
イチガン シアワセ
愛しい時間、キレイにとまれ

・レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR ・画質モード：RAW（NEF）・シャッタースピード：1/400 秒・絞り値：f/5.6 ・ホワイトバランス：曇天 ・ISO 感度：200 ・ピクチャーコントロール：スタンダード © Fumio Nabata



愛の深さは写真に出ます。
だから ニコンの高画素・高画質。
その夢中な姿もあどけない笑顔も、すべてがパパとママへの贈りもの。
これからキミたちが出会うかけがえのない瞬間をぜんぶ宝物として残したいから、ニコンの高性能を
ギュッと詰め込んだ 2416 万画素の D3300。はじめてでもとびきりの想い出がカンタンに撮れる。
この 1 枚はパパとママからの贈りもの、いつか大人になるキミたちへ。

2416 万画素

小さく、軽く
持ちやすい

高画質
・レンズ：AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED ・画質モード：RAW（NEF） ・シャッタースピード：1/160 秒・絞り値：f/7.1 ・ホワイトバランス：晴天 ・ISO 感度：1600 ・ピクチャーコントロール：ニュートラル

D3300　価格：オープンプライス　JANコード：ブラック［4960759 141439］　付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、
USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP14、ストラップ AN-DC3 BK（ブラックボディー）／ AN-DC3 RD（レッドボディー）、ボディーキャップ BF-1B、
接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM　大きさ：約124×98×75.5 mm　質量：約460 g（バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く）/約410 g（本体のみ）
■D3300 18-55 VR Ⅱ レンズキット　価格：オープンプライス　JANコード：ブラック［4960759 141521］、レッド［4960759 141538］　
内容：D3300、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Ⅱ 
■D3300 ダブルズームキット　価格：オープンプライス　JANコード：ブラック［4960759 143877］、レッド［4960759 143884］　
内容：D3300、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Ⅱ、AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED

●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てお問い合わせください。
●オートフォーカスは、モーター内蔵のAF-S、AF-Iレンズ装着時のみ使用できます。
●レッドはレンズキット、ダブルズームキットのみの販売です。
●ボディーカラーにマッチしたストラップが付属します。

NEW
ブラック レッド

© Fumio Nabata
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拡大しても愛おしいディテール、
そのまま残せる。

有効画素数 2416 万画素の高画素と解像力の高い NIKKOR レ

ンズで、撮りたいものの質感やディテールまで緻密に再現。

驚くほどキレイな写真を撮影できます。高画素ならではの豊

富な情報量で、写真の中から欲しい部分だけを拡大しても高

画質。集合写真からこどものカワイらしい表情だけを残して

あげる、なんてこともできちゃいます。

暗いシーンに強いから、
カワイイ瞬間を逃さない。

暗い場所での撮影時に活躍するのが、高感度。D3300 は ISO 

100 ～ 12800 ※の幅広い ISO 感度域で、さまざまな明るさに

対応。夜景や室内、動き回るこどもたちも、感度アップによ

る速いシャッタースピードで手ブレを抑えてキレイに撮れま

す。また、ザラつきの原因となるノイズも、新画像処理エン

ジン EXPEED 4 の優れたノイズ低減処理でしっかりと軽減。

暗くても想い出をキレイに残せます。

※  ISO 25600 相当に増感可能。

2416 万画素で カワイさしっかりつかまえる
ふっくらした頬。ふわふわのうぶ毛。
ニコンなら高画素で、やわらかな肌の質感や繊細なまつ毛の一本一本まで、
くっきりとキレイに描けます。

みてみて ! 暗いところでもこんなにキレイ !
暗い場所の写真は失敗すると、ブレブレ、ザラザラ。
D3300 は高感度時の優れたノイズ低減技術でブレやザラつきをしっかり解消。
暗いシーンでの失敗が少なくなります。

・レンズ：AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G ・画質モード：RAW（NEF） ・シャッタースピード：1/1000 秒・絞り値：f/3.5 ・ホワイトバランス：曇天 ・ISO 感度：200 ・ピクチャーコントロール：スタンダード ・レンズ：AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ・画質モード：RAW（NEF） ・シャッタースピード：1/60 秒・絞り値：f/2.2 ・ホワイトバランス：晴天 ・ISO 感度：1600 ・ピクチャーコントロール：ポートレート
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高画素でキレイ 高感度でもキレイ

：トリミングした部分

薄暗い室内でも表情や布の質感、ディテールまでくっきり。
これまでキレイに撮れなかったようなシーンを美しく撮影できます。

© Fumio Nabata© Fumio Nabata



・レンズ：AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G ・画質モード：RAW（NEF） ・シャッタースピード：1/320 秒・絞り値：f/4 ・ホワイトバランス：オート ・ISO 感度：200 ・ピクチャーコントロール：スタンダード

ムズカシイことはすべて ニコンにおまかせ！
シャッターボタンを押すだけで みんなキレイな想い出に
見えないところに、プロのフォトグラファーも認めるニコンの先進テクノロジーを凝縮。
はじめてでもカンタンにプロみたいな写真が撮れる、すご腕カメラです。
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キレイの秘密

