
一枚一枚に心をこめてシャッターをきる。だからこそ
きれいな画質で残したい。
写真を愛するあなたのために、ニコンがとっておきの
一台を用意しました。ニコンのDXフォーマットデジ
タル一眼レフカメラD5300。有効画素数はクラス
最高の2416 万画素。きめ細かな描写で被写体
を繊細に写し出し、高画素ならではの鮮やかさと透
き通るような美しさで見る人を魅了します。さらに、
最新の画像処理エンジンEXPEED 4が、見たま
まの色を忠実に再現。そして、心が動いた瞬間は
Wi-Fi 経由ですぐにシェア。

見返すたびに誰もが心ときめかす、そんな写真。
D5300ならきっと見つかります。

NEW

D5300　価格：オープンプライス　JANコード：ブラック［4960759	140661］　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-CP16、	
ストラップ	AN-DC3、	ボディーキャップ	BF-1B、	アクセサリーシューカバー	BS-1、	アイピースキャップ	DK-5、	接眼目当て	DK-25、ViewNX	2	CD-ROM
D5300 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	140814]、レッド[4960759	140821]、グレー [4960759	140838]	
内容：D5300、AF-S	DX	NIKKOR	18-55mm	f/3.5-5.6G	VR	Ⅱ	
D5300 18-140 VR 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	140753］、	レッド［4960759	140760］、	グレー［4960759	140777］　内容：D5300、AF-S	DX	NIKKOR	18-140mm	f/3.5-5.6G	ED	VR
D5300 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	143891]、	レッド[4960759	143907]、	グレー [4960759	143914]	
内容：D5300、AF-S	DX	NIKKOR	18-55mm	f/3.5-5.6G	VR	Ⅱ	、AF-S	DX	NIKKOR	55-300mm	f/4.5-5.6G	ED	VR
●	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。　●	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、グレーはレンズキット、ダブルズームキットのみのラインナップです。

•	レンズ：AF-S	DX	NIKKOR	18-55mm	f/3.5-5.6G	VR	Ⅱ　•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：絞り優先オート、1/125秒、f/11　•	ホワイトバランス：AUTO　•	ISO感度：100　•	ピクチャーコントロール：	スタンダード	 ©	Minako	Ishida

2416万画素が魅せる世界。その瞬間で シェアしよう。

レッド ブラック グレー  New Color

撮った写真は
すぐにシェア

Wi-Fi
内蔵

GPS
内蔵

光学ローパス
フィルターレス

仕様

スペシャル
エフェクト

モード

オートフォーカス

39点AF

液晶モニター

ワイド3.2型

約 104万ドット

バリアングル
液晶モニター

高速連続撮影

約5コマ/秒

最高 ISO 感度

ISO12800

有 効画素 数

2416
　　万画素

 画像処理エンジン

EXPEED 4
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圧倒的な描写力
「感動や思い出をずっときれいに残
したい。」D5300はそんなあなたの
ためのカメラです。有効画素数は

2416 万画素。新開発ニコンDXフォーマットCMOS
センサーが、撮ったときの気持ちをそのままに、ディテール
までくっきりと立体感豊かに再現。臨場感あふれる
写真に残します。
・D5300では光学ローパスフィルター（OLPF）を用いない仕様を採用。D5300の高画素CMOSセンサーが持つ

解像力とNIKKORレンズ本来の描写力を余すところなく引き出し、被写体の細かい部分まで克明に再現します。

ノイズを抑えて色再現性が大幅向上、 
高画素データもスピーディーに処理
撮りたい瞬間をきれいに残すに
は、高性能な画像処理エンジン

が必要です。新画像処理エンジン EXPEED 4は、
NIKKORレンズからCMOSセンサーに取り込
まれた光の情報を高速かつ最適に処理。写真・
動画の両方において優れた色再現性を発揮します。処理速度も従来より大き
くアップしており、2416万画素という高画素のデータをスピーディーに処
理します。さらに、EXPEED 4はノイズ低減性能を大幅に向上。光の少な
い場所や、薄暗い室内でもノイズを抑えた美しい写真の撮影が可能です。ま
た、夜景撮影でも、黒い空を黒い色として見た目に忠実に再現します。撮像感
度はISO 100 ～ 12800（Hi 1〈ISO 25600相当〉まで拡張可能）に向上。夜
景撮影時や動きの激しい被写体でも、手ブレや被写体ブレを防いでシャープに
撮影できます。D5300のEXPEED 4なら、いつでもどこでもきれいな写真
に仕上げます。

高画素の解像力を引き出す力 
D5300の2416万画素の解像力を引き出すには、それ
に見合うレンズが必要です。世界中のプロフェッショナ
ルフォトグラファーから高い信頼を得ている高品質の

NIKKOR（ニッコール）レンズがD5300が持つポテンシャルを最大限に引
き出します。キットレンズからハイスペックなレンズまで安定した高い光学
性能を実現。豊富なラインナップで静止画・動画を問わず多彩な表現をサ
ポートします。

