikon 1AW1専用、世界初※1の防水・耐衝撃レンズ。

アウトドアでもシャープな描写性能を
発揮する単焦点レンズ。

水深20mの防水性※2と落下2mの耐衝撃
性※3、防塵性※4を備えており、アウトドア
シーンで活躍。開放F値2.8の美しいボケ
味も魅力です。

アウトドアでシャープな描写力を発揮する、
標準ズームレンズ。

水深15mの防水性※2と、落下2mの耐衝撃
性※3、防塵性※4を実現。EDレンズを搭載し、
アウトドアでの撮影でも高い描写性能を発
揮します。

1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6

●Nikon 1 AW1専用です。●1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 と1 NIKKOR AW11-27.5mm f/3.5-5.6は、防水性と耐衝撃性を備えています。●レンズ単体の場合、防水/防塵性および耐衝撃性はありません。防水/耐衝撃性は、全ての条件での防水/
防塵、無破壊および無故障を保証するものではありません。●フィルターAW 40.5NCを取り付けると、水中でのレンズのくもりを軽減することができます。水辺や水中でお使いになるときは、取り付けることをおすすめします。詳細は、弊社ホームページに
てご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤルにてお問い合わせください。
※1 2013年9月19日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラ用の交換レンズにおいて。ニコン調べ。※2 専用防水カメラに取り付けた状態でJIS/IEC保護等級8（IPX8）をクリアー（ニコン試験条件による）。許容耐圧：水深15m以内。取り付けるカメラの
許容耐圧によって異なります。 ※3 専用防水カメラに取り付けた状態でMIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠したニコン試験条件をクリアー。 ※4 専用防水カメラに取り付けた状態でJIS/IEC保護等級 6（IP6X）をクリアー（ニコン試験条件による）。

ST MAS 防水・耐衝撃 ST M防水・耐衝撃ASED

（レンズ単体での販売はございません。）

●Nikon 1 AW1は水中や水辺でご使用後、カメラボディー、レンズなどについている水滴がカメラの内部に入ると、動作不良を起こす原因となる場合があります。水中から上がったら、レンズを外す前に必ず、カメラや手などの水滴を拭きとってください。カメラの周辺部
には水分のたまりやすい部分があり、軽く拭いただけでは水滴が残ることがありますので、乾いたタオル等で軽く押し付けながら吸い取るように充分に拭いていただく必要があります。さらにレンズを外した後、まだ内部に水滴がついている場合にはその水滴もきれいに
拭き取ってください。また、髪の毛やウエットスーツなどの水滴がカメラ内部に落ち、水が入ることもあります。レンズを外す場合には、カメラの正面側を下向きに傾けるなど、内部に水滴が入らない向きで行っていただくことをお願いいたします。●Oリングに塗るグリスは、
必ず当社指定のシリコングリス WP-G1000をご使用ください。●市販のサビ止め油等は使用しないでください。

※5 米国国防総省の試験方法の規格です。高さ122cmから26方向（8角、12稜、6面）の落下試験を、5台のセットを使って、合計5台以内でパスする試験です（試験中に不具合が生じたときは、新たな5台のセットを使って、合計5台以内で試験します）。※6 MIL-STD 
810F Method 516.5-Shockを基準に、高さ200cmから厚さ5cmの合板上へ落下させる試験です。なお、落下の衝撃による塗装の剥離や変形など外観の変化は、当社試験の対象ではありません。 ※7 当社の定める使用方法で、指定圧力の水中で指定時間使用
できるという意味です。詳細は、弊社ホームページにてご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤルにお問い合わせください。

●Nikon 1 AW1ボディーのOリングは使用頻度にかかわらず、少なくとも1年に1度は新品に交換してください。●1 NIKKOR AWレンズにはOリングが内蔵されています。レンズ内蔵のOリングは消耗品です。使用頻度にかかわらず、少なくとも1年に1度はニコンサービス機関に
お持ちになり、新品との交換を依頼してください（有料）。

■ Nikon 1 AW1お取扱い上の“ご注意とお願い”

［耐衝撃性］このカメラは、専用防水レンズを取り付けた状態でMIL-STD 810F Method 516.5-Shock ※5に準拠した当社試験※6をクリアーしています。本製品の耐衝撃性は当社試験方法によるもので、全ての条件で無破壊および無故障を保証するものではあり
ません。［防水/防塵性］このカメラは、専用防水レンズを取り付けた状態でJIS保護等級IP68に相当し、水深15m以内で使用できます。水中に持ち込むことができる最長時間は60分間です※7。全ての条件で無故障および防水/防塵を保証するものではありません。

■ 耐衝撃性、防水/防塵性について

価格：オープンプライス
シルバー：JANコード〔4960759 141156〕　ブラック：JANコード〔4960759 141149〕

1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6付属

■ Nikon 1 AW1
 防水ズームレンズキット

●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。
●付属品は防水仕様ではありません。●記録媒体は別売りです。●カメラ本体にはOリング WP-O2000が装着されています。ご購入時に損傷がないことをご確認ください。

付属品:
ボディーキャップ BF-N2000/Oリングプロテクター  PA-N1000/OリングWP-O2000/Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL20（端子カバー付）/バッテリーチャージャー 
MH-27/ストラップ AN-N1000（陸上専用）/シリコングリスWP-G1000/USB ケーブル UC-E19/ ViewNX 2/Short Movie Creator CD-ROM/活用ガイド CD-ROM

ボディーならびにレンズの最新の詳細情報に関しましては、弊社ホームページにてご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

■ Nikon 1 AW1

価格 :オープンプライス
ブラック：JANコード〔4960759 141125〕受注販売
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※1 2013年9月19日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。ニコン調べ。 ※2 2013年9月19日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラ用の交換レンズにおいて。ニコン調べ。※3 JIS/IEC 保護等級8（IPX8）をクリアー（ニコン試験条件による）。
水深15m（49ft）以内で60分までの撮影が可能。専用防水レンズ装着時。 ※4耐衝撃2mは、MIL-STD810F Method 516.5-Shock に準拠したニコン試験条件をクリアー。専用防水レンズ装着時。※5 JIS/IEC 保護等級6（IP6X）をクリアー（ニコン試験条件による）。
専用防水レンズ装着時。 ※6 （陸上）-10℃～40℃、（水中）0℃～40℃での動作確認をしております。専用防水レンズ装着時。 　

（ボディーのみ）

●本ページに掲載の一部画像はイメージです。



オートモード、クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］以外）、
P、S、A、Mモード、スポーツモード、お気に入りフォト選択、スロービュー、
スマートフォトセレクター（［画像の保存枚数］が［1枚］）

RAW

FINE

画質モード

RAW
＋

FINE※1

NORMAL

約41.3MB

約35.7MB

約31.7MB

約27.9MB

約13.4MB

約7.8MB

約3.8MB

約7.0MB

記録可能コマ数画像サイズ 1コマあたりの
ファイルサイズ

367コマ
424コマ
478コマ
544コマ
1100コマ
1900コマ
3900コマ
2100コマ

5568×3712

4176×2784

2784×1856

ー
5568×3712

4176×2784

2784×1856

5568×3712

約4.2MB 3500コマ4176×2784

約2.2MB 6800コマ2784×1856

※１ 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。

HD動画※2

記録可能時間※3

約35分
約1時間00分
約1時間30分
約2時間00分

サイズ/フレームレート
1080/60p

1080/30p
720/60p

720/30p

推奨メモリーカード

SanDisk製

東芝製

Panasonic製

LEXAR MEDIA社製

4GB、8GB、16GB、32GB 64GB、128GB

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB、32GB

8GB、16GB、32GB

̶

̶

64GB

microSDHC　
メモリーカード※４

microSDXC　
メモリーカード※５

※2 タイムラプス動画、早送り動画、ジャンプカット、4秒動画の場合、サイズ/フ
レームレートは常に1080/30pになります。※3 1回の撮影での最長記録時間は
10分（1080/60p）、17分（1080/30p）、20分（720/60p）、29分（720/30p）です。

　：オートモード、　 ：クリエイティブモード（　：クリエイティブリング、　：HDR、　
　：かんたんパノラマ、 ：ソフト、   ：ミニチュア効果、　：セレクトカラー、　：クロスプロセス、　
　：トイカメラ風）、　：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、　：ベストモーメントキャプチャーモード（　：お気に入りフォト選択、
　：スロービュー、　：スマートフォトセレクター）、　 ：アドバンスト動画モード（　：HD動画、　：スローモー
ション、　：ジャンプカット、　：早送り動画、　：4秒動画）、　：モーションスナップショットモード
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●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）規格またはガイドラインに準拠しています。●仕様中のデータは、フル充
電バッテリー使用時のものです。●付属のバッテリーチャージャー MH-29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。●仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●仕様・性能の誤りなどについての補償はご容赦ください。●
microSDロゴ、microSDHCロゴ、およびmicroSDXC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。●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。●会社名、製
品名は各社の商標、登録商標です。●本カタログに掲載されている製品の画像モニター、ファインダーの画像および表示はすべてはめ込み合成です。

型式
　型式
　レンズマウント
　実撮影画角
有効画素数
　有効画素数
撮像素子
　方式
　ダスト低減機能
記録形式
　記録画素数

　

　画質モード

　ピクチャー
　コントロールシステム
　記録媒体
　対応規格
撮影モード
　撮影モード

シャッター
　シャッター方式
　シャッタースピード

　
　フラッシュ同調
　シャッタースピード
レリーズ機能
　レリーズモード
　連続撮影速度
   セルフタイマー
   リモコンモード
露出制御
   測光方式
　測光モード

　露出モード

　露出補正
　AEロック
　ISO感度
   （推奨露光指数）
  

　アクティブD-ライティング
オートフォーカス
　方式
　レンズサーボ

　AFエリアモード
　AFエリア

　フォーカスロック
　顔認識
フラッシュ
　内蔵フラッシュ

　調光方式
　フラッシュモード

　調光補正
　レディーライト
ホワイトバランス
　ホワイトバランス

動画機能
　測光方式
　測光モード

推奨microSDカード
microSDHCメモリーカード※２

 

SanDisk製
東芝製

Panasonic製

microSDメモリーカード microSDXCメモリーカード※３

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB、32GB

2GB※１

2GB※１

2GB※１

64GB

─
─

※１ 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microSD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。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。 ※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。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。
●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、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。