© Fumio Nabata

質感やディテールの繊細さで差がつくセンサー。

ニコン DX フォーマット CMOS センサーを搭載。

有効画素数 2416 万画素の高画素と解像力を高め

る光学ローパスフィルターレス仕様で、細部まで

高精細な画を実現します。

高画素をいかしきれるのはレンズがイイから。

写真の美しさはレンズ性能で決まります。ニコンはキットレンズ

を含め、すべての NIKKOR レンズで高い描写力を実現。高画素

CMOS センサーの性能を最大限にいかして、繊細な部分までしっ

かり写しとめます。

ニコンだからできた抜群のノイズ低減と色再現。

高感度時のノイズ低減と色再現性に優れた新画像処理エンジン

EXPEED 4。高速画像処理で写真や動画のノイズを瞬時に抑え、自

然な色みの美しい画に仕上げます。フル HD 動画（1920×1080）

も 60p に対応。より動きのなめらかなムービーを楽しめます。

理想の一枚がカンタンに撮れる画づくり機能。

誰もが気軽に画づくりの楽しさを味わえるピク

チャーコントロールシステム。撮影前に「ビビッド」

や「風景」など 6 種類から好みの設定を選ぶだけで、

写真も動画も思いどおりの表現に。輪郭強調や色合いなどの微調

整も行えます。
ニッコール レンズ

ビビッド
色鮮やかでみずみずしい雰囲気に。

ポートレート
肌の質感を自然になめらかに表現。

モノクローム
白黒やセピアなど、単色の濃淡で。

有効画素数

2416 万画素
ニコン DX フォーマット

CMOS センサー

ニッコールレンズ

画像処理エンジン

明るい部分と暗い部分をバランスよく調整。
晴天下の屋外や強い光が射し込む室内では、空や窓の景色が白くとんだり、
人物が黒くつぶれたりすることがあります。撮影前にアクティブ D-ライティ
ングを設定すれば、目で見たままの美しさ。明暗部のディテールや質感まで
しっかりと再現できます。 アクティブ D-ライティング［する］ アクティブ D-ライティング［しない］

ピクチャー
コントロール

システム
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・レンズ：AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G ・画質モード：JPEG（FINE） ・シャッタースピード：1/1000 秒・絞り値：f/4.5 ・ホワイトバランス：晴天 ・ISO 感度：400 ・ピクチャーコントロール：ポートレート

・レンズ：AF-S DX NIKKOR 16−85mm f/3.5−5.6G ED VR・画質モード：RAW（NEF） ・シャッタースピード：1/60 秒・絞り値：f/7.1 ・ホワイトバランス：晴天 ・ISO 感度：1600 ・ピクチャーコントロール：スタンダード

最高約 5 コマ / 秒の高速連続撮影

© Fumio Nabata

© Fumio Nabata
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速い動きには、光学ファインダー撮影。

撮りたいものの動きをリアルタイムで確認しながら撮影できる光学

ファインダーを搭載。被写体捕捉力に優れた 11 点のフォーカスポ

イントとライブビュー撮影よりもさらに高速なオートフォーカスで、

大切な一瞬を逃しません。光学ファインダーを覗いてカメラを構え

ることで撮影姿勢が安定し、手ブレしにくいのも大きなポイントで

す。また D3300 は光学ファインダー撮影でも、ライブビュー撮影

でも 2416 万画素の高画素でも最高約 5 コマ / 秒※で連続撮影でき

るので、運動会でのベストショットもより確実に高画質で残せます。

※ フォーカスモードがマニュアルフォーカスで、撮影モードが S（シャッター優先オート）または M（マニュ
アル）、1/250 秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定の場合。

おまかせでカンタン＆キレイ、ライブビュー撮影。

3 型の大画面液晶モニターをいかして、ライブビュー撮影を快適に楽

しめます。視野率約 100％の液晶モニターが、実際に撮れる範囲を正

確に表示。すみずみまで構図をシビアに確認できます。またライブビュー

撮影時にモードダイヤルを「オート」または「発光禁止オート」に設

定すれば、カメラが被写体や撮影状況を判断して最適なモードを自動

設定する「おまかせシーン」が可能。撮りたいものが次々と変わる旅

行やイベントなどでも、スピーディーにキレイな写真を撮影できます。

４つの AF エリアモードで撮りたいものにピントぴったり。

やんちゃくんも おすましさんも。
心が動いた瞬間を逃さずキャッチ きちんとピント
一眼レフカメラは動いているものの撮影が得意。
特に光学ファインダーで撮影すると、いちばんイイ瞬間をキレイに捉えられます。

ファインダーで撮る
液晶モニターで撮る

　r　　t　　u	 	

　　	 オート	 ポートレート	 風景

　s　　v　　w
	 発光禁止オート	 クローズアップ	 夜景ポートレート

ライブビューでの写真撮影時は、
「おまかせシーン」がさらに便利。

顔認識 AF ワイドエリアAF

● ほかに「ノーマルエリア AF」「ターゲット追尾 AF」が選べます。 ● 撮影モードがオートまたは発光禁止
オートで、オートフォーカスの場合のみ。

自由な構図で撮れてピント合わせも高精度、11 点 AF システム
カメラが自動的に被写体を判別してピントを合わせるオートエリア AF を搭載。
シングルポイント AF やダイナミック AF、3D-トラッキング（11 点）も選べます。