写真や動画を思い通りに仕上げる 
ニコン独自のピクチャーコントロールシステム
自分好みの色やトーンに仕上げたい。そんな

あなたのためのピクチャーコントロールシステム。カメラに
は被写体や撮影シーンに合わせて選べる6種類（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）
のピクチャーコントロールを搭載※。D5300では新画像処
理エンジンEXPEED 4の色再現性の向上により、従来機よりもさらにクリア
できれいな画づくりを楽しめます。選択したピクチャーコントロールは、輪郭
強調やコントラストなどを手動で調整可能。ライブビュー時は効果を確認し
ながらの選択・調整もできます。調整したピクチャーコントロールは登録でき、
付属ソフトウェアViewNX 2や別売のCapture NX 2でも利用できます。
※撮影モードが P、S、A、Mのときに選択できます。それ以外のモードではカメラが最適なピクチャーコントロールを 

自動的に選択します。
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ISO 12800で撮影
•	レンズ：AF-S	DX	NIKKOR	18-140mm	f/3.5-5.6G	ED	VR　•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）
•	撮影モード：マニュアル、1/20秒、f/8		•	ホワイトバランス：AUTO　	•	ISO感度：12800　•	ピクチャーコントロール：スタンダード
©	Kwaku	Alston

息をのむほどの美しさ。
さらに進化を遂げたD5300の高画質。

ニコン画づくりのきれいの秘密は 4 つの先進技術 ― 「2416 万画素」 「E XPEED 4」 
「NIKK OR」 「ピクチャーコントロールシステム」

2416
万画素 ローパス
フィルターレス
　　　　　仕様 

 ニコン DXフォーマット
CMOSセンサー  NEW  

ビビッド

EXPEED

4

ニッコール
レンズ

Picture 
Control

NEW

5



   この 瞬 間 、今すぐ  あの 人 に 伝えたい 。

撮ったらすぐに簡単転送 
D5300は Wi-Fi 機能をカメラ本体に内蔵。専用ア
プリケーションWireless Mobile Utilityを使って

D5300ならではのシャープな写真を、スマートフォンやタブレット端末な
どのスマートデバイスにワイヤレスで転送できます。送りたい写真を送
信指定しておけば、選択した写真だけ一括でスマートデバイスに送信可
能。また写真送信中でもカメラ側の動作は中断されないので、撮影の
妨げになりません。

Wi-Fi 機能専用アプリケーション 
Wireless Mobile Utility
ニコンのデジタルカメラとスマートフォン/タ
ブレット端末のワイヤレス操作（写真転送 /リ
モート撮影）ができる専用アプリケーション。
iOS/Android TMに対応。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。

地図と写真で一緒に楽しむ、 
旅のルートも記録できる 
D5300はWi-Fi機能に加え、写真や動画に自動的に撮

影場所の位置情報※1を付加できる位置情報機能（GPS）をカメラ本体に
内蔵。位置情報が埋め込まれた写真や動画は付属ソフトウェアViewNX 2
やニコンの画像共有・保存サービス「NIKON IMAGE SPACE」、その
他の位置情報に対応した写真共有サイトを使って地図上に表示可能。何
げなく撮った写真も、地図と一緒に表示することで思い出を振り返ったり、
シェアする楽しみが拡がります。また、移動した道順のログ取得も可能。一
定期間※2で道順を自動的に記録し続けるので、地図上に旅のルートを載せ
て楽しめます。さらにA-GPS（アシストGPS）機能※3を使えば、事前にカメ
ラに位置情報を取り込むことができるので、撮影時の位置情報を測位する
までの時間を短縮できます。
※1 経度/緯度/標高および時刻（UTC:協定世界時）

を付加できます。
※2 15秒/30秒/60秒間隔で記録できます。
※ 3  A - G P S データはニコンのホームページから

ダウンロードできます。

Wi-Fi 機能のもうひとつの使い方、 
スマートデバイスでのリモート撮影
スマートデバイスへの写真転送のほかに、D5300では
スマートデバイスをカメラの液晶モニター代わりに使っての
ライブビュー撮影も可能。カメラから離れたところでシャッ
ターをきれるので、構図の自由度が拡がります。集合写真
を撮るときなどにも便利です。

・スマートデバイスの表示はAndroid端末用のものです。

スマートフォンからも、タブレット端末からも楽 ア々クセス。画像共有・保存サービス「NIKON IMAGE SPACE」
大量の写真や動画の保存には、「NIKON IMAGE SPACE」が最適。ニコンユーザーなら、20 GBまでの大容量を無料で使用できます。FacebookやTwitterへ
の連携もスムーズ。スマートデバイス用のアプリケーションも用意しています。詳しくは http://nikonimagespace.com/ をご覧ください。