オートモード、クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］以外）、
P、S、A、Mモード、お気に入りフォト選択、スロービュー、
スマートフォトセレクター（［画像の保存枚数］が［1枚］）※4

RAW

FINE

画質モード

RAW＋
FINE※5

NORMAL

1コマあたりの
ファイルサイズ
約35.3MB
約30.7MB
約27.5MB
約24.3MB
約11.0MB
約6.5MB
約3.2MB
約5.8MB
約3.5MB
約1.9MB

記録可能
コマ数

430コマ
494コマ
552コマ
625コマ

1300コマ
2300コマ
4700コマ
2600コマ
4300コマ
7900コマ

画像サイズ

5232×3488
3920×2616
2608×1744

ー

5232×3488
3920×2616
2608×1744
5232×3488
3920×2616
2608×1744

※4 ［サイレント撮影］が［しない］の場合。※5 画像サイズはJPEG画像のものです。
ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。

スマートフォトセレクター（［画像の保存枚数］が［5枚］）

RAW

FINE

画質モード

RAW＋
FINE※7

NORMAL

ファイルサイズ※6

約176.5MB
約153.6MB
約137.3MB
約121.4MB
約55.1MB
約32.3MB
約15.9MB
約29.0MB
約17.6MB
約9.4MB

撮影回数

約86
約98
約110
約125
約275
約469
約952
約522
約860
約1500

画像サイズ

5232×3488
3920×2616
2608×1744

ー
5232×3488
3920×2616
2608×1744
5232×3488
3920×2616
2608×1744

※６ ファイルサイズは、1回の撮影で記録される5コマの静止画の合計です。
※７ 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。

モーションスナップショットモード
画像サイズ
̶
̶

画質モード
̶
̶

ファイル形式 ファイルサイズ 撮影回数
NMS形式
MOV形式

約23.6MB※９

約32.5MB  
約641
約467

※９ ファイルサイズは、1回の撮影で記録される静止画と動画の合計です。

●上記の撮影記録可能コマ数や時間はSanDisk社製16GBのmicroSDHC UHS-Iカード（SDSDQXP-016G-J35）を使用した場合。
●付属のViewNX 2の動作環境については、弊社ホームページにてご確認ください。●詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

※10 早送り動画、ジャンプカット、4秒動画の場合、サイズ/フレームレートは常に1080/30p
になります。

HD動画、早送り動画、ジャンプカット、4秒動画※10

サイズ/フレームレート
1080/60p
1080/30p
720/60p
720/30p

記録可能時間
約47分

約1時間20分
約1時間57分
約2時間32分

スローモーション
フレームレート

120 fps
400 fps

1200 fps
※８ 1回撮影での記録時間は最大3秒です。フレームレートが［120fps］の場合は記録時間の
約4倍、［400fps］の場合は約13倍、［1200fps］の場合は約40倍の時間で、スローモーション
動画が再生されます。

記録可能時間※8

約26分
約31分
約31分

クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］）

FINE

画質モード

NORMAL

1コマあたりの
ファイルサイズ

約4.4MB

約4.4MB

約8.6MB

約8.6MB

約2.3MB

約2.3MB

約4.4MB

約4.4MB

記録可能
コマ数

3400コマ
3400コマ

1700コマ
1700コマ

6500コマ
6500コマ

3400コマ
3400コマ

画像サイズ

パノラマ標準

パノラマワイド

パノラマ標準

パノラマワイド

4800×920

1536×4800

9600×920

4800×920

1536×4800

9600×920

1536×9600

1536×9600

Nikon 1 V3 主な仕様Nikon 1 J5 主な仕様

Fマウント用 NIKKORレンズ

マウントアダプター FT1
希望小売価格 ￥25,000（税別）JANコード〔4960759 026842〕

Wireless Mobile Utility
（各スマートデバイスのアプリストアから無料でインストールできます）
スマートデバイス★★（iOS/Android）

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〕

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL20a★
希望小売価格 ￥5,000（税別）
JANコード〔4960759 142108〕

バッテリーチャージャー MH-29★

希望小売価格 ￥4,500（税別）
JANコード〔4960759 142061〕

ACアダプター EH-5b
希望小売価格 ￥12,000（税別）
JANコード〔4960759 129178〕

ViewNX 2 CD-ROM★

1 NIKKORレンズ

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

GPSユニット GP-N100
希望小売価格 ￥13,000（税別）
JANコード〔4960759 129161〕

スピードライト SB-N7
希望小売価格 ￥20,000（税別）
ブラック：JANコード〔4960759 027764〕
ホワイト：JANコード〔4960759 027771〕

ワイヤレスマイクロホン ME-W1
希望小売価格 ￥27,500（税別）
JANコード〔4960759 146038〕
●ステレオマイクロホンME-１を
ME-W1のマイクロホン側に接続※

すると、ステレオ録音が可能です。

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

マルチアクセサリー
ポートアダプター AS-N1000
希望小売価格 ￥2,000（税別）
JANコード〔4960759 131621〕

TVモニター★★HDMI ケーブル★★

※レシーバー側にME-1を
装着してもステレオ入力は
できません。

パーソナル
コンピューター★★

交換レンズ

TV用アクセサリー
その他 マルチアクセサリーポートカバー BS-N4000★

希望小売価格 ￥700（税別）
JANコード〔4960759 029171〕

ストラップ AN-N1000★
希望小売価格 ￥1,200（税別）

ボディーキャップ BF-N1000★
希望小売価格 ￥450（税別）
JANコード〔4960759 131768〕

液晶保護フィルム NH-AFLJ5
希望小売価格 ￥1,200（税別）
JANコード〔4955478 179030〕

スマートデバイス用アプリケーション

パワーサプライ

パソコン関連

周辺機器

★はNikon 1 V3の付属品です。 ★★は他社製品です。 
●ご使用の環境によりアップデートが必要な場合があります。 弊社ホームページよりアップデータをダウンロードの上、インストールしてください。http://www.nikon-image.com/support/

USBケーブル UC-E20★

希望小売価格￥2,500（税別）JANコード〔4960759 142115〕

Capture NX-D（弊社ホームページから無料ダウンロードできます）
ViewNX-i（弊社ホームページから無料ダウンロードできます）

microSD
メモリーカード★★

microSD
メモリーカードリーダー★★

Nikon 1 J5 システムチャート

交換レンズパワーサプライ

TV用アクセサリー

スマートデバイス用アプリケーション

パソコン関連
TVモニター★★ HDMIケーブル★★

★Nikon 1 J5 の付属品です。★★は他社製品です。＊ご使用の環境によりアップデートが必要な場合があります。弊社ホームページよりアップデータをダウンロードの上、インストールしてください。http://www.nikon-image.com/support/

1 NIKKOR レンズ
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-5F
希望小売価格 ￥3,000（税別）
JANコード〔4960759 145598〕

バッテリーチャージャー MH-31★
希望小売価格 ￥4,500（税別）
JANコード〔4960759 145536〕

Fマウント用
NIKKORレンズ

マウントアダプター FT1
希望小売価格 ￥25,000（税別）
JANコード〔4960759 026842〕

パーソナルコンピューター★★

microSDメモリー
カードリーダー★★

USBケーブル UC-E20★
希望小売価格 ￥2,500（税別）
JANコード〔4960759 142115〕

＊静止画・動画活用ソフトウェア ViewNX-i 、RAW画像の現像・調整ソフトウェア
  Capture NX-Dはホームページからダウンロード。

microSD
メモリーカード★★

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL24★
希望小売価格 ￥5,000（税別）
JANコード〔4960759 145475〕

Wireless Mobile Utility
（各スマートデバイスのアプリストアから無料でインストールできます）
スマートデバイス★★（ iOS/Android™ OS）

型式
型式

　レンズマウント

　実撮影画角

レンズ交換式デジタルカメラ
ニコン1マウント

　総画素数 2301万画素

レンズの焦点距離の約2.7倍に相当（35mm判換算）
有効画素数
　有効画素数 2081万画素
撮像素子
　方式 13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット

記録形式
　記録画素数

画質モード

ピクチャーコントロール
システム
　記録媒体

対応規格

　撮影モード

•静止画（オートモード、クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］以外）、
P、S、A、Mモード、スポーツモード、ベストモーメントキャプチャーモード）★1

  - 5568×3712ピクセル  - 4176×2784ピクセル  - 2784×1856ピクセル
• 静止画（クリエイティブモード［かんたんパノラマ］）
  -4800×920ピクセル（パノラマ標準：水平移動時）★2

  -1536×4800ピクセル（パノラマ標準：垂直移動時）★3

  -9600×920ピクセル（パノラマワイド：水平移動時）★4

  -1536×9600ピクセル（パノラマワイド：垂直移動時）★5

・静止画（動画撮影時）★1

  - 5568×3712ピクセル
・静止画（モーションスナップショットモード）★6

  - 5568×3136ピクセル
★1 アスペクト比は3:2　★2 アスペクト比は120:23　★3 アスペクト比は8:25

★4 アスペクト比は240:23　★5 アスペクト比は4:25　★6 アスペクト比は16:9

・RAW12ビット（圧縮）
・JPEG-Baseline準拠、圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL(1/8)
・RAWとJPEGの同時記録可能 

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、
いずれも調整可能
microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード

DCF 2.0（Design rule for Camera File system）、
Exif 2.3（Exchangeable image file format for digital still cameras）、
PictBridge

シャッター
シャッター方式
シャッタースピード

フラッシュ同調シャッタースピード X＝1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調

エレクトロニックシャッター
1/16000～30秒（1/3ステップ）、Bulb
＊バルブ撮影時、シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。

レリーズ機能
　レリーズモード
　連続撮影速度
セルフタイマー

露出制御
　測光方式
　測光モード

　露出モード

　露出補正

・単写、連写 ・セルフタイマー ・インターバルタイマー撮影
約5コマ/秒、約10コマ/秒、約20コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒
作動時間 : 2秒、10秒

撮像素子によるTTL測光方式
・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:φ4.5mm相当を測光
・スポット測光 : φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 

　 :マルチプログラムオート（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、
        おまかせシーン（シーン自動判別）

範囲 :±3段、補正ステップ : 1/ 3ステップ

撮影モード

オートフォーカス
　方式
　レンズサーボ

AFエリアモード
AFエリア

フォーカスロック
　顔認識

ハイブリッドAF（位相差AF/コントラストAF）、AF補助光付
・オートフォーカス（AF）:シングルAF（AF-S）、コンティニュアスAF（AF- C）、

AF自動切り換え（AF-A）、常時AF（AF- F） ・マニュアルフォーカス（MF）

シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾
・シングルポイント : 171点のAFエリア（中央部105点は位相差AF）
・オートエリア : 41点のAFエリア