光学ファインダー

ライブビューボタン
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カメラの中に写真の先生！キレイまでやさしくリード。

あこがれの写真や動画までカメラが必要な操作を一歩ず

つやさしくリードする、ニコンだけの機能です。モード

ダイヤルを GUIDE に合わせてメニューを選んだら、解

説付きの設定画面をたどるだけ。絞り値など設定値によ

る表現の変化もアシスト画像で確認できるので安心です。「編集する」が新

たに加わり、写真の加工も解説付きでよりスムーズに楽しめます。

モードを選ぶだけで、誰でもすぐにベストショット。

撮りたいモードを選ぶだけでカンタンにキレイな写真

を撮れます。「こどもスナップ」や「夜景ポートレート」

など使用頻度の高い 6 つのシーンに対応。カメラが撮

影状況に応じて設定を最適に調整するので、そのシー

ンをより美しく表現できます。

ほらね あこがれの写真がすぐ撮れた
はじめての一眼レフカメラでも、ニコンならすぐに使いこなせる。
手順にそって設定するだけで、撮りたかったあの 1 枚にカメラがナビゲートしてくれます。

ニコンなら 感動のシーンがもっと輝く
便利なシーンモードも D3300 は高性能。
そのシーンに合ったモードを選ぶだけで、驚くほどキレイに撮影できます。

• レンズ：AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • シーンモード：こどもスナップ・シャッタースピード：1/320 秒・絞り値：f/6.3 • ホワイトバランス：オート 
• ISO 感度：オート （ISO 400）• ピクチャーコントロール：スタンダード

p

no

ガイドモード
で撮る

シーンモード
で撮る

動く被写体を撮る 子供の寝顔を撮る

水の流れを撮る 夕日を赤く撮る

好きなスタイルで撮影
スタート！

背景をぼかして撮るなら。

	 k	 l	 p	 m	 n	 o	
	 ポートレート	 風景	 こどもスナップ	 スポーツ	 クローズアップ	 夜景ポートレート

［背景をぼかして撮る］
をセレクト！ 絞り（F）値を変えると

アシスト画像の表現も変化！

場面にあわせて撮る

● おまかせで撮る
● フラッシュを使わずに撮る
● 遠くの被写体を撮る
● 花や小物をアップで撮る
● 子供の寝顔を撮る
● 動く被写体を撮る
● 風景や街並みを撮る
● ポートレートを撮る
● 夜景をバックに人物を撮る
● 夜景を撮る

テクニックを使って撮る

● 背景をぼかして撮る
● 隅々までシャープに撮る
● 人物の動きを止めて撮る
● 乗物の動きを止めて撮る
● 水の流れを撮る
● 夕日を赤く撮る
● 明るい雰囲気で撮る
● 落ち着いた雰囲気で撮る
● ブレを防いで撮る

© Fumio Nabata

© Fumio Nabata
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フォトイラスト

極彩色

トイカメラ風

ミニチュア効果

ポップ

かんたんパノラマ

自分のセンスで 想い出をアートに
スナップや記念写真の一歩先を目指すなら、スペシャルエフェクトモードがおすすめ。
何気ないシーンも大切なイベントも、わくわくするような作品に生まれ変わります。

13 種類のエフェクトで
写真も動画も大変身。

こころ惹かれるシーンを自分

の感性でもっと印象的に残し

たい。そんな思いをカンタン

にかなえてくれるのが、D3300 のスペシャ

ルエフェクトモード。写真や動画※ 1 を個性

的に演出できます。操作は、撮影前にモード

ダイヤルを EFFECTS に合わせて好きな効果

を選ぶだけ。ライブビュー時には選んだ効果

が液晶モニター上にリアルタイムで反映され

るので、仕上がりイメージを確認しながら撮

影できます※ 2。また、新たな効果として「極

彩色」や「ポップ」、「フォトイラスト」、「か

んたんパノラマ」が登場し、表現力もパワー

アップ。想い出づくりから一歩踏み込んだ、

クリエイティブな作品づくりを楽しめます。

※ 1 「HDR ペインティング」、「かんたんパノラマ」は動画撮影に対応
していません。
※ 2 「HDR ペインティング」および「かんたんパノラマ」を除く。

	 %	 S	 T	 U	 	

 ナイトビジョン 極彩色 ポップ フォトイラスト 

	 g	 '	 (	 3	
 カラースケッチ トイカメラ風 ミニチュア効果 セレクトカラー

	 1	 2	 3	 )	 	

 シルエット ハイキー ローキー HDR ペインティング

	 I
 かんたんパノラマ
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フル HD ＆表現自在 今日からみんなムービー監督
高画素とフル HD でなめらかキレイ、一眼レフカメラならではのボケもばっちり。
エフェクトもかけられるから、映画のようなステキな演出を楽しめます。