転送したら、すぐにシェア。
SNSやクラウドサービスで
みんなと楽しむ

•	レンズ：AF-S	DX	Micro	NIKKOR	40mm	f/2.8G　•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）　•	撮影モード：絞り優先オート、1/2000秒、f/2.8　•	ホワイトバランス：AUTO		•	ISO感度：100		•	ピクチャーコントロール：ポートレート
©	Minako	Ishida

•	レンズ：AF-S	DX	NIKKOR	16-85mm	f/3.5-5.6G	ED	VR　•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）	
•	撮影モード：絞り優先オート、1/30秒、f/6.3　•	ホワイトバランス：白色蛍光灯	
•	ISO感度：400　•	ピクチャーコントロール：スタンダード　　©	Minako	Ishida

•	レンズ：AF-S	DX	NIKKOR	18-140mm	f/3.5-5.6G	ED	VR　•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）
•	撮影モード：絞り優先オート、1/400秒、f/8　•	ホワイトバランス：AUTO
•	ISO感度：200		•	ピクチャーコントロール：スタンダード　　©	Minako	Ishida

インストールはこちらから
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Built-in
Wi-Fi

Built-in
GPS

・スマートデバイスの表示は
Android端末用のものです。



シャープ、そして確実に 
被写体を捉える
高密度 39 点 AFシステムが画面の広い範囲をカバー。被写

体の動きが速い場合でも、ピントを合わせたい位置が画面の中央にない場合
でも、的確に補足・追尾します。また、使用頻度の高い中央のフォーカスポイント
9 点には、より確実に被写体を捉える9 点のクロスタイプセンサーを採用。高い
捕捉性能と合焦性能を実現します。花や人物の目など1点だけにピントを合
わせる「シングルポイントAF」や、動く被写体を自動追尾してピントを合わせ続ける

「3D-トラッキング」など、被写体に合わせて選べる多彩なAFエリアモードも用
意しています。

撮影シーンを忠実に描写。 
高精度シーン認識システム
撮影前にカメラが被写体の状況を的確に把握し、高精度な

オート制御を可能にするニコン独自のシーン認識システム。光の状況を分析す
る測光センサーはクラス最高の2016 分割。被写体の明るさや色情報を細部
まで分析し、明暗部を微細に解析することで高画質を実現します。シーン認識
システムから得られた情報は、オートフォーカス、自動露出、i-TTL 調光、オート
ホワイトバランスの制御に反映。初めてデジタル一眼レフカメラを使った人でも、
見た目に近い写真を簡単に撮ることができます。特に3D-トラッキング時は、動
く被写体の的確な追尾が可能。被写体判別では、小さなサイズの被写体も検
出可能で、オートエリアAF 時の被写体判別性能の向上にも貢献しています。
また、ライブビュー /動画撮影時の「顔認識 AF」や静止画再生時の顔の拡大再
生では、撮像素子を利用して、それぞれ最大35人まで人物の顔を認識します。

速いスピードでもきれいに撮れる 
最高約5コマ/秒の高速連続撮影 
2416 万画素の高画素で最高約 5コマ/ 秒※ 1、最大

100コマ※ 2までの連続撮影が可能。スポーツやアクションシーンでの速
い動き、一瞬の表情も逃さずきれいに残します。光学ファ
インダーを覗きながらの高速連続撮影と、耳に心地よい
D5300のシャッター音が撮りたい気持ちを高めます。人
物の自然な表情を撮影するのに最適な約 3コマ/ 秒の連続
撮影も使用できます。 
※1 JPEG 画像撮影時または、12ビットRAW 画像撮影時。フォーカスモードが A F - C で、

カスタムメニュー a1［A F - Cモード時の優先］が［レリーズ］、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）、1/2 5 0 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 。

※2 SanDisk製16 GBのExtreme Pro SDHC UHS-Ⅰメモリーカードを使用した場合。

アングル変えて新たな視点
いつもとちょっと視点を変えて、思い切って低い位置から
撮ってみる。そこにあるのはファインダーでは見つけにく
い新しい世界。地面すれすれのローアングルからダイナ

ミックな表現に挑戦してみたり、ハイアングルから溢れる笑顔を捉えてみたり。
D5300 のバリアングル液晶モニターなら、これまでとはひと味違う一枚が手
に入ります。モニター部分は0°～ 180°で開閉、－90°～＋180°で回転可能。
ワイドになった 高精細約 104 万ドットの画面いっぱいに、被写体を大

きく表示して、構図を確認しながら楽な姿勢で撮
影できます。運動会や、発表会などでの人の頭
越しからの撮影にも便利。液晶モニターを自分

側に向けての自分撮りも可能です。D5300で
はライブビュー撮影時のコントラストAF の性能も

従来機より向上しており、素早いピント合わせで快適
に撮影できます※。

　　 ※使用するレンズにより性能が異なります。

速い動きも、一瞬の表情も。ベストショットは逃さない。 アングル自在。自由になれば写真が変わる。

 39 2016
　　　　分割
RGBセンサー

ワイド3.2型

バリアングル
液晶モニター

デジタル一眼レフカメラならではのファインダー撮影
右手と左手と額の 3 点でカメラを構え、ファインダーを覗きながら撮るファインダー
撮影。手ブレを抑えてシャープな写真が撮れるのはもちろん、動く被写体もより
確実に捉えられます。見やすい光学ファインダーを覗きながら被写体と自分だけ
の世界に集中して、最高の一枚を手に入れましょう。