シャッターボタン半押し（シングルAF（AF-S）時）
する、しない

アクティブD-ライティング する、しない

　AEロック  シャッターボタン半押しによる輝度値ロック方式

ISO感度（推奨露光指数） • ISO 160～12800（200以上は1段ステップ）、6400（NR）、12800（NR）選択可能
• 感度制限オート（160～6400、160～3200、160～800）
•   、  、  、  モードまたは［露出モード］が［P プログラムオート］、［S シャッター優先オート］、
  ［A 絞り優先オート］または［M マニュアル］時に設定可能

動画機能
測光方式

　測光モード

記録画素数/記録レート

撮像素子によるTTL測光方式
・マルチパターン測光 ・中央部重点測光 :φ4.5mm相当を測光
・スポット測光 :φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動

• HD動画★1

 - 1920×1080ピクセル（60p（59.94fps）） - 1920×1080ピクセル（30p（29.97fps））
 - 1280×720ピクセル（60p（59.94fps）） - 1280×720ピクセル（30p（29.97f ps））
• 4K動画★1

 - 3840×2160ピクセル（15p（14.99 fps））
• スローモーション動画
 - 1280×720 ピクセル（記録：120 fps、再生：30p（29.97fps））★1

 - 800×296ピクセル（記録：400fps、再生：30p（29.97fps））★2

 - 400×144ピクセル（記録：1200fps、再生：30p（29.97fps））★2

• タイムラプス動画、早送り動画、ジャンプカット動画、4秒動画★1

 - 1920×1080ピクセル（30 p（29.97fps））
• モーションスナップショットモードで撮影した動画★1

 - 1920×1080ピクセル（記録：60 p（59.94fps）、再生：24 p（23.976fps））
★1 アスペクト比（横：縦）は16 : 9　★2 アスペクト比（横：縦）は８:３

17分（1080/30Pで撮影時）

ホワイトバランス
　ホワイトバランス オート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル、

プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能

フラッシュ
内蔵フラッシュ

フラッシュモード

調光補正

• オートモード、クリエイティブモード（HDR、かんたんパノラマ、風景、夜景以外）時：
 オートポップアップ方式による自動発光
•   、  、 、  モード、自分撮りモード時：手動ポップアップ方式
 ガイドナンバー： 約5（ ISO  100・m）/約6.3（ ISO 160・m）、20℃の場合

通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光、赤目軽減発光、通常発光＋スロー、
赤目軽減発光＋スロー、後幕発光＋スロー、後幕発光、発光禁止

範囲 :－3～+1段、補正ステップ : 1/3ステップ
内蔵フラッシュ使用時に充電完了で点灯レディーライト

最長記録時間

調光方式 撮像素子によるi-TTL調光制御

　音声記録方式
　録音装置

PCM

内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能
画像モニター
　画像モニター チルト式3型TFT液晶モニター（タッチパネル）、約104万ドット、明るさ調整可能
再生機能
　再生機能 1コマ再生、サムネイル再生（4、9、16分割またはカレンダーモード）、拡大再生、連写グループ

画像再生、連写グループ内連続再生、動画再生、パノラマ再生、スライドショー、ヒストグラム表示、
撮影画像の縦位置自動回転

　映像圧縮方式
MOV

H.264/MPEG-4 AVC　

インターフェース
USB

　ＨＤＭＩ出力
Hi-Speed USB

HDMI端子（Type D）装備
Wi-Fi（無線LAN）　　　

ファイル形式

電源
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL24（1個使用）
ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Fと組み合わせて使用）（別売）

約250コマ（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL24使用時）CIPA規格準拠
約60分（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL24使用時、1080/30Pで撮影時）CIPA規格準拠

ACアダプター
使用電池

認証方式 オープンシステム、WPA2-PSK

アクセス方式 インフラストラクチャーモード

表示言語
日本語、英語表示言語

NFC
NFCフォーラム Type 3 Tag方式

動作環境
温度
湿度

0℃～40℃
85％以下（結露しないこと）

三脚ネジ穴
三脚ネジ穴 1/4（ ISO 1222）

寸法・質量

周波数範囲（中心周波数） 2412～2462 MHz（1～11ch）
通信距離（見通し） 約10 m ＊電波干渉が無い場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。

データ転送速度（規格値） 54 Mbps ＊表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

電池寿命

動画撮影時（実撮影電池寿命）
静止画撮影時

寸法（W×H×D） 約98.3×59.7×31.5 mm（突起部を含まず）
質量 約265 g（バッテリーおよびmicroSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く）

約2 31 g（本体のみ）

　準拠規格 IEEE802.11b、IEEE802.11g

    ：オートモード、    ：スポーツモード、      ：クリエイティブモード（    ：ポップ、       ：レトロ、
  ：硬調モノクローム、        ：ノスタルジックセピア、    ：HDR、    ：かんたんパノラマ、 
  ：ソフト、     ：ミニチュア効果、     ：セレクトカラー、    ：クロスプロセス、   ：トイカメラ風、
   ：クロススクリーン、   ：魚眼効果、   ：美肌効果、   ：夜景、    ：夜景ポートレート、   ：風景、
   ：クローズアップ、    ：ポートレート）、   ：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、
  ：ベストモーメントキャプチャーモード（    ：お気に入りフォト選択、    ：スロービュー、
   ：スマートフォトセレクター）、      ：アドバンスト動画モード（     ：HD動画、   ：4K動画、
  ：タイムラプス動画、   ：スローモーション、   ：ジャンプカット、    ：早送り動画、    ：4秒動画）、
  ：モーションスナップショットモード、    ：自分撮りモード

●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）規格またはガイドラインに準拠しています。●仕様中のデータは、フル充電バッ
テリー使用時のものです。●Nikon 1 J5は、米国輸出規制（EAR）を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国（キューバ、イラン、北朝鮮、スーダ
ン、シリア）への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますので、ご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しく
は米国商務省へお問い合わせください。付属のバッテリーチャージャー MH-31は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。 ●仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ●仕様・性能の誤りなどについての補償はご容赦ください。●PictBridgeロゴ
は商標です。 ●microSDロゴ、microSDHCロゴ、およびmicroSDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。 ●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft 
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●MacおよびOS Xは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●IOSの
商標は、米国およびその他の国におけるCiscoのライセンスに基づき使用しています。 ●Android™はGoogle Inc.の登録商標です。 ●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。 ●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。 ●「NFC（Near Field Communication：近距離無線通信）」とは、国際標準規格の近距離無線通信技術です。 ●その他の会社名、製品名は各社
の商標、登録商標です。 ●本カタログに掲載されている製品の画像モニター表示はすべてはめ込みです。

4K動画
記録可能時間
約35分

サイズ/フレームレート
2160/15p

●撮影記録可能コマ数や時間はSanDisk社製16GBのmicroSDHCUHS-I
カード（SDSDQXP-016G-J35A）を使用した場合。●その他製品に関する情
報につきましてはニコンカスタマーサポートセンターにてお問い合わせください。

4K動画の動作環境詳細はダウンロードセンターのViewNX-i製品ページ
「 http://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/220/ViewNX-i.html 」
をご覧ください。

Nikon 1 V3 システムチャート

※４ 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。このカ
メラは、UHS-I規格に対応しています。
※５ 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。このカ
メラは、UHS-I規格に対応しています。
●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、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。

レンズ交換式デジタルカメラ
ニコン 1 マウント
レンズの焦点距離の約2.7倍に相当（35mm判換算）

1839万画素

13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット
イメージセンサークリーニング

• 静止画（オートモード、クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］以外）、P、S、A、Mモード、
 ベストモーメントキャプチャーモード）★1 5232×3488ピクセル、3920×2616ピクセル、
 2608×1744ピクセル
• 静止画（クリエイティブモード［かんたんパノラマ］）4800×920ピクセル（パノラマ標準：水平移動時）★2、
 1536×4800ピクセル（パノラマ標準：垂直移動時）★3、9600×920ピクセル（パノラマワイド：水平
 移動時）★4、1536×9600ピクセル（パノラマワイド：垂直移動時）★5

• 静止画（動画撮影時）★1 5232×3488ピクセル（1080/60p、1080/30p）、
 1472×984ピクセル（720/60p、720/30p）
• 静止画（モーションスナップショットモード）★6 5232×2936ピクセル
★1 アスペクト比は3：2　★2 アスペクト比は120：23　★3 アスペクト比は8：25 

★4 アスペクト比は240：23　★5 アスペクト比は4：25　★6 アスペクト比は16：9

• RAW 12ビット（圧縮）
• JPEG-Baseline準拠、圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL（1/8）
• RAWとJPEGの同時記録可能
スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、
いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード
DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、PictBridge

電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、エレクトロニックシャッター
• メカニカルシャッター使用時：1/4000～30秒（1/3ステップ）、
 Bulb、Time（別売のリモコンML-L3使用）
• エレクトロニックシャッター使用時：1/16000～30秒（1/3ステップ）、
 Bulb、Time（別売のリモコンML-L3使用）
※ バルブ撮影またはタイム撮影時には、シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。
•メカニカルシャッター使用時：X=1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 
•エレクトロニックシャッター使用時：X=1/60 秒以下の低速シャッタースピードで同調

•単写、連写 •セルフタイマー •リモコン撮影 •インターバルタイマー撮影
約6コマ/秒、約10コマ/秒、約20コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒
作動時間：2秒、10秒
2秒リモコン、瞬時リモコン

撮像素子によるTTL測光方式
• マルチパターン測光　• 中央部重点測光：φ4.5mm相当を測光
• スポット測光：φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動
　：マルチプログラムオート（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、　：おまかせシーン（シーン自動判別）
範囲：±3段、補正ステップ：1/3ステップ
　  （AE/AFロック）ボタンによる輝度値ロック方式
• ISO 160～12800（200以上は1段ステップ）、6400（NR）、12800（NR）選択可能
• 感度制限オート（160～6400、160～3200、160～800）
• 　、　、　、　モードまたは［露出モード］が［　 プログラムオート］、［　 シャッター優先オート］、
［　 絞り優先オート］または［　 マニュアル］時に設定可能
する、しない