D ムービー
で撮る

D3300 は動画もキレイ！
表現力も大幅アップ。

D3300 の D ム ー ビ ー な ら、 有 効 画 素 数

2416 万画素の高画素と NIKKOR レンズの

優れた描写力をいかして大切な時間をキレイ

に残せます。元気に駆け回るこどもの速い動

きもなめらかに再現する 1920×1080/60p

のフル HD に対応。デジタル一眼レフカメラ

ならではの美しい背景ボケでカワイイ笑顔を

強調することもできます。新画像処理エンジ

ン EXPEED 4 がノイズを効果的に低減する

ため、薄暗いシーンも高画質。スペシャルエ

フェクトモード※で動画を印象的に演出でき

るだけでなく、動画編集で不要な部分を削除

したり、気に入ったシーン（1 フレーム）を

切り出して写真（JPEG）として保存したりと、

多彩に楽しめます。

※ 「HDR ペインティング」、「かんたんパノラマ」は動画撮影に対応し
ていません。

別売のステレオマイクロホン ME-1 を装着

すれば、音声をよりクリアーに録音可能。

運動会の大歓声もこどもたちの歌うバース

デーソングも、ステレオサウンドで臨場感

たっぷりに残せます。

D3300 の画像編集機能
● D-ライティング　●赤目補正　●トリミング（3:2、4:3、5:4、1:1、16:9）　●モノトーン（白黒、セピア、クール）　
●フィルター効果（スカイライト、ウォームトーン、赤強調、緑強調、青強調、クロススクリーン、ソフト）　●カラーカスタマイズ　●画像合成　● RAW 現像　
●リサイズ　●簡単レタッチ　●傾き補正　●ゆがみ補正　●魚眼効果　●塗り絵　●フォトイラスト　●カラースケッチ　●アオリ効果　●ミニチュア効果　
●セレクトカラー　●動画編集（始点 / 終点の設定、選択フレームの保存）

押すだけでスタートする
動画撮影ボタン

撮影した写真や動画をハイビジョン TV で楽しめる HDMI 出力に対応。
・再生には市販の HDMI 接続ケーブル（Type C）が必要です。

パソコンを使わずにカメラだけで
カンタンにできる動画編集。

ターゲット追尾 AF を使えば、動く被写体
のピント合わせもカンタン。

スペシャルエフェクトモードで動画を
さらに魅力的に！

カメラでカンタン加工！20 種類の画像編集機能を搭載。 
暗く写った写真を明るく補正する「D-ライティング」に、背景の雰囲気は変えずに人物だけを明るくできる「D-ライティング［人物優先］」
が登場。「トリミング」をはじめ、ジオラマ風に表現できる「ミニチュア効果」や被写体の輪郭を線画で描写する「塗り絵」など、クリエ
イティブな編集機能も充実。動画もカンタンに編集できます。

スペシャル
エフェクトで撮る

ステレオマイクロホン ME-1（別売）
希望小売価格 ￥12,000（税別）
JAN コード［4960759 128874］
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クルッと回してダイレクト設定。
使用頻度の高いモードを集めた

モードダイヤル

撮影状況を判断して自動的にポップアップ※。
最適な光量で自然にキレイに撮れるオート制御の内蔵フラッシュ

※ 撮影モードがオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、極彩色、
ポップ、フォトイラスト、カラースケッチ、トイカメラ風に設定されている場合。