被写体を確実に捉える39点AFシステム

ハイアングルから明るい笑顔を ローアングルで見つけた新しい世界

液晶モニターを反転させてふたりで一緒に自分撮り

•	レンズ：AF-S	DX	NIKKOR	16-85mm	f/3.5-5.6G	ED	VR　•	画質モード：12	ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：マニュアル、1/1600秒、f/5.6　•	ホワイトバランス：AUTO	 	
•	ISO感度：400　•	ピクチャーコントロール：スタンダード	 ©	Kwaku	Alston
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フルHD 60p対応。 
クリエイティブな動画撮影が
簡単・きれい。ニコンの 
D ムービー

何げ ない日常のひとこまも、特 別な一日も、
D5300の動画機能を使えばきれいで鮮やかに
残せます。D5300のDムービーは動きの速い被
写体を滑らかに再現できる1920×1080:60p
のフルHDに対応。有効画素数2416万画素の
CMOSセンサーと画像処理エンジンEXPEED 4
の連携により、ノイズや偽色、モアレを抑えた解像
感の高い映像を提供。種類豊富なNIKKORレン
ズを使って、映画のワンシーンのようなワンラン
ク上の作品が簡単に作れます。また、スペシャル
エフェクトモードとバリアングル液晶モニターを
組み合わせれば、D5300ならではの魅力的でユ
ニークな動画撮影が楽しめます。カメラ内には動
画編集機能も搭載。写真と動画が一緒に入った
ショートフィルムの作成も気軽にできます。

動く被写体にも、人物の顔にも 
スムーズかつ確実にピント合わせ

動画撮影のオートフォーカスは静止画ライブ
ビュー撮影と同じコントラストAF。フォーカス
モードを「常時AFサーボ（AF-F）」に、AFエリア
モードを「ターゲット追尾AF」に合わせると、動き
回る被写体を追いかけてピントを合わせ続けま
す。さらに、ライブビュー撮影時、動画撮影時を問
わず、ターゲット追尾性能が従来機に比べ向上。
人物の顔を認識して自動的にピントを合わせる
顔認識AFも搭載しています。

音もきれいに。 
内蔵ステレオマイク搭載

動画撮影では音も作
品の質に大きく影響
します。D5300はカ
メラ本体に立体的な
高音質で録音できるステレオマイクを内蔵。マ
イク感度はオートでもマニュアル（1 ～ 20で調
整）でも選択可能。マニュアル設定時では、コン
サート会場など周囲の音が大きいときには低い
レベル（小さい数値）、川のせせらぎなど、静かな
場所での環境音の録音には高いレベル（大きい
数値）に設定します。

写真にも動画にも。 
効果をつけて注目度さらにアップ

D5300には写真や動画※1に簡単な操作で表現効果をつけ
られる9種類のスペシャルエフェクトモードを用意。あなただけのクリエイティ
ブな一枚に仕上がります。新搭載の「HDRペインティング」や「トイカメラ風」は、
アートなタッチでかっこよく雰囲気のある作品に。表現効果はリアルタイムで
液晶モニターに表示されるので、撮影前に仕上がりイメージの確認ができます※2。
※1	「HDRペインティング」は動画撮影には対応していません。
※2	「HDRペインティング」を除く。

スペシャルエフェクトモード:
ナイトビジョン、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―、シルエット、
ハイキ―、ローキー、HDRペインティング

明暗差の大きいシーンを 
より見た目に近い状態に再現

強い光が当たっている部分と暗い影になっている部分が混
在するようなシーンでは、明るい部分から暗い部分までを見た目に近い状態で
再現するのが難しい場合があります。そんなときは、「HDR（ハイダイナミック
レンジ）」と「アクティブD-ライティング」が効果的。「HDR」は、1回のレリーズ
で露出が異なる2コマの画像を撮影。これらを瞬時に自動合成することで、大
きな輝度差を１コマの中で美しく再現できます。明暗差の激しい風景や静物、
動きの少ない被写体に効果的です。「アクティブD-ライティング」は効果の度
合いを高くしても、色相がずれることなく、優れた色再現性を維持。逆光時の
撮影等で、白とび、黒つぶれの両方を抑えながら適度なコントラストを保ち見
た目に近い明るさを再現します。HDRのような画像合成処理プロセスを必要
としないので、人物などの動きのある被写体にも有効です。
・HDRでの撮影では三脚のご使用をおすすめします。