ハイブリッドAF（位相差AF/コントラストAF）、AF補助光付
• オートフォーカス（AF）：シングルAF（AF-S）、コンティニュアスAF（AF-C）、
AF自動切り換え（AF-A）、常時AF（AF-F）•マニュアルフォーカス（MF）
シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾
• シングルポイント：171点のAFエリア（中央部105点は位相差AF）
• オートエリア：41点のAFエリア
　　（AE/AFロック）ボタン、またはシングルAF（AF-S）時にシャッターボタン半押し
する、しない

フラッシュボタン操作による手動ポップアップ方式
ガイドナンバー：約5（ISO 100・m）/約6.3（ISO160・m）、20℃の場合
撮像素子によるi-TTL調光制御
通常発光、赤目軽減発光、通常発光＋スロー、赤目軽減発光＋スロー、
後幕発光＋スロー、後幕発光
範囲：–3～+1段、補正ステップ：1/3ステップ
内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯

オート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、
プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能

撮像素子によるTTL測光方式
• マルチパターン測光
• 中央部重点測光：φ4.5mm相当を測光
• スポット測光：φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動
• HD動画★7 1920×1080ピクセル（60p （59.94 fps））、
 1920×1080ピクセル（30p（29.97 fps））、1280×720ピクセル（60p（59.94 fps））、
 1280×720ピクセル（30p（29.97 fps））
• スローモーション動画 1280×720ピクセル（記録：120 fps、再生：30p（29.97 fps））★7、
 768×288ピクセル（記録：400 fps、再生：30p（29.97  fps））★8、
 416×144ピクセル（記録：1200 fps、再生：30p（29.97 fps））★9

• 早送り動画、ジャンプカット動画、4秒動画★7 1920×1080ピクセル（30p（29.97 fps））
• モーションスナップショットモードで撮影した動画★7 
 1920×1080ピクセル（記録：60p（59.94 fps）、再生：24p（23.976 fps））
★7 アスペクト比（横：縦）は16：9　★8 アスペクト比（横：縦）は8：3　★9 アスペクト比（横：縦）は26：9

10分（1080/60Pで撮影時） 
MOV
H.264/MPEG-4 AVC
PCM
内蔵ステレオマイク、別売のステレオマイクロホンME-1使用可能（ステレオ録音）、マイク感度設定可能

チルト式3型TFT液晶モニター（タッチパネル）、約104万ドット、明るさ調整可能、
角度調整可能

1コマ再生、サムネイル再生（4、9、16分割またはカレンダーモード）、拡大再生、動画再生、
パノラマ再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング

Hi-Speed USB
HDMI端子（Type D）装備
専用アクセサリー装備
ステレオミニジャック（φ3.5mm）

IEEE802.11b、IEEE802.11g
• IEEE802.11b：DSSS/CCK　• IEEE802.11g：OFDM
2412～2462 MHz（1～11ch）
約10m
電波干渉が無い場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。
54 Mbps
表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
認証方式：オープンシステム、WPA2-PSK
暗号方式：AES
WPS対応
インフラストラクチャーモード

日本語、英語

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a（1個使用）
ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Cと組み合わせて使用）（別売）

約310コマ（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a使用時）CIPA規格準拠
約75分（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a使用時、1080/60Pで撮影時）CIPA規格準拠

1/4（ISO 1222）

約110.9×65×33.2 mm（突起部を含まず）
約324g（バッテリーおよびmicroSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く） 
約282g（本体のみ）

0～40℃
85%以下（結露しないこと）

　最長記録時間
　ファイル形式
　映像圧縮方式
　音声記録方式
　録音装置
画像モニター
　画像モニター

再生機能
　再生機能

インターフェース
　USB
　ＨＤＭＩ出力
　マルチアクセサリーポート 
　外部マイク入力
Wi-Fi（無線LAN）
　準拠規格
　伝送方式
　周波数範囲（中心周波数）
　通信距離（見通し）

　データ転送速度
　（規格値）
　セキュリティー

　無線設定
　アクセス方式
表示言語
　表示言語
電源
　使用電池
　ACアダプター
電池寿命
　静止画撮影時
　動画撮影時（実撮影電池寿命）
三脚ネジ穴
　三脚ネジ穴
寸法・質量
　寸法（W×H×D）
　質量

動作環境
　温度
　湿度

　記録画素数/
　記録レート　

その他
ストラップ AN-N1000★
希望小売価格 ￥1,200（税別）

ボディーキャップ BF-N1000★
希望小売価格 ￥450（税別）
JANコード〔4960759 131768〕

液晶保護フィルム NH-AFLJ5
希望小売価格 ￥1,200（税別）
JANコード〔4955478 179030〕
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東芝社製16GBのSDHC UHS-Iカード（SD-E016GUX）を使用した場合。
HD動画

動画の設定

1080/60i

1080/30p

720/60p

720/30p

記録可能時間

約1時間28分

約1時間28分

約2時間12分

約2時間56分

オートモード、クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］以外）、
スロービュー、スマートフォトセレクター（［画像の保存枚数］が［1枚］）
東芝社製16GBのSDHC UHS-Iカード（SD-E016GUX）を使用した場合。

RAW※4

FINE

画質モード

RAW＋
FINE※3※4

NORMAL

1コマあたりの
ファイルサイズ
約26.8MB

約23.3MB

約20.7MB

約17.4MB

約9.2MB

約5.6MB

約3.1MB

約4.6MB

記録可能
コマ数

591コマ

681コマ

765コマ

902コマ

1700コマ

2700コマ

5000コマ

3300コマ

画像サイズ

4608×3072

3456×2304

2304×1536

ー

4608×3072

3456×2304

2304×1536

4608×3072

約2.9MB 5400コマ3456×2304

約1.6MB 9800コマ2304×1536

上記以外の画質モードならびに画像サイズに関しては、弊社ホームページにてご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンターにてお問い合わせください。

※3 画像サイズはJPEG画像のものです。ファイルサイズはRAW画像とJPEG画像の合計です。※4 ［RAW］または［RAW＋FINE］は、P、S、A、Mモードの場合のみ選択できます。※5 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カードに対応している必要があります。※6 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。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。※7 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。このカメラは、UHS-I規格に対応しています。 •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カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SD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カードにつきましては、動作の保証はい
たしかねます。

推奨SDカード

SanDisk製

東芝製

Panasonic製

LEXAR MEDIA社製

プラチナⅡシリーズ

プロフェッショナルシリーズ

フルHDビデオカードシリーズ

SDメモリーカード

　2GB※5

　2GB※5

　2GB※5

－

－

－

－

SDHCメモリーカード※6

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB、32GB

4GB、8GB、16GB

SDXCメモリーカード※7

64GB

64GB

48GB、64GB

－

－

－

－

型式
　型式
　レンズマウント
　実撮影画角
有効画素数
　有効画素数
撮像素子
　方式
記録形式
　記録画素数

レンズ交換式デジタルカメラ
ニコン 1 防水マウント
レンズの焦点距離の約2.7倍に相当（35mm判換算）

1425万画素（14.2メガピクセル）

13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット

・静止画（オートモード、クリエイティブモード（［かんたんパノラマ］以外）、
  ベストモーメントキャプチャーモード）★1

  -4608×3072ピクセル　-3456×2304ピクセル  -2304×1536ピクセル
・静止画（クリエイティブモード[かんたんパノラマ]）
  -4800×920ピクセル（パノラマ標準：水平移動時）★2

  -1536×4800ピクセル（パノラマ標準：垂直移動時）★3

  -9600×920ピクセル（パノラマワイド：水平移動時）★4

  -1536×9600ピクセル（パノラマワイド：垂直移動時）★5

・静止画（動画撮影時）★1

  -4608×3072ピクセル（1080/60i、1080/30p）
  -1280×856ピクセル（720/60p、720/30p）
・静止画（モーションスナップショットモード）★6

  -4608×2592ピクセル
★1 アスペクト比は3:2 ★2 アスペクト比は120:23 

★3 アスペクト比は8:25 ★4 アスペクト比は240:23 

★5 アスペクト比は4:25 ★6 アスペクト比は16:9

・RAW12ビット※1（圧縮） 
・JPEG-Baseline準拠、圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL（1/8）、BASIC（1/16）
・RAWとJPEGの同時記録可能
スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、
いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
DCF 2.0（Design rule for Camera File system）、DPOF（Digital Print Order Format）、
Exif 2.3（Exchangeable image file format for digital still cameras）、PictBridge

ホワイトバランス
　ホワイトバランス

動画機能
　測光方式
　測光モード

　記録画素数/記録レート

　最長記録時間
　ファイル形式
　映像圧縮方式
　音声記録方式
　録音装置
画像モニター
　画像モニター
再生機能
　再生機能

インターフェース
　USB
　ＨＤＭＩ出力
電子コンパス/位置情報機能/高度計/水深計　　　
　電子コンパス
　位置情報機能

　高度計
　水深計
表示言語
　表示言語
電源
　使用電池
　ACアダプター
電池寿命
　静止画撮影時
　動画撮影時（実撮影電池寿命）
三脚ネジ穴
　三脚ネジ穴
寸法・質量
　寸法（W×H×D）
　質量

動作環境
　温度
　湿度
耐衝撃/防水/防塵
　耐衝撃性能★1、2

　防水性能★2

　許容耐圧★2

　防塵性能★2

※1 復元にはViewNX 2が必要です。
※2 Multi Media Card（MMC）には対応していません。

オート、水中、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル、
プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能

撮像素子によるTTL測光方式
・マルチパターン測光 ・中央部重点測光：φ4.5mm相当を測光
・スポット測光：φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して  測光位置可動
・HD動画★1

  -1920×1080 ピクセル（60i （59.94fields/s）★2）
  -1920×1080ピクセル （30p （29.97fps））
  -1280×720 ピクセル（60p （59.94fps））
  -1280×720ピクセル（30p（29.97fps））
・スローモーション動画★3

  -640×240ピクセル（記録：400fps、再生：30p（29.97fps））
  -320×120ピクセル（記録：1200fps、再生：30p（29.97fps））
・モーションスナップショットモードで撮影した動画★1

  -1920×1080ピクセル（記録：60p（59.94fps）、
  再生：24p（23.976fps））　　　　　　　
★1 アスペクト比（横：縦）は16:9 ★2 センサー出力は、約60コマ/秒です。
★3 アスペクト比（横：縦）は8:3

20分（1080/60iで撮影時） 
MOV
H.264/MPEG-4 AVC
AAC
内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能