気軽に持ち歩ける
小型・軽量ボディー

ボディーカラーに
マッチしたストラップ
が付属

高画質を守るダスト対策
「イメージセンサークリーニング機能」と
「エアフローコントロールシステム」で、
写真と動画に、ゴミやほこりが写り込む
のを防ぎます

キットレンズは
VR（手ブレ補正）機構搭載の、
高性能 NIKKOR レンズ

しっかり握れて
手ブレしにくいグリップ

SB-300 装着時 SB-700 装着時

こどもが苦手なまぶしさ解消！
光を直接当てずに、表情を明るく自然に。

写真は光の当て方で、表現が大きく変わります。別売のス

ピードライトを使用すれば表現の幅がさらに拡大。おすす

めはニコンのスピードライト SB-300 と SB-700。壁や天

井にフラッシュ光を当て、その反射光で全体を照らすバウ

ンス撮影ができるので、まぶしいのが苦手な赤ちゃんやこ

どもたちの自然な表情をキレイに撮影できます。

使いやすい

17

色にじみがなく、
見え味抜群。
明るく見やすい
光学ファインダー

自分撮りや三脚でのクローズアップ撮
影がラクラク。ボディーの前面と背面、

両面設置のリモコン受光部

1 回のフル充電で約 700 コマ※

も撮れる省電力設計
※ CIPA 規格準拠。

大きく見やすい。文字や写真も高精細。
約 92 万ドットの 3 型液晶モニター

わかりやすく見やすいインフォ画面（ファインダー撮影時）

自然に指が届いて、操作しやすい。
指の動線まで考えた
ボタン＆ダイヤルレイアウト

ワンボタンですぐに
ライブビューをスタートできる
ライブビューボタン

写真に重要度を設定できる「レーティング」など、
見たい画像をすぐに発見できる多彩な再生機能

カメラ設定や画像編集
メニューをダイレクトに呼び
出せる　 ( アイ）ボタン

Li-ｉonリチャージャブルバッテリー 
EN-EL14a（付属）

リモコン ML-L3（別売）
希望小売価格 ￥2,000（税別）

JAN コード［4960759 022233］

ママの手にもぴったりやさしい　小さくても欲しい性能フルカバー

小さい！軽い！ママにもうれしい軽々コンパクト。

D3300 のキットレンズには、高い光学性能を維持しながらも、大幅に小型・軽

量化した AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Ⅱ を採用しています。

VR 機構（手ブレ補正効果 4.0 段※）により、望遠撮影時の手ブレも高精度に補正。

小さく軽いカメラボディーと高画素にベストマッチのキットレンズで、どこでも

気軽に撮影を楽しめます。

※ CIPA ガイドライン準拠。
DX フォーマットデジタル一眼レフ使用時。
最も望遠側で測定。

バウンス［あり］

バウンス［なし］



同じ焦点域のズームレン
ズよりも、さらに小さい
キットレンズがおすすめ！
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Wi-Fi®で楽しさが広がる、つながる
画像をスマートデバイスへワイヤレス送信。
スマートデバイスをリモコンとしても使えます。
● 各機能を使用するには、事前に Wireless Mobile Utility（各アプリストアより無料でダウンロード可能）
をスマートデバイスにインストールする必要があります。詳細は各ストアでご確認ください。

画像共有・保存サービス
NIKON IMAGE SPACE
会員登録で最大 2 GB、ニコンの
カメラユーザーなら最大 20 GB
までの保存が無料です。

写真を楽しむ道具箱。
ViewNX 2（付属）
撮影した写真や動画をパソコン
で気軽に楽しめる、画像閲覧 / 
編集ソフトウェアです。

撮るときも、撮った後も楽しく快適！

レンズを変える 新しい宝物にまた会える

nikonimagespace.com

ワイヤレスモバイルアダプター 
WU-1a（別売）

希望小売価格
￥5,000（税別）
JAN コード

［4960759 134738］

希望小売価格
￥112,000（税別）
JANコード

［4960759 025869］

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

超広角で景色をより広くダイナミックに
超広角で遠近感を強調したり、空間を広々と表現できます。

希望小売価格 
￥45,000（税別）
JANコード

［4960759 025241］

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED

遠くから大きく撮影、もっと手軽に望遠ズーム
VR 機構（手ブレ補正効果 3.0 段※）で手ブレを高精度に抑えます。
※ CIPA ガイドライン準拠。DX フォーマットデジタル一眼レフ使用時。最も望遠側で測定。

希望小売価格
￥33,400（税別）
JAN コード

［4960759 025821］

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

美しい背景ボケで人物をさらに印象的に
開放 F 値 1.8 の明るさで、薄暗い場所でも手持ちで撮影できます。

希望小売価格
￥36,000（税別）
JAN コード

［4960759 026316］

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

クローズアップや人物撮影をもっと楽しく
大きなボケ味が魅力。ポートレートや風景にもおすすめです。

表現をさらに深めたくなったら、ニコンの純正交換レンズがおすすめです。

スマートデバイスからリモート撮影

画像をワイヤレス送信

・スマートデバイスの表示は Android 端末用のものです。

選んだ写真だけを送れる
「送信指定」を新採用！

スマート
デバイス用
アプリ

iOS / Android™ OS

望遠ズームレンズ

マイクロレンズ

超広角ズームレンズ

単焦点レンズ

※ 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。

• 左記 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。

推奨 SD カード 
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製 2 GB※１ 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB 64 GB　

東芝製 2 GB※１ 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB 64 GB　

Panasonic製 2 GB※１ 4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、 48 GB、64 GB
16 GB、24 GB、32 GB

LEXAR MEDIA社製 2 GB※１ 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB ―

　 プラチナⅡシリーズ 2 GB※１ 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB 64 GB

 　プロフェッショナルシリーズ 2 GB※１ 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB 64 GB、128 GB