撮った後もカメラ内だけで気軽に編集

カメラ内で簡単に加工できる豊富な画像編集メニューを搭
載。D5300では、「D-ライティング」の新しい効果として、

［人物優先］を追加。背景の明るさはそのままに、人物のみを補正できるので、
逆光時などで人物の顔が暗くなってしまったときなどに便利です。
•カメラが最も近いと判断した最大3人を優先して補正します。

画像編集メニュー：
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、 
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
※「スペシャルエフェクトモード」で撮影前に設定することもできます（静止画/動画）。

シーンに合わせてカメラが最適な設定を自動選択。 
16種類のシーンモードとおまかせシーン

撮りたいシーンに合わせてモードを選ぶと、カメラが最適
な設定を自動的に選択する「シーンモード」および、カメラが被写体に応じて
自動的にシーンを選択する「おまかせシーン※」を搭載。撮影シーンを選んで
シャッターをきるだけで、きれいな写真が簡単に撮れます。
※ ライブビュー時のみ

シーンモード：
ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズ
アップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼
け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理
おまかせシーン：
オート、発光禁止オート、ポートレート、風景、クロー
ズアップ、夜景ポートレート

 撮影した静止画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。

どんなシーンも、きれいな動画で残したい。 写真も動画も気軽にアート。

 Full HD
1080:60p
 D-Movie

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR  NEW 
（レンズキットに採用）
希望小売価格：¥70,000（税別）	
JANコード	［4960759	028327］

多くのシーンを1本でカバーできる高倍率ズームレンズ。
D5300との組み合わせで、動画撮影中のオートフォー
カス駆動音を抑えたより静かでスムーズな撮影が可能。
手ブレ補正機構（VR）も搭載しています。

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］

さらにクリアなステレオ音声録音におすすめ。
オートフォーカス時のレンズの駆動音を
軽減した録音ができます。

スペシャル
エフェクト
モード

シーンモード
&

おまかせシーン

画像編集
メニュー

HDR & 
Active
D-Lighting

HDRペインティング

クローズアップ
アクティブD-ライティング「より強め」

アクティブD-ライティング「しない」

セレクトカラ―

オリジナル画像

背景の雰囲気を残したまま人物のみを明るくする
D-ライティング［人物優先］

トイカメラ風

ミニチュア効果

シルエット

カメラをしっかり持てるから、
手持ちでも気軽に動画撮影

動画は静かにきれいな音で撮りたい。動画撮影に最適なレンズ＆外部マイク

10
11



ライティングを意識して、写真をもっと輝かせる
ライティング意識しながら撮影すると、何げないスナップショットも見違えるほど
完成度の高い写真に変貌します。 「被写体にもっと光を加えて見栄えよくし
たい」「印象的な作品に仕上げたい」など、撮り手の気持ちを、積極的にライ
ティングに反映してワンランク上の作品づくりにチャレンジしましょう。

手軽に遠隔操作を楽しめるワイヤレスリモート
コントローラー WR-R10/WR-T10（いずれも別売）

電波を使用するリモコンのため、
送受信間に木などがあってもリモ
コン撮影が可能。シャッターボタン
の半押しによるAFスタートや長押
しによる連続撮影、動画撮影※1、静
音撮影など、D5300のさまざま
な機能を使用できます。通 信 距
離は W R - R10とW R - T10の
組み合わせで最大20  m※2。W R -
T10を送信機として、W R -R10を取り付けたカメラ1台のリモコン操作は
もちろん、WR-R10を取り付けた複数のカメラをコントロールすることもでき
ます（台数無制限）。
※ 1 動画撮影は、D4、D800シリーズ、D610、D600、D7100、D5300、D5200、D3300、

COOLPIX A、P7700で可能。
※ 2 地上高約 1.2ｍの場合。通信距離は遮蔽物や天候などにより短くなることがあります。
ご注意：ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10は、ステレオマイクロホン ME-1と同時には装着できません。

無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。

写真を楽しむ道具箱 ViewNX 2（付属） 

写真や動画の閲覧 / 編集には付
属ソフトウェア ViewNX 2 が 最
適。画像データの取り込み、閲覧
機能のほか、サイズ変更、明るさ補
正、クロップ、傾き補 正、RAW 現
像などの画 像編集 機能を搭 載。
D5300の位置情報機能（GPS）を使って撮影した写真は自動でマッピング表
示が可能です。動画編集機能ではBGMをつけたオリジナルムービーも簡単
に作成できます。

RAW（NEF）の情報量を最大限に活用できる 
Capture NX 2（別売）

さらに本格的な画像調整をしたい
方のための画像編集ソフトウェア。
直感的に操作できるカラーコント
ロールポイントで、画像の細かい部
分まで調整できます。自動レタッチ
ブラシ、バッチ処理など多彩な機能も
用意。RAWデータ（NEF）の豊富な情報量を余さず活用できるのもViewNX 2
とCapture NX 2の大きな特長。ファイル形式の最適化を図ったニコン純正
のソフトウェアにしかできないこのメリットを存分に活かしてください。NEFファイル
はオリジナルを残したままで編集できるので安心して作業に集中できます。