3型TFT液晶モニター、約92万ドット、明るさ調整可能

1コマ再生、サムネイル再生（4、9、72分割またはカレンダーモード）、拡大再生、動画再生、
パノラマ再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング

Hi-Speed USB
HDMIミニ端子（Type C）装備

16方位（3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動オフセット調整機能付き）
・GPS：受信周波数（MHz）：1575.4200MHz、測地系：WGS84
・GLONASS:受信周波数（MHz）：1598.0625MHz～1605.3750MHz、測地系：WGS84
動作範囲：約－500～＋4500m（－1640～＋14760ft）
動作範囲：約0～20m（0～65ft）

日本語、英語

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20（1個使用）
ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Cと組み合わせて使用）（別売）

約250コマ（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20使用時）CIPA規格準拠
約55分（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20使用時、1080/60iで撮影時）CIPA規格準拠

1/4（ISO1222）

約113.3×71.5×37.5mm（突起部を含まず）
約356g（バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、
ボディーキャップおよびOリングプロテクターを除く）約313g（本体のみ）

－10℃～＋40℃（陸上）　0℃～＋40℃（水中）
85%以下（結露しないこと）

MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件★3をクリアー
JIS/IEC保護等級8（IPX8）をクリアー（当社試験条件による）
水深15m（49ft）以内で60分までの撮影が可能
水深15m以内
JIS/IEC保護等級6（IP6X）をクリアー（当社試験条件による）
★1 内蔵フラッシュを上げているときは、耐衝撃性能の保証対象外です。
★2 専用防水レンズ装着時  

●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）規格またはガイドラインに準拠しています。●仕様中のデータ
は、フル充電バッテリー使用時のものです。●仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●PictBridgeロゴは商標です。
●SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft 
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Mac OSおよびOS Xは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.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。

撮影モード
　撮影モード  　：オートモード、　    ：クリエイティブモード（P:プログラムオート（プログラムシフト可能）、

S :シャッター優先オート、A :絞り優先オート、M：マニュアル、　　　　：水中、　：夜景、
 　：夜景ポートレート、　  ：逆光、　 ：かんたんパノラマ、　：ソフト、　 ：ミニチュア効果、
　　：セレクトカラー）、 　：ベストモーメントキャプチャーモード（　  ：スロービュー、 
　 ：スマートフォトセレクター）、  　：アドバンスト動画モード（HD動画（P：プログラムオート、
S：シャッター優先オート、A：絞り優先オート、M：マニュアル）、　 ：スローモーション）、
　  ：モーションスナップショットモード

シャッター
　シャッター方式
　シャッタースピード

　フラッシュ同調シャッタースピード
レリーズ機能
　レリーズモード
　連続撮影速度
　セルフタイマー
露出制御
　測光方式
　測光モード

　露出モード

　露出補正
　AEロック
　ISO感度
   （推奨露光指数）

　アクティブD-ライティング  
オートフォーカス
　方式
　レンズサーボ

　AFエリアモード
　AFエリア

　フォーカスロック
　顔認識
フラッシュ
　内蔵フラッシュ 

　調光方式
　フラッシュモード

　調光補正
　レディーライト

エレクトロニックシャッター
1/16000～30秒（1/3ステップ）、Bulb
※バルブ撮影時、シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。
X＝1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調

・単写、連写 ・セルフタイマー
約5コマ/秒、約15コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒
作動時間：2秒、5秒、10秒

撮像素子によるTTL測光方式
・マルチパターン測光 ・中央部重点測光：φ4.5mm相当を測光
・スポット測光：φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動
P：マルチプログラムオート（プログラムシフト可能）、S：シャッター優先オート、A：絞り優先オート、
M：マニュアル、　　おまかせシーン（シーン自動判別）
範囲：±3段、補正ステップ：1/3ステップ
シャッターボタン半押しによる輝度値ロック方式
・ISO 160～6400（1段ステップ）
・感度制限オート（160～6400、160～3200、160～800）
・クリエイティブモードP、S、A、M、［水中］時に設定可能
する、しない

ハイブリッドAF（位相差AF/コントラストAF）、AF補助光付
・オートフォーカス（AF）：シングルAF（AF-S）、コンティニュアスAF（AF-C）、
AF自動切り換え（AF-A）、常時AF（AF-F） ・マニュアルフォーカス（MF）
シングルポイント、シングルポイント（中央）、オートエリア、ターゲット追尾
・シングルポイント：135点のAFエリア（中央部73点は位相差AF）
・オートエリア：41点のAFエリア
シャッターボタン半押し（シングルAF（AF-S）時）
する、しない

手動ポップアップ方式
ガイドナンバー：約5（ISO 100・m）/約6.3（ISO 160・m）、20℃の場合
撮像素子によるi-TTL調光制御
通常発光、赤目軽減発光、通常発光＋スロー、赤目軽減発光＋スロー、
後幕発光＋スロー、後幕発光、発光禁止
範囲:－3～+1段、補正ステップ：1/3ステップ
内蔵フラッシュ使用時に充電完了で点灯

★3 MIL-STD 810F Method 516.5-Shockを基準に、高さ200cmから厚さ5cmの合板上へ落下させる試験です。なお、落下
の衝撃による塗装の剥離や変形など外観の変化は、当社試験の対象ではありません。本製品の耐衝撃性能は当社試験方
法によるもので、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。

★はNikon 1 AW1の付属品です。★★は他社製品です。 ＊ご使用の環境によりアップデートが必要な場合があります。弊社ホームページよりアップデータをダウンロードの上、インストールしてください。 http://www.nikon-image.com/support/ ＊最新の製品詳細やその
他のアクセサリーに関しましては、弊社ホームページをご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

1 NIKKOR レンズ

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〕

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〕

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〕

TVモニター★★

HDMIケーブル★★

（HDMIミニ端子←→HDMI端子）

ワイヤレスモバイルアダプター WU-1b
希望小売価格￥5,000（税別）
JANコード〔4960759 134721〕

スマートデバイス★★
Wireless Mobile
Utility

水中スピードライト SB-N10
希望小売価格￥77,500（税別）
JANコード〔4960759 028679〕

Fマウント用NIKKORレンズ

マウントアダプター FT1
希望小売価格¥25,000（税別）
JANコード 〔4960759 026842〕

水中光ファイバーケーブル
アダプター  SR-N10A
希望小売価格 ￥12,000（税別）
JANコード〔4960759 144003〕

水中光ファイバーケーブル
SC-N10A
希望小売価格 ￥9,000（税別）
JANコード〔4960759 028693〕

水中ブラケット　SK-N10A
希望小売価格 ￥11,000（税別）
JANコード〔4960759 028686〕

ViewNX 2/Short Movie Creator
CD-ROM★

SDメモリーカード★★ SDメモリー
カードリーダー★★

PCカード
アダプター★★

USBケーブル UC-E15
希望小売価格¥2,500（税別）
JANコード〔4960759  131799〕

USBケーブル UC-E19★

（別売はありません）

Capture NX-D
（弊社ホームページから無料ダウンロードできます） ViewNX-i

（弊社ホームページから
無料ダウンロード
できます）

パーソナル
コンピューター★★

水中スピードライト

パワーサプライ

TV用アクセサリー

パソコン関連

スマートデバイス用アクセサリー交換レンズ

Nikon 1 AW1 システムチャート

Nikon 1 AW1 主な仕様

　画質モード

　ピクチャーコントロールシステム

　記録媒体※2

　対応規格

ストラップ AN-N1000★　
希望小売価格 ￥1,200（税別）

ボディーキャップ BF-N2000★
希望小売価格 ￥900（税別）
JANコード〔4960759 140920〕

Oリング WP-O2000★
希望小売価格 ￥1,200（税別）
JANコード〔4960759 140944〕

シリコングリス WP-G1000★
希望小売価格 ￥800（税別）
JANコード〔4960759 136596〕

Oリングプロテクター PA-N1000★
希望小売価格 ￥500（税別）
JANコード〔4960759 140937〕

その他
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美しいボケを活かしたポートレートや風景、暗い場所での撮影に最適。
ナノクリスタルコートの採用により、ゴーストやフレアを効果的に低減
し、クリアーでシャープな描写を実現。

光量が少なく写真が暗くなりがちな夜景や室内の撮影でも、くっきり
シャープな描写と美しい背景ボケを実現。 

美しい背景ボケや、画像の隅々まで鮮明な描写が楽しめます。

A S S T M

A S S T M

1 NIKKOR 32mm f/1.2

1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 1 NIKKOR 10mm f/2.8

1 NIKKORレンズでもっとも明るい、開放F値1.2。
ポートレートが映える単焦点レンズ。

暗いシーンでも美しい描写力を発揮する、
明るい単焦点レンズ。

風景やスナップを高画質で撮れる
薄型単焦点レンズ。

日常のスナップから解像感のある緻密な描写まで幅広い撮影シーンで
活躍する超広角ズームレンズです。非球面レンズの効果で建物の直
線を美しく表現できます。 

VR：シャッタースピード3.0段分※1

（CIPA規格準拠）

ED A S V R 沈胴機構 S T M

1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6
約3.0段分（CIPA規格準拠）の
VR（手ブレ補正）機能を搭載。
コンパクトな画角100°の超広角ズームレンズ。

□ レンズ：1 NIKKOR 32mm f/1.2　□ 撮影モード：絞り優先オート　□ シャッタースピード：1/3200秒　
□ 絞り値：f/1.2　□ ホワイトバランス：晴天　□ ISO感度：ISO 160　□  ピクチャーコントロール：ポートレート　
□ 画質モード：NEF（RAW） ⒸKOJI UEDA

□ レンズ：1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6　□ 撮影モード：絞り優先オート　
□ シャッタースピード：1/30秒　□ 絞り値：f/4　□ ホワイトバランス：晴天日陰　
□ ISO感度：ISO 160　□ ピクチャーコントロール：風景　□ 画質モード：NEF（RAW）

※1 CXフォーマットデジタルカメラ使用時。最も望遠側で測定。

50年以上の歴史を持つFマウントの伝統と革新を受け継ぎ、高速・
小型・高画質のベストバランスを追求したN i k o n 1に合わせて開発
された「ニコン 1マウント」を採用。上質と機能を融合したデザインと光学
メーカーならではの最先端光学技術を追求したレンズブランドです。