    フルHDビデオカードシリーズ ― 4 GB、8 GB、16 GB ―

各部名称

1 モードダイヤル

2 動画撮影ボタン

3 R ボタン

4 スピーカー 
5 E （N）ボタン

6 シャッターボタン

7 電源スイッチ

8 ML-L3 用リモコン受光部（前面） 
9 AF 補助光ランプ / セルフタイマーランプ /
 赤目軽減ランプ

! フラッシュ取り付け部（アクセサリーシュー）

" 内蔵フラッシュ 

# マイク（モノラル）

$ N（Y）ボタン

% Q ボタン

& 端子カバー（アクセサリーターミナル、外部
マイク入力端子、USB/ オーディオビデオ出
力端子、HDMI ミニ端子）

( レンズ取り外しボタン

) ML-L3 用リモコン受光部（背面）

~ K ボタン

+ G ボタン 

, X ボタン 

- W（Q） ボタン 

. P（アイ）ボタン 

/ 液晶モニター

: ファインダー接眼窓

; 視度調節ダイヤル

< A（L）ボタン
= コマンドダイヤル 

> a ボタン 

? マルチセレクター 

@ SD カードカバー 

[ J	OK ボタン 
\ O ボタン
] SD カードアクセスランプ 

^ s（E/#）ボタン
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ニッコールレンズ

接眼補助レンズ DK-20C（‒5～+3 m-1）
希望小売価格 各￥800（税別）

アイピースアダプター DK-22
希望小売価格￥200（税別）
JANコード ［4960759 001733］

アイピースキャップ DK-5
希望小売価格￥100（税別）
JANコード ［4960759 007070］

接眼目当て DK-25★【NEW】
希望小売価格￥500（税別）
JANコード ［4960759 140883］

マグニファイヤー 
DG-2
希望小売価格
￥5,000（税別）
JANコード

［4960759 001689］

ファインダー用アクセサリー

角窓用変倍アングルファインダー DR-6
希望小売価格￥25,000（税別）
JANコード［4960759 024343］

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-910
希望小売価格
￥65,000（税別）
JANコード

［4960759 026491］

パワーアシストパック SD-9
希望小売価格￥24,000（税別）
JAN コード［4960759 025746］ ニコン

クローズアップ
スピードライト
コマンダーキット 
R1C1
希望小売価格
￥100,000（税別）
JANコード

［4960759 024978］

SC-28：希望小売価格
￥6,500（税別）
JANコード ［4960759 024367］
SC-29＊：希望小売価格
￥9,000（税別）
JANコード ［4960759 024374］

スピードライト
SB-910/700/300

＊ SC-29でSB-300使用時
　にはAF補助光は発光しま
　せん。

＊オートフォーカスは、モーター内蔵のAF-S、
　AF-Iレンズ装着時のみ使用できます。

ホットシュー
アダプター
AS-15
希望小売価格 
￥2,000（税別）
JANコード

［4960759 015037］

スタジオ用
フラッシュ★★

スピードライト

TTL調光コード
SC-28/SC-29

            レンズ

デジスコーピング用
アクセサリー

EDGフィールドスコープ
デジタル一眼レフカメラ
アタッチメント FSA-L2
希望小売価格
￥89,000（税別）
JANコード

［4571137 583729］

TV用アクセサリー

オーディオビデオケーブル EG-CP14※1★

HDMIケーブル
（HDMIミニ端子←→HDMI端子）※1★★

TVモニター★★

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

［4960759 126566］

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

［4960759 128331］

リモコン ML-L3
希望小売価格
￥2,000（税別）
JANコード 

［4960759 022233］

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］

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］

ステレオマイクロホン
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］

リモートコントロール・GPSアクセサリー

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-5A 
希望小売価格
￥3,000（税別）
JANコード 

［4960759 127808］

Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL14a★【NEW】 
希望小売価格
￥5,000（税別）
JANコード

［4960759 140890］

バッテリーチャージャー MH-24★ 
希望小売価格￥4,500（税別）
JANコード ［4960759 127815］

ACアダプター・バッテリー

ニコン クリーニングキットプロ
ニコンダイレクト販売価格
￥7,800（税別）
JANコード ［4955478 169529］

カメラケース
セミソフトケース 
CF-DC1
￥4,000（税別）
JANコード 

［4960759 125019］

スマートデバイス用
アクセサリー
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コード

［4960759 134738］

Wireless Mobile Utility
（各スマートデバイスのアプリストア
 から無料でダウンロード可能）

スマートデバイス★★

（iOS/AndroidTM OS）

D3300/D3200用液晶保護
フィルム NH-DFL3200
価格：オープンプライス
JANコード［4955478 174899］

画像管理ソフトウェア・画像処理ソフトウェア

SDメモリーカード★★ パーソナル
コンピューター★★

PCカードアダプター★★/ 
SDメモリーカードリーダー★★

※1：動画撮影時に別売のステレオマイクロホン ME-1を使ってステレオ録音した音声は、AVケーブルでカメラとテレビをつないで動画を再生すると、モノラル再生されます。HDMIケーブルでカメラとHDMIテレビをつないだときは、ステレオ再生されます。
※2：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/
★はニコンD3300の付属品です。★★は他社製品です。●オープンプライス商品の価格は販売店にてお問い合わせください。

システムチャート

USBケーブル UC-E17★

（別売はありません。）

ViewNX 2★

Capture NX 2※2

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

価格：オープンプライス
JANコード ［4960759 126177］

USBケーブル UC-E6
希望小売価格￥2,500（税別）
JANコード ［4960759 121974］

WR-T10

ワイヤレスリモートコントローラー 
WR-1 【NEW】
希望小売価格￥66,000（税別）
JANコード［4960759 140531］
2014年4月下旬発売予定