バウンス撮影は、簡単かつ効果が高いライティングテク
ニック。光を直接被写体に当てず、天井や壁などに反
射させて拡散させることで、被写体にできてしまう不要
な影を和らげ、ダイレクトに照らす強い光とは異なる
柔らかい光で自然に描写できます。
SB-300は初めての方でも簡単に使えるシンプルな
スピードライト。バウンス角度は上方120° まで可能で
す。従来のスピードライトに比べ、大幅な小型・軽量化
を実現。携帯にも便利です。
・SB-300はアドバンストワイヤレスライティングには対応してい

ません。

内蔵フラッシュは夜景などの暗いシーンではもちろ
ん、逆光時や、被写体が帽子を被っているときの顔に
できる影を解消するのにも効果的。カメラが被写体
の明るさの状況を判断し、内蔵フラッシュが自動的に
ポップアップして発光※します。フラッシュの発光量
は好みに応じて調整することもできます。
※撮影モードをオート、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、パーティー、ペット、カラースケッチ、
トイカメラ風 に設定した場合。

単焦点ならではの美しいボケ味。   
軽量・コンパクトなニコンDXフォーマット標準レンズ

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
希望小売価格：¥33,400（税別）
JANコード	［4960759	025821］

開放 F 値1.8の明るさで、光量が少ない室内などでも手持
ち撮影がしやすく、また美しいボケ味を活かした撮影が可能。
被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影に最適です。

クローズアップ撮影から、人物・風景撮影まで幅広く使える  
DXマイクロレンズ

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
希望小売価格：¥36,000（税別）
JANコード	［4960759	026316］

D5300の軽くてコンパクトなボディーに最適な小型・軽量マイクロレンズ。標準レンズに近い
焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍（最短撮影距離 0.163 m※）まで
のクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。花や小物はもちろん、ポートレートや風景の撮影な
どでも独特のやわらかい味わいが得られます。
※ 最短撮影距離は、カメラの撮像面（距離基準マーク）から被写体までの距離です。

広角から超望遠まで、幅広い撮影を1本でカバーできる 
超高倍率ズームレンズ

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
希望小売価格：¥130,000（税別）
JANコード	［4960759	026293］

焦点距離18mm ～ 300mmを1本でカバーする約16.7 倍の超高倍率ズームレンズ。ワイ
ドな風景や大きな建物から、近づくのが難しい遠くの被写体まで、シャープかつ美しい色再現で
描写できます。シャッタースピード3.5 段分※の手ブレを補正する手ブレ補正機構も搭載。望
遠撮影時でもブレを効果的に軽減して快適な撮影をサポートします。
※ CIPA 規格準拠。DXフォーマットデジタル一眼レフ使用時。最も望遠側で撮影。

交換レンズの世界へ踏み出そう—きれいを支えるNIKKORレンズ
レンズを交換して多彩な表現にチャレンジできるのもデジタル一眼レフカメラならではの楽しみ。背景がきれい
にぼけたポートレートなら「標準レンズ」や「中望遠レンズ」、広大な風景をワイドでダイナミックに撮りたいなら

「広角レンズ」、遠くの被写体をぐっと引き寄せたいなら「望遠レンズ」、小さな世界をクローズアップしたい
なら「マイクロレンズ」。高性能でラインナップ充実の NIK K O R（ニッコール）レンズで、  
表現の幅をもっと拡げましょう。

レンズを換えれば、写真はもっと楽しくなる。 ワンランク上を目指すあなたへ。
ニコンのアクセサリー＆ソフトウェア

焦点距離18mmで撮影

焦点距離300mmで撮影

内蔵フラッシュ「あり」 最大到達距離20 m。カメラとリモコンの間に人や
物があっても快適なリモコン撮影が可能。

内蔵フラッシュ

WR-R10装着時

SB-300

内蔵フラッシュ「なし」

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］

ワイヤレスリモートコントローラーセット WR-10
	（WR-R10、WR-T10、WR-A10※のセット）
希望小売価格　￥15,000（税別）　JAN	コード　［4960759	138439］
※10ピンターミナル搭載一眼レフカメラにWR-R10	を装着する際に併用するWR	用変換アダプター

バウンス撮影時のイメージ：
D5300に装着したSB-300を天井に
向けて発光

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

•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：絞り優先オート、1/640秒、f/1.8		•	ホワイトバランス：AUTO	•	ISO感度：100		•	ピクチャーコントロール：ポートレート
©	Minako	Ishida

•	画質モード：14	ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：マニュアル、1/20秒、f/3.2	
•	ホワイトバランス：AUTO	•	ISO感度：200•	ピクチャーコントロール：スタンダード
©	Kwaku	Alston

•	画質モード：14ビットRAW（NEF）•	撮影モード：絞り優先オート、	
1/500秒、f/8	•	ホワイトバランス：AUTO　•	ISO感度：400		
•	ピクチャーコントロール：スタンダード	 ©	Kwaku	Alston