単
焦
点
レ
ン
ズ

広
角
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ

http://www.nikon-image.com/sp/1_nikkor/

「もう一本」のレンズで、表現力は進化しつづける。

スペシャルコンテンツ

ED C CN M /A SWM

詳しくはこちらから。

●本ページに掲載の一部画像はイメージです。
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パワードライブ搭載のズームレンズで世界最軽量※2を実現。交換レンズ
で世界初※3の電動レンズバリアーを内蔵し、携帯性を高める沈胴機構
と合わせて、スムーズな撮影を叶えます。

1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM
電動のパワードライブズーム機構と
レンズバリアーを搭載した標準ズームレンズ。

強烈な引き寄せ効果や圧縮効果を生み、さらに
浅い被写界深度によって被写体だけを際立たせ
た表現が可能に。世界最小・最軽量※5のコンパ
クトなレンズ設計と強力なVR（手ブレ補正）機能
が軽快な手持ち撮影をサポートします。

1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6
810mm相当※4の画角を持つ、
世界最小・最軽量※5の超望遠ズームレンズ。

遠くの景色を引き寄せるような風景写真や寄り引きが激しいスポーツ、美しい
ポートレートなど、幅広い被写体に適した一本です。

1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6
離れた被写体を撮るときに活躍する、
コンパクトな望遠ズームレンズ。

1 NIKKOR レンズラインナップ

※1 CXフォーマットデジタルカメラ使用時。最も望遠側で測定。※2 2014年4月10日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラ用のパワードライブズームを搭載したレンズにおいて。ニコン調べ。 ※3 2014年4月10日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラ用
のパワードライブズームを搭載したレンズにおいて。ニコン調べ。※4 35mm判換算。※5 2014年3月13日現在、35mm判換算で600mmを超える、発売済みのオートフォーカス機能付きデジタルスチルカメラ用交換レンズにおいて。最小状態での体積比較。ニコン調べ。
※6 2013年1月8日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラ用の5倍以上のズームレンズにおいて。最小状態での体積比較。ニコン調べ。 

ED A S HRI V R

PD-ZOOM 沈胴機構 S T M

VR：シャッタースピード4.0段分※１
（CIPA規格準拠）

N
SUPER

ED V R M /A

沈胴機構 VCM

ポートレートなど、幅広い被写体に適した一本です。ポートレートなど、幅広い被写体に適した一本です。

ED V R

沈胴機構 S T M

世界最小※6・最軽量クラスのコンパクトサイズで、VR（手ブレ補正）機能
付きの10倍ズームが楽しめます。これ一本で広角域から望遠域まで幅
広いシーンをカバーすることができます。

1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6
幅広いシーンに対応するコンパクトな10倍ズームレンズ。

高画質な静止画はもちろん、動画撮影にも最適なズームレンズ。レ
ンズ本体に電動のパワードライブ機構を採用して、滑らかで安定し
た等速のズーミングとフォーカスを実現しています。

Fマウント用NIKKORレンズをNikon 1ボディーに装着※1す
るためのアダプターです。Fマウント用NIKKORレンズの約
2.7倍の焦点距離※2のレンズに相当し、標準レンズを望遠
レンズとして、望遠レンズを超望遠レンズとして使用可能
です。また、AF※3やVR※4にも対応しています。

1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM
動画撮影に最適なパワードライブズームレンズ。

VR：シャッタースピード3.5段分※１
（CIPA規格準拠）

日現在、発売済みのレンズ交換式デジタルカメラ用
を超える、発売済みのオートフォーカス機能付きデジタルスチルカメラ用交換レンズにおいて。最小状態での体積比較。ニコン調べ。

た等速のズーミングとフォーカスを実現しています。

ED A S HRI

V R 沈胴機構 S T M

ED A S HRI V R

PD-ZOOM 沈胴機構 VCM

VR：シャッタースピード4.0段分※１
（CIPA規格準拠）

VR：シャッタースピード4.0段分※１
（CIPA規格準拠）

VR：シャッタースピード4.0段分※１
（CIPA規格準拠）

超望遠レンズながら、手元にコンパクトに収まる
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6。

1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6
35mm判換算で810mm相当
（ニコンCXフォーマット）

AF-S NIKKOR 800mm 
f/5.6E FL ED VR
35mm判換算で800mm相当
（ニコンFXフォーマット）

□ レンズ：1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6　□ 撮影モード：絞り優先オート
□ シャッタースピード：1/1600秒　□ 絞り値：f/6.3　□ ホワイトバランス：晴天
□ ISO感度：ISO 200　□ ピクチャーコントロール：風景　□ 画質モード：JPEG（FINE）

ⒸKOJI NAKANO

レンズアイコン一覧

ナノクリスタルコート

ゴースト、フレアを低減して
クリアーな画質を実現。

N

沈胴機構

使用していないときにレンズがコンパクトに
収まる設計。電動・手動の2種類があります。

沈胴機構

防水・耐衝撃

高い防水性とMIL規格に準拠した耐衝撃性が、
海や山などのアウトドア撮影に威力を発揮。

防水・耐衝撃

EDレンズ

望遠系のレンズを中心に、焦点ズレによって
発生する色のにじみを効果的に低減。

ED

VR（手ブレ補正）機能 

レンズ内のセンサーがカメラのブレを検出し、
高い光学技術で画像のブレを軽減。

VRV R

超音波モーター 

進行波を回転エネルギーに変換して、フォーカス
光学系を駆動するニコン独自のAF駆動用モーター。

SW M

スーパーEDレンズ

EDガラスの光学特性を徹底追求したスーパー
EDガラスを採用し、色収差を極限まで低減。

SUPER
ED

近距離補正方式 

複数群に分割したレンズが独立して移動
することで、収差変動を抑えた描写を実現。

C C

ステッピングモーター 

レスポンスと制御性に優れ、動画撮影時の
静粛性も高いパルス電力モーター。

ST M

非球面レンズ

広角系のレンズなどで起こる像の歪みを
効果的に補正するレンズ。

A S

ボイスコイルモーター 

高速・高精度なオートフォーカスを実現する、
ニコンが独自開発したリニアモーター。

VCM

M/A機能 

オートフォーカス時でもフォーカスリングを回せば、
素早くマニュアル操作でピント合わせが可能。

M /A

高屈折率レンズ 

通常の光学ガラスレンズ複数枚分と同等の補正効果を一
枚のレンズで実現。高い光学性能と小型・軽量化を両立。

HRI

パワードライブズーム 

レンズのスイッチ操作で、等速で静かなズーム
が可能で質の高い動画撮影が楽しめます。

PD-ZOOM

レンズ名

カラー:〔JANコード〕

35mm判換算の画角

レンズ構成

最短撮影距離

最大撮影倍率

VR（手ブレ補正）段数※１

沈胴機構※２

アタッチメントサイズ

寸法・質量

レンズアクセサリー

ブラック:〔4960759 028297〕
シルバー:〔4960759 028303〕

86mmレンズの画角に相当

7群9枚
（ナノクリスタルコートあり） 

約0.08倍
（35mm判換算 約0.22倍） 

フード：HB-N107（付属）※３／
ケース：CL-N101（別売)