WR-1

スピードライト 
SB-300【NEW】
希望小売価格
￥17,000（税別）
JANコード 

［4960759 027801］



このカタログは2014年2月6日現在のものです。

NIJ-D3300-2（1402-250）K

型式
型式 レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
レンズマウント ニコンFマウント（AF接点付）
実撮影画角 ニコンDXフォーマット、焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマットでの画角に相当

有効画素数
有効画素数 2416万画素

撮像素子
方式 23.5×15.6 mmサイズCMOSセンサー
総画素数 2478万画素
ダスト低減機能 イメージセンサークリーニング、エアフローコントロールシステム、
  イメージダストオフデータ取得（別売Capture NX 2必要）

記録形式
記録画素数 •撮影モードI（かんたんパノラマ）以外：6000×4000ピクセル（サイズL）、4496×3000ピクセル（サイ

ズM）、2992×2000ピクセル（サイズS）
  •撮影モードI（かんたんパノラマ）：4800×1080ピクセル（パノラマ標準：水平移動時）、1632×4800

ピクセル（パノラマ標準：垂直移動時）、9600×1080ピクセル（パノラマワイド：水平移動時）、1632×
9600ピクセル（パノラマワイド：垂直移動時）

画質モード RAW※112ビット（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

 ピクチャーコントロールシステム 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
記録媒体※2 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリー

カードはUHS-I規格に対応）
対応規格 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
ファインダー

ファインダー アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー
視野率 上下左右とも約95%（対実画面）
倍率 約0.85倍（50mm f/1.4レンズ使用、∞、－1.0 m－1のとき）
アイポイント 接眼レンズ面中央から18 mm（－1.0 m–1のとき）
視度調節範囲 －1.7 ～ ＋0.5 m–1

ファインダースクリーン B型クリアマットスクリーンⅤⅡ
ミラー クイックリターン式
レンズ絞り 瞬間復元式、電子制御式

レンズ
交換レンズ ・オートフォーカス可能レンズ：AF-SおよびAF-Iレンズ
 ・オートフォーカス不可レンズ：AF-SおよびAF-I以外のGまたはDタイプレンズ、GまたはDタイプ以外の

AFレンズ（IX用レンズ、F3AF用レンズは使用不可）、Pタイプレンズ、非CPUレンズ（撮影モードM（マニュ
アル）で使用可能、ただしカメラで測光は不可）

  開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能
シャッター

型式 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード 1/4000 ～ 30秒（1/3ステップ）、Bulb、Time
フラッシュ同調シャッタースピード X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調

レリーズ機能
レリーズモード 8 ：1コマ撮影、s ：連続撮影、J ：静音撮影、E ：セルフタイマー、" ：2秒リモコン（ML-L3）、# ：瞬

時リモコン（ML-L3）
連続撮影速度 最高約5コマ/秒（フォーカスモードがマニュアルフォーカスで、撮影モードがS（シャッター優先オート）または

M（マニュアル）、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時）
セルフタイマー 作動時間：2、5、10、20秒、撮影コマ数：1～ 9コマ

露出制御
測光方式 420分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式
測光モード •マルチパターン測光：3D-RGBマルチパターン測光Ⅱ（G、E、またはDタイプレンズ使用時）、RGBマルチパ 
 ターン測光Ⅱ（その他のCPUレンズ使用時）
 •中央部重点測光：φ8 mm相当を測光（中央部重点度約75%）
 •スポット測光：φ3.5 mm相当（全画面の約2.5%）を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動
測光範囲 •マルチパターン測光、中央部重点測光：0 ～ 20 EV
  •スポット測光：2 ～ 20 EV（ISO 100、ｆ/1.4レンズ使用時、常温20℃）
露出計連動 CPU連動方式
撮影モード i：オート、j：発光禁止オート、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
  •シーンモード： k：ポートレート、l：風景、p：こどもスナップ、m：スポーツ、n：クローズアップ、o	：

夜景ポートレート
  •スペシャルエフェクトモード：%：ナイトビジョン、S：極彩色、T：ポップ、U：フォトイラスト、g：カラー

スケッチ、'：トイカメラ風、(：ミニチュア効果、3：セレクトカラー、1：シルエット、2：ハイキー、3：ロー
キー、)：HDRペインティング、I：かんたんパノラマ

露出補正 P、S、A、Mモード時に設定可能、範囲：±5段、補正ステップ：1/3ステップ
AEロック A（L）ボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度（推奨露光指数） ISO 100 ～12800（1段ステップ）、ISO 12800に対し約1段（ISO 25600相当）の増感、感度自動制御が

可能
アクティブD-ライティング する、しない

オートフォーカス
方式 TTL位相差検出方式：フォーカスポイント11点（うち、クロスタイプセンサー1点）、マルチ CAM 1000オー

トフォーカスセンサーモジュールで検出、AF補助光（約0.5 ～ 3 m）付
検出範囲 －1～ ＋19 EV（ISO 100、常温（20℃））
レンズサーボ ・オートフォーカス（AF）：シングルAFサーボ（AF-S）、コンティニュアスAFサーボ（AF-C）、AFサーボモード