バウンス撮影に最適。別売スピードライト SB-300 NEW

逆光時や被写体が影になってしまうシーンに最適。内蔵フラッシュ
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 ライフスタイルに彩りを。
D5300 と楽しむフォトライフ

自分好みのカラーで選んでいつも側に。 
持ち歩きたくなる小型・軽量ボディー
D5300のボディーカラーは、ブラック、レッド、グレーの3色。ライフスタイルに合わ
せて好きな色を選べば、いつも側におきたい愛着のある一台に。
D5300は内部構造を見直すことで、高い耐久性を保持しながら、D5200より大
幅な小型・軽量化を実現。グリップ部分はファインダー撮影、ライブビュー撮影の
両方で、片手でもしっかり握れるデザインを採用。カメラを安定してホールドできる
ので、手ブレをしっかり抑えてシャープな写真が撮影できます。撮る楽しみ、
持つ悦びが満たされるD5300でフォトライフを楽しみましょう。

大きくて見やすい光学ファインダー
ペンタミラーを含むファインダー光学系を新たに設計し、ファインダー倍率を約 0.82 倍に
向上。視野率は約 95% を確保しています。より大きくて見やすいファインダーが快適な
撮影をサポートします。

使用頻度の高い機能にすばやくアクセスできるP（アイ）ボタン
メニュー画面を呼び出さなくてもPボタンを押すだけで、撮影時に使用頻
度の高い設定項目にダイレクトアクセス。再生時には画像編集メニューへ
ジャンプできるほか、スマートフォンやタブレット端末に送る写真の送信指定
もできます。

写真をワイドに全画面で表示する高精細液晶モニター
D5300 の 3.2 型約 10 4 万ドットのワイド
液晶モニターは、アスペクト比を従来の4:3
から3:2に変更。ワイドな画面いっぱいに
表示できるので、撮影画像の隅 ま々で容易
に確認できます。

レッド グレー 
New Color

ブラック

•ボディーカラーにマッチしたストラップが付属

1 シャッターボタン
2 電源スイッチ
3 ML-L3用リモコン受光部	
（前面）

4 露出補正ボタン/	
絞り値の設定ボタン/	
フラッシュ調光補正ボタン

5 インフォボタン
6 ライブビュースイッチ
7 動画撮影ボタン
8 撮影モードダイヤル
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

! 内蔵フラッシュ
" フラッシュ取り付け部	
（アクセサリーシュー）

# マイク（ステレオ）
$ スピーカー
% フラッシュモードボタン/	
フラッシュ調光補正ボタン

& ファンクションボタン
( 端子カバー（外部マイク入力
端子、USB/オーディオ	
ビデオ出力端子、アクセサ
リーターミナル、HDMI	
ミニ端子）

) レンズ取り外しボタン
~ レリーズモードボタン/	
セルフタイマーボタン/	
リモコン撮影ボタン

+ ML-L3用リモコン受光部	
（背面）

, 液晶モニター
- メニューボタン
. ファインダー接眼窓
/ 視度調節ダイヤル
: Pボタン
; AE/AFロックボタン/	
プロテクトボタン

< コマンドダイヤル
= 再生ボタン

> マルチセレクター
? OK	ボタン
@ SDカードカバー
[ 拡大表示ボタン
\ 削除ボタン
] SDカードアクセスランプ
^ 縮小/サムネイル表示	
ボタン/ヘルプボタン

_ バッテリー室カバー
{ 三脚ネジ穴

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、
16	GB、24	GB、32	GB

48	GB、	64	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 —

画質モード・画像サイズと記録・連続撮影可能コマ数 
【SanDisk製	16	GBのExtreme	Pro	SDHC	UHS -Ⅰメモリーカードを使用時】

画質モード 画像サイズ １コマあたりの
ファイルサイズ 記録可能コマ数※1 連続撮影可能

コマ数※１、※２

RAW	（14ビット記録） — 約23.8	MB 437コマ 6コマ

RAW	（12ビット記録） — 約19.0	MB 524コマ 13コマ

FINE

L 約 12.0	MB 1000コマ 100コマ

M 約7.4	MB 1700コマ 100コマ

S 約3.8	MB 3300コマ 100コマ

NORMAL

L 約 6.3	MB 2000コマ 100コマ

M 約3.8	MB	 3300コマ 100コマ

S 約2.0	MB 6300コマ 100コマ

BASIC

L 約 2.7	MB 3900コマ 100コマ

M 約1.9	MB 6500コマ 100コマ

S 約1.0	MB 12100コマ 100コマ

※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。
•	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。

※1	カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。	
※2	 ISO感度がISO	100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。	

次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。	
	 •［長秒時ノイズ低減］を［する］に設定した場合	
	 •［自動ゆがみ補正］を［する］に設定した場合	
	 •カスタムメニュー	d6［デート写し込み設定］を［しない］以外に設定した場合