52mm（P=0.75mm） 

約65.5mm（最大径）×47mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

約235g 

撮像面から0.45m 

1 NIKKOR
32mm f/1.2

希望小売価格：¥105,000（税別）

―

―

ブラック:〔4960759 028549〕
ホワイト:〔4960759 028556〕

27-81mmレンズの画角に相当

7群9枚（非球面レンズ4枚、EDレンズ1枚、
高屈折率（HRI）レンズ使用）

約0.2倍
（35mm判換算 約0.55倍） 

シャッタースピード4.0段分
（CIPA規格準拠）

フード:非対応／
ケース:CL-N101（別売）

アタッチメントなし

約58mm（最大径）×28mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、

沈胴時）、（キャップレス仕様）
約85g 

撮像面から0.2m（ズーム全域）

電動

1 NIKKOR
VR 10-30mm f/3.5-5.6

PD-ZOOM
希望小売価格：¥40,000（税別）

ブラック:〔4960759 027696〕
シルバー:〔4960759 027702〕

18-35mmレンズの画角に相当

7群11枚
（非球面レンズ3枚、EDレンズ3枚）

約0.06倍
（35mm判換算 約0.16倍） 

シャッタースピード3.0段分
（CIPA規格準拠）

フード:HB-N105（付属）※４／
ケース:CL-N101（別売）

52mm（P=0.75mm） 

約56.5mm（最大径）×46mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、

沈胴時）
約125g 

撮像面から0.25m（ズーム全域）

手動

1 NIKKOR
VR 6.7-13mm f/3.5-5.6
希望小売価格：¥75,000（税別）

ホワイト:〔4960759 026828〕

27mmレンズの画角に相当

5群6枚
（非球面レンズ2枚）

約0.06倍
（35mm判換算 約0.16倍） 

―

フード:HN-N101（別売）／
ケース:CL-N101（別売）

40.5mm（P=0.5mm） 

約55.5mm（最大径）×22mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

約77g 

撮像面から0.2m 

―

ブラック:〔4960759 027504〕
ホワイト:〔4960759 027511〕
シルバー:〔4960759 027528〕

50mmレンズの画角に相当

6群8枚
（非球面レンズ1枚）

約0.12倍
（35mm判換算 約0.32倍） 

フード:HB-N104（別売）／
ケース:CL-N101（別売）

40.5mm（P=0.5mm） 

約56mm（最大径）×36mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

約70g 

撮像面から0.2m 

―

―

1 NIKKOR
18.5mm f/1.8

希望小売価格：¥32,500（税別）

1 NIKKOR
10mm f/2.8

希望小売価格：¥32,500（税別）

レンズ名

カラー:〔JANコード〕

35mm判換算の画角

レンズ構成

最短撮影距離

最大撮影倍率

VR（手ブレ補正）段数※１

沈胴機構※２

アタッチメントサイズ

寸法・質量

レンズアクセサリー

シャッタースピード3.5段分
（CIPA規格準拠）

40.5mm（P=0.5mm）

約60mm（最大径）×61mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、

沈胴時）
約180g 

ブラック:〔4960759 026354〕
ホワイト:〔4960759 026798〕
シルバー:〔4960759 148759〕

12群18枚
（EDレンズ2枚）

約0.1倍
（35mm判換算 約0.28倍） 

フード:HB-N103（付属）／
ケース:CL-N101（別売）

81-297mmレンズの画角に相当

手動

1 NIKKOR
VR 30-110mm f/3.8-5.6
希望小売価格：¥32,500（税別）

撮像面から1.0m（ズーム全域） 

シャッタースピード4.0段分
（CIPA規格準拠）

62mm（P=0.75mm） 

約73mm（最大径）×108mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、

沈胴時）
約550g 

ブラック:〔4960759 028471〕

10群16枚(スーパーEDレンズ1枚、
ナノクリスタルコートあり）

約0.15倍
（35mm判換算 約0.41倍） 

フード:HB-N110（付属）※５／
ケース:CL-N102（別売）

189-810mmレンズの画角に相当

手動

1 NIKKOR
VR 70-300mm f/4.5-5.6
希望小売価格：¥135,000（税別）

撮像面から1.0m／撮像面から1.6m 
 （焦点距離70mm時）（焦点距離300mm時）

シャッタースピード4.0段分
（CIPA規格準拠）

72mm（P=0.75mm） 

約77mm（最大径）×95mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、

沈胴時）
約530g 

ブラック:〔4960759 026439〕

14群21枚（非球面レンズ2枚、
EDレンズ3枚、高屈折率（HRI）レンズ1枚）

約0.12倍
（35mm判換算 約0.34倍） 

フード:HB-N102（付属）※６／
ケース:CL-N102（別売）

27-270mmレンズの画角に相当

電動

1 NIKKOR
VR 10-100mm f/4.5-5.6

PD-ZOOM
希望小売価格：¥100,000（税別）

撮像面から0.3m／撮像面から0.85m 
 （焦点距離10mm時）（焦点距離100mm時）

シャッタースピード4.0段分
（CIPA規格準拠）

55mm（P=0.75mm） 

約60.5mm（最大径）×70.5mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで、

沈胴時）
約298g 

ブラック:〔4960759 027665〕
ホワイト:〔4960759 027672〕
シルバー:〔4960759 027689〕

12群19枚（非球面レンズ3枚、
EDレンズ2枚、高屈折率（HRI）レンズ使用）

約0.12倍
（35mm判換算 約0.33倍） 

フード:HB-N106（別売）／
ケース:CL-N101（別売）

27-270mmレンズの画角に相当

手動

1 NIKKOR
VR 10-100mm f/4-5.6
希望小売価格：¥90,000（税別）

撮像面から0.35m／撮像面から1.0m／撮像面から0.65m
（焦点距離10mm時）（焦点距離60mm時）（焦点距離100mm時）

―

―

40.5mm（P=0.5mm） 

ブラック:〔4960759 028372〕

5群6枚
（非球面レンズ2枚）、他保護ガラス1枚 

約0.06倍
（35mm判換算 約0.16倍） 

フード:HN-N103（別売）※７／
ケース:CL-N101（別売）

約61mm（最大径）×30mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

約118g 

27mmレンズの画角に相当

1 NIKKOR
AW 10mm f/2.8

希望小売価格：¥45,000（税別）

撮像面から0.2m 

―

―

―

6群8枚（EDレンズ1枚、
非球面レンズ1枚）、他保護ガラス1枚

約0.1倍
（35mm判換算 約0.28倍） 

フード:HN-N103（別売）※７／
ケース:CL-N101（別売）

40.5mm（P=0.5mm） 

30-74mmレンズの画角に相当

約63mm（最大径）×56.5mm
（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

約182g 

1 NIKKOR
AW 11-27.5mm f/3.5-5.6
単体での発売はありません。

撮像面から0.3m（ズーム全域）

FT1装着により、コンパクトでありながら、35mm判換算で
108mm相当のマイクロレンズに。

希望小売価格 ￥25,000（税別） 
JANコード〔4960759 026842〕

マウントアダプター FT1

専用アダプターを使えば、ニコンデジタル一眼レフカメラ用
NIKKORレンズでも撮影できます。

クローズアップ撮影を
手軽に楽しめるマイクロレンズ。

□最短撮影距離：撮像面から0.163m
□最大撮影倍率：1倍
□アタッチメントサイズ：52mm
□寸法：約68.5mm（最大径）×64.5mm
　（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

□質量：約235g
□フード：HB-61（付属）/ケース：CL-0915（付属）

希望小売価格 ￥40,000（税別）
JANコード〔4960759 026316〕

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

※5 CPUレンズ装着時のみ可能。 ※6 ピント合わせを行った後にカメラの半押しタイマーがオフになると、
再び半押しタイマーがオンになったときにピント位置が変わります。 ※7 アオリ操作をしていない場合のみ
可能。  

■ ピント合わせの方法

タイプ AF

フォーカス
※5

AF
レンズ

MF
レンズ

AF-S

AF-P※6

AF

PC-E

AI-S

G

G

D

D

－

M/A、A/M

A

M

A

M

A

M

－
－

M/A、A/M

AF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

○
○
○

○
－ M/A MF ○

○
○
○
○
－

※7

レンズ レンズの
フォーカスモード

カメラのフォーカスモード
（オートフォーカス）MF（マニュアルフォーカス） エイド

G、
D、
E

■ 露出モード、測光モード

AF
レンズ

MF
レンズ

AF-S

AF-P

AF

PC-E

AI-S

G

D

D

－

○

○
○
○
－

○

○
○
○
○

○

○
○
○
○

○

○
○
○
－

－

－
G ○ ○ ○○－

－
－
－

※9 ※9※9

レンズ
タイプ オート

モードP※8、S A、M
測光モード

※8 専用のP（プログラムオート）に設定されます。 
※9 アオリ操作をしていない場合のみ可能。

露出モード

G、D、E ○ ○

－

○

○
○
○

○

○
○
－

－
－
－

－
－

フォーカス

※10 アオリ操作をしていない場合のみ可能。

AF
レンズ

AF-S

AF

レンズ

タイプ

－

－

MF PC-E

AI-S

D

－
－
－

－
○ ○ ○ ○－－

－
－
－

※10

フォーカスモード

エイド表示MFAF-SAF-CAF-AAF-F

G、D、E
AF-P G

G、D

レンズ

■フォーカスモード

■ 使用時、撮影時のご注意
●使用可能なFマウント用NIKKORレンズ及び、マウントアダプター FT1の最新の仕様に関しては、弊社ホームページをご覧ください。●合焦マークが点灯してもピントがずれることがあります。このような場合は、マニュアルフォーカスでピントを合わせてください。●マウント
アダプター FT1とFマウント用NIKKORレンズをカメラに装着してオートフォーカスで撮影するときは、露出モード（撮影モード）［S シャッター優先オート］、［A 絞り優先オート］または［M マニュアル］で撮影する場合、［P プログラムオート］（専用 P プログラムオート）の場合
よりもピントが甘くなることがあります。ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスでピントを合わせて撮影してください。●非CPUレンズで絞りを絞って撮影する場合、画像上に線状のノイズが発生することがあります。●カメラとマウントアダプターFT1を最新ファーム
ウェアにアップデートしてお使いください。（FT1はver.1.20以降にアップデートする必要があります）●開放F値1.4または1.2のレンズで、明るい絞りで撮影した場合、撮影条件によっては円ぼけ（丸ぼけ）の上下が欠ける場合があります。●ベストモーメントキャプチャー
モードは使用できません。

●最新の製品詳細やその他のレンズに関しましては、弊社ホームページにてご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※1 マウントアダプター FT1に使用できるレンズには、Fマウント用のNIKKORレンズのDXフォーマット用レンズも含まれます。IX用レンズ、F3AF用レンズ、非AIレンズ、テレコンバーター、オート接写リングは使用することができません。また、以下のレンズはNikon 1の全
ての製品で使用できません。 • AI Nikkor 20mm f/2.8S • AI Nikkor 24mm f/2.8S　• PC NIKKOR 19mm f/4E ED　• PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED。以下のレンズはNikon 1 J5にマウントアダプター FT1を使用してカメラに装着しても撮影できません。
• AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II • AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR　• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II　• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II　• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR　• AF-S NIKKOR 500mm f/4E 
FL ED VR　• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR　• AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR。詳しい情報および旧製品レンズに関しては、弊社ホームページにてご確認いただくか、ニコン カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。※2 35mm判
換算の場合。※3 AF-S、AF-P レンズで動作可能となります。シングルポイントAFモード時は、AFエリアは中央の１点のみ機能します。※4 VRレンズで動作可能となります。 

※１ CXフォーマットデジタルカメラ使用時。最も望遠側で測定。 ※２ 電動ではカメラ本体の電源ON/OFFに連動して鏡筒が自動的に伸縮します。手動ではレンズの沈胴機構に連動して、カメラ本体の電源ＯＮ/ＯＦＦが切り替わります。
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6はレンズファームウェア1.10にバージョンアップが必要です。 ※３ 円偏光フィルターII 52mmの回転リングを操作するときは、付属のバヨネットフード HB-N107を取り外すことをおすすめします。 
※４ 円偏光フィルターII 52mmと付属のバヨネットフード HB-N105は同時に使用できません。無理に取り付けようとするとアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ※５ 円偏光フィルターII 62mmの回転リングを操作する
ときは、付属のバヨネットフード HB-N110を取り外すことをおすすめします。 ※６ 単体での販売は終了しました。※７ フードを取り付けた状態では、耐衝撃性能を満たしません。水中では使用できません。
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アウトドアでもシャープな
描写性能を発揮する
単焦点レンズ。

1 NIKKOR AW 10mm f/2.8

1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6
アウトドアでシャープな
描写力を発揮する
標準ズームレンズ。

●詳しくはP9をご覧ください。

（レンズ単体での販売はございません。）

●本ページに掲載の一部画像はイメージです。



ニコン ホームページ www.nikon-image.com

営業時間／10:30～18:30〈年末年始、各ショールームの休業日を除く毎日〉 
音声ガイダンスにしたがって、銀座・新宿・名古屋・大阪をお選びください。

製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。
なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

0570-02-8080
ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル

営業時間／9:30～18:00〈年末年始、夏期休業等を除く毎日〉
※ファクシミリでのご相談は、（03）5977-7499へ送信ください。0570-02-8000

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル

ナビダイヤルは一般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、（03）6702-0577（ニコン カスタマーサポートセンター）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。

製品に関する情報のご案内

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ご注意

このカタログは2017年4月7日現在のものです。

画像共有/保存サービス

https://nikonimagespace.com/

画像閲覧/編集ソフトウェア

ViewNX 2
（Nikon 1 V3、Nikon 1 AW1付属）

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）
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）