自動切り換え（AF-A）を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行
  ・マニュアルフォーカス（MF）：フォーカスエイド可能
フォーカスポイント 11点のフォーカスポイントから選択可能
AFエリアモード シングルポイントAF、ダイナミックAF、オートエリアAF、3D-トラッキング（11点）
フォーカスロック A（L）ボタン、またはシングルAFサーボ（AF-S）時にシャッターボタン半押し

フラッシュ
内蔵フラッシュ i、k、p、n、o、S、T、U、g、'時：オートポップアップ方式による自動発光

 P、S、A、M時：押し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12（マニュアルフル発光時約12） （ISO 100・m、20℃）

調光方式 420分割RGBセンサーによるTTL調光制御：内蔵フラッシュ、SB-910、SB-900、SB-800、SB-
700、SB-600、SB-400またはSB-300でi-TTL-BL調光（マルチパターン測光または中央部重点測光）、
スタンダードi-TTL調光（スポット測光）可能

フラッシュモード 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート＋スローシャッター、赤目軽減オート＋スローシャッター、
通常発光、赤目軽減発光、通常発光＋スローシャッター、赤目軽減発光＋スローシャッター、後幕発光＋ス
ローシャッター、後幕発光、発光禁止

調光補正 範囲：－3 ～ ＋1段、補正ステップ：1/3ステップ
レディーライト 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、フル発光による露出警告時は点滅
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
ニコンクリエイティブ ・SB-910、SB-900、SB-800またはSB-700を主灯、SU-800をコマンダーとしたアドバンストワイヤレ 
ライティングシステム スライティングに対応
  ・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発光色温度情報伝達に対応
シンクロターミナル ホットシューアダプター AS-15（別売）

ホワイトバランス
ホワイトバランス オート、電球、蛍光灯（7種）、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

ライブビュー撮影機能
レンズサーボ ・オートフォーカス（AF）：シングルAFサーボ（AF-S）、常時AFサーボ（AF-F）
 ・マニュアルフォーカス（MF）
AFエリアモード 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
フォーカス コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能（顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラ

が決めた位置でAF可能）
おまかせシーン（シーン自動判別） 撮影モードi、jで使用可能

動画機能
測光方式 撮像素子によるTTL測光方式
測光モード マルチパターン測光
記録画素数/フレームレート • 1920×1080：60p/50p/30p/25p/24p
  • 1280×720：60p/50p
  • 640×424：30p/25p
  • 60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
  • 30p/60pは［ビデオ出力］が［NTSC］の場合に選択可能
  • 25p/50pは［ビデオ出力］が［PAL］の場合に選択可能
  • 標準/高画質選択可能
最長記録時間 29分59秒（1920×1080：60p/50p時は20分、ミニチュア効果時は3分）
ファイル形式 MOV　
映像圧縮方式 H.264/MPEG-4 AVC　
音声記録方式 リニアPCM
録音装置 内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能（ステレオ録音）、マイク感度設定可能
感度 ISO 100 ～12800、ISO 12800に対し約1段（ISO 25600相当）の増感

液晶モニター
液晶モニター 3型TFT液晶、約92万ドット（VGA）、視野角170°、視野率約100％、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、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（静止画/動画選択再生可能）、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影画像の縦位置自動回転、
レーティング、画像コメント入力可能（英数字36文字まで）

インターフェース
USB　  Hi-Speed USB　
ビデオ出力 NTSC、PAL
HDMI出力 HDMIミニ端子（Type C）装備
アクセサリーターミナル •ワイヤレスリモートコントローラー：WR-1、WR-R10（別売）
  •リモートコード：MC-DC2（別売）
  •GPSユニット：GP-1A（別売）
外部マイク入力 ステレオミニジャック（φ3.5mm）装備、ステレオマイクロホン ME-1（別売）使用可能

画像編集
画像編集 D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、

リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、アオリ効果、
ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集

表示言語
表示言語 日本語、英語

電源
使用電池 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a（1個使用）
ACアダプター ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用）（別売）

三脚ネジ穴
三脚ネジ穴 1/4（ISO 1222）　

大きさ / 質量
大きさ（W×H×D）  約124×98×75.5 mm
質量  約460 g（バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く）
  約410 g（本体のみ）

動作環境
温度  0 ～ 40℃
湿度  85％以下（結露しないこと）

アクセサリー
付属品 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、

オーディオビデオケーブル EG-CP14、ストラップ AN-DC3、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25、
ViewNX 2 CD-ROM

ニコンD3300 主な仕様

「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/

（ニコン カレッジ）

※1 復元にはViewNX 2、Capture NX 2（別売）が必要です。D3300のカメラ内でRAW現像することもできます。
※2 Multi Media Card（MMC）には対応していません。
●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。 ●本製品に付属のバッテリーチャ－ジャー MH-24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。
●PictBridge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。 ●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。 ●GoogleおよびAndroidTMはGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●
Facebook® はFacebook Inc.の登録商標です。　●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。 ●本カタログに記載されている製品の液晶
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。