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）

461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル2階
（年末年始、日曜日、祝日は休業）

□ ニコンプラザ銀座

□ ニコンプラザ新宿

□ ニコンプラザ大阪

□ ニコンプラザ名古屋

画像の閲覧や活用がカンタンにできる

NIJ-NIKON1ALL-00２（170４-５0）D

表現を豊かに変える豊富なアクセサリー

希望小売価格 ￥3,500（税別） 
ブラック： BK JANコード〔4960759 130426〕
ブラウン： BR JANコード〔4960759 130457〕
レッド： RD JANコード〔4960759 130464〕

ストラップ AN-N2000

希望小売価格 ￥8,000（税別） 
ブラック：BK JANコード
〔4960759 028891〕

ボディーケースセット
CB-N4010SA

各機種の動作環境はホームページをご覧ください。

希望小売価格 
￥3,500（税別） 
ブラック：BK 
JANコード
〔4960759 028631〕

シリコンジャケット CF-N6000
希望小売価格 ￥5,000（税別） 
JANコード〔4960759 129116〕

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20

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

バッテリーチャージャー MH-27

希望小売価格 ￥13,000（税別） 
JANコード〔4960759 129161〕

GPSユニット
GP-N100

希望小売価格 ￥12,000（税別） 
JANコード〔4960759 128874〕

ステレオマイクロホン
ME-1※１

希望小売価格 ￥5,000（税別） JANコード〔4960759 142108〕
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a

希望小売価格 ￥20,000（税別） 
ブラック：BK JANコード〔4960759 027764〕
ホワイト:WH JANコード〔4960759 027771〕

スピードライト SB-N7

希望小売価格 ￥2,000（税別） 
JANコード〔4960759 022233〕

リモコン ML-L3

希望小売価格 ￥4,500（税別） JANコード〔4960759 142061〕
バッテリーチャージャー MH-29

希望小売価格 ￥2,000（税別） 
JANコード〔4960759 131621〕

マルチアクセサリーポート
アダプター AS-N1000

希望小売価格 ￥2,500（税別） 

ブラック： BK JANコード〔4960759 130471〕
ホワイト： WH JANコード〔4960759 130488〕
ブラウン： BR JANコード〔4960759 130501〕
レッド： RD JANコード〔4960759 130518〕
オレンジ： OR JANコード〔4960759 136763〕

ハンドストラップ AH-N1000

価格 オープンプライス 
ライトブルー
JANコード〔4955478 173939〕

ナチュラルドット
ストラップ

希望小売価格 ￥1,200（税別） 
JANコード〔4955478 179030〕
●Nikon 1 J5、Nikon 1 V3に対応。
　Nikon 1 AW1は非対応。

液晶保護フィルム 
NH-AFLJ5

希望小売価格 ￥12,000（税別） 
JANコード〔4960759 129178〕

ACアダプター EH-5b
希望小売価格 ￥3,000（税別） 
JANコード〔4960759 130419〕
●Nikon 1 V3、Nikon 1 AW1に対応。
　Nikon 1 J5は非対応。

パワーコネクター EP-5C

●Nikon 1 J5はパワーコネクター EP-5F
が必要です。●Nikon 1 V3、Nikon 1 AW1
はパワーコネクター EP-5Cが必要です。

ブラック ブラウン レッド ピンク ホワイト オレンジ

4960759 130471〕
4960759 130488〕
4960759 130501〕
4960759 130518〕
4960759 136763〕

AH-N1000

価格 オープンプライス 
ライトブルー
JAN

ナチュラルドット
ストラップ

ブラック
ホワイト
ブラウン

レッド
オレンジ

RAW画像現像/調整ソフトウェア

Capture NX-D

希望小売価格 ￥5,000（税別） 
JANコード〔4960759 145475〕

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL24

希望小売価格 ￥2,000（税別） 
ブラック： BK JANコード〔4960759 026392〕
ホワイト： WH JANコード〔4960759 026866〕
レッド： RD JANコード〔4960759 026873〕

レンズソフトケース CL-N101

希望小売価格 ￥4,000（税別） 
ブラック： BK JANコード〔4960759 139719〕
ホワイト： WH JANコード〔4960759 139726〕
レッド： RD JANコード〔4960759 139733〕

セミソフトケース CF-N5000

希望小売価格 ￥1,800（税別） 
ブラック： BK JANコード〔4960759 139221〕
ホワイト： WH JANコード〔4960759 139238〕
レッド： RD JANコード〔4960759 139245〕

ラッピングクロス CF-N3100

希望小売価格 ￥2,000（税別） 
JANコード〔4960759 026453〕

レンズソフトケース CL-N102

希望小売価格 ￥27,500（税別） 
JANコード〔4960759 146038〕

ワイヤレスマイクロホン
ME-W1※2

●電源として同一種類の単 4形の
ニッケル水素充電池またはアルカリ
電池（マイクロホンとレシーバーそれ
ぞれ1本）が必要です。

※1 使用にはマルチアクセサリーポートアダプター AS-N1000が
必要です。 ※2 ME-W1は、米国輸出規制（EAR）を含む米国法の対象
であり、米国政府指定の輸出規制国（キューバ、イラン、北朝鮮、スー
ダン、シリア）への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要に
なりますので、ご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている
可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。

※3 円偏光フィルターII 62mmの回転リングを操作するときは、付属のバヨネットフード HB-N110を取り外すことをおすすめします。 ※4 円偏光フィルター
II 52mmと付属のバヨネットフード HB-N105は同時に使用できません。無理に取り付けようとするとアクセサリーの破損や故障の原因となります。※5 円
偏光フィルターII 52mmの回転リングを操作するときは、付属のバヨネットフード HB-N107を取り外すことをおすすめします。 ※6 フードを取り付けた状態
では、耐衝撃性能を満たしません。水中では使用できません。 ※7 防水レンズにフィルター AW 40.5NCを使用した場合は、耐衝撃性能を満たしません。　

希望小売価格 ￥1,800（税別） 
JANコード〔4960759 026361〕

バヨネットフード HB-N101

希望小売価格 ￥2,000（税別） 
JANコード〔4960759 026385〕

バヨネットフード HB-N103

希望小売価格 ￥2,500（税別） 
JANコード〔4960759 028488〕

バヨネットフード HB-N110※3

希望小売価格 ￥2,500（税別） 
JANコード〔4960759 027856〕

バヨネットフード HB-N106

希望小売価格 ￥2,500（税別） 
JANコード〔4960759 027535〕

バヨネットフード HB-N104

品名 希望小売価格 JANコード

バヨネットフード HB-N105※4

バヨネットフード HB-N107※5

40.5mmネジ込み式フード HN-N101

40.5mmネジ込み式フード HN-N102

40.5mmネジ込み式フード HN-N103※6

34mmネジ込み式フードキャップ HC-N101

40.5mmスプリング式レンズキャップ LC-N 40.5

40.5mmスプリング式レンズキャップ LC-N 40.5 WH

52mmスプリング式レンズキャップ LC-N52

55mmスプリング式レンズキャップ LC-N55 BK

55mmスプリング式レンズキャップ LC-N55 WH

62mmスプリング式レンズキャップ LC-N62

裏ぶた LF-N1000 （1 NIKKORレンズ用）

裏ぶた LF-N2000（1 NIKKOR AWレンズ用）

￥2,500（税別）

￥2,500（税別）

￥2,000（税別）

￥2,000（税別）

￥3,000（税別）

￥2,500（税別）

￥1,000（税別）

￥1,000（税別）

￥1,200（税別）

￥1,300（税別）

￥1,300（税別）

￥1,400（税別）

￥500（税別）

￥700（税別）

〔4960759 027887〕

〔4960759 028310〕 

〔4960759 026378〕

〔4960759 027658〕

〔4960759 028341〕

〔4960759 026859〕

〔4960759 026422〕

〔4960759 027610〕

〔4960759 027894〕

〔4960759 027863〕

〔4960759 027870〕

〔4960759 028495〕

〔4960759 026415〕

〔4960759 028365〕

品名 希望小売価格 JANコード

ニュートラルカラーNC 52mm

ニュートラルカラーNC 62mm

ニュートラルカラーNC 72mm

ニューソフトフォーカスフィルター 52mm 

ニューソフトフォーカスフィルター 62mm

ニューソフトフォーカスフィルター 72mm

円偏光フィルターII 52mm

円偏光フィルターII 55mm

円偏光フィルターII 62mm

円偏光フィルターII 72mm

40.5mmネジ込み式フィルター 40.5NC

55mmネジ込み式フィルター 55NC

フィルター AW 40.5NC※7

￥2,200（税別）

￥3,500（税別）

￥5,000（税別）

￥6,000（税別）

￥8,500（税別）

￥10,500（税別）

￥8,000（税別）

￥9,500（税別）

￥12,000（税別）

￥15,000（税別）

￥3,000（税別）

￥3,500（税別）

￥6,500（税別）

￥5,000（税別）

〔4960759 018533〕

〔4960759 018540〕

〔4960759 018557〕

〔4960759 025371〕

〔4960759 025388〕

〔4960759 025401〕 

〔4960759 023902〕

〔4960759 146434〕

〔4960759 023926〕

〔4960759 023940〕

〔4960759 026675〕

〔4960759 027993〕

〔4960759 028662〕

〔4960759 028501〕

●ケース類やラッピングクロスの収納可能機種は弊社ホームページにてご確認ください。

希望小売価格 ￥4,500（税別） 
キャメル：CM JANコード〔4955478 179399〕

ボディーケース CB-NH1
希望小売価格 ￥6,500（税別） 
ブラック：BK JANコード〔4960759 145925〕

ボディーケースセット CB-N2220SA

希望小売価格 
￥3,000（税別） 
JANコード
〔4960759 145598〕

パワーコネクター 
EP-5F 希望小売価格 ￥4,500（税別） 

JANコード〔4960759 145536〕

バッテリーチャージャー MH-31

三脚座 TR-N100
（1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6専用）

Nikon 1 共通アクセサリー

Nikon 1 J5用 アクセサリー

Nikon 1 AW1用 アクセサリー

Nikon 1 V3用 アクセサリー

1 NIKKOR用 アクセサリー

Nikon 1 対応ソフトウェア
http://www.nikon-image.com/products/
software/lineup/capture_nx-d/

http://www.nikon-image.com/products/
software/lineup/viewnx-i/

ピ ンク： PK JANコード〔4960759 130440〕
ホワイト： WH JANコード〔4960759 130433〕
オレンジ： OR JANコード〔4960759 136756〕