WR-1 WR-T10

接眼補助レンズ DK-20C（‒5～+3m-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-300【NEW】
希望小売価格
￥17,000（税別）
JANコード

［4960759 027801］

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。

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

TV用アクセサリー

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-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

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 ME-1
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-DC2
希望小売価格
￥4,000（税別）
JANコード 

［4960759 127044］

スマートデバイス用
アプリ
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）

スマートデバイス★★

（iOS/Android TM OS）
D5300用液晶保護フィルム 
NH-DFL5300【NEW】
価格：オープンプライス
JANコード［4955478 178330］

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★★

※ 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D5300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-E6
希望小売価格￥2,500（税別）
JANコード ［4960759 121974］

USBケーブル UC-E17★

（別売はありません。）

ViewNX 2★

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］

Camera Control Pro 2※

価格：オープンプライス
JANコード ［4960759 125422］
Camera Control Pro 2
Upgrade※

価格：オープンプライス
JANコード ［4960759 125453］

＊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］

オーディオビデオケーブル EG-CP16★

HDMIケーブル★★

（HDMIミニ端子←→HDMI端子）

TVモニター★★

各部の名称
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このカタログは2014年2月6日現在のものです。

6CJ-1303-4（1403-060）K

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	 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、エアー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）
記録画素数	 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）
画質モード	 RAW※1	12ビット/14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	 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、
システム	 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
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	 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 0.82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	 ー1.7	〜	+	1.0	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
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、1/2 ステップに変更可能）、Bulb、Time
フラッシュ同調	 X=1/200 秒以下の低速シャッタースピードで同調
シャッタースピード

レリーズモード	 8：1コマ撮影、!：低速連続撮影、9：高速連続撮影、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）、インターバルタイマー撮影可能
連続撮影速度	 !：最高約 3コマ/ 秒、9：最高約 5コマ/ 秒（JPEG画像撮影時または、12ビットのRAW 画像

撮影時）または最高約 4コマ/ 秒（14ビットのRAW 画像撮影時）
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
測光方式	 2016 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、		r：夜景、		s：パーティー、		t：海・雪、		u：夕焼け、		v：トワイライト、	 	
w：ペット、		x：キャンドルライト、		y：桜、		z：紅葉、		0：料理

	 •スペシャルエフェクトモード：		%：ナイトビジョン、		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

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、1/2 ステップに変更可能
オートブラケティング	 •AEブラケティング時、撮影コマ数：3コマ、補正ステップ：1/3、1/2 ステップ
	 •ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数：3コマ、補正ステップ：1ステップ
	 •アクティブ D-ライティングブラケティング時、撮影コマ数：2コマ
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（1/3ステップ）、ISO	12800に対し約0.3、0.7、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	 Yオート、Zより強め、P強め、Q標準、R弱め、6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39点（うち、クロスタイプセンサー9点）、	

マルチCAM	4800DX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	 ・AF39点設定時：39点のフォーカスポイントから1点を選択
	 ・AF11点設定時：11点のフォーカスポイントから1点を選択
AFエリアモード	 シングルポイントAF、ダイナミックAF（9点、21点、39点）オートエリアAF、3D-トラッキング
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
内蔵フラッシュ	 i、 k、 p、 n、 o、 s、 w、 g、 '時：オートポップアップ方式による自動発光
	 P、S、A、M、0 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13）（ISO	100・m、20℃）
調光方式	 2016 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、1/2 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
ライティングシステム	 　アドバンストワイヤレ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	 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）
ライブビュー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
ライブビューフォーカス	 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
動画測光方式	 撮像素子によるTTL 測光方式
動画測光モード		 マルチパターン測光
動画記録画素数/	 ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p、1280×720：60p/50p、640×424：30p/25p
フレームレート	 ・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
動画最長記録時間	 29分59秒（1920×1080：60p/50p時は20分、ミニチュア効果時は3分）
動画ファイル形式	 MOV
映像圧縮方式	 H.264/MPEG-4	AVC
動画音声記録方式	 リニアPCM
録音装置	 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能（ステレオ録音）、マイク感度設定可能
動画感度	 ISO	100〜12800、ISO	12800に対し約0.3、0.7、1段（ISO	25600相当）の増感
液晶モニター	 3.2型（3:2）TFT液晶モニター、約104万ドット（720×480×3=1,036,800）、バリアングル方式、
	 視野角170°、視野率約100%、	明るさ調整可能
再生機能	 1コマ再生、サムネイル再生（4、12、80分割またはカレンダーモード）、拡大再生、動画再生、	

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）

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
Wi-Fi（無線LAN）準拠規格	IEEE802.11b、IEEE802.11g
Wi-Fi伝送方式	 IEEE802.11b：DSSS/CCK、IEEE802.11g：OFDM
Wi-Fi周波数範囲	 2412〜2462	MHz（1〜11ch）
（中心周波数）	
Wi-Fi通信距離（見通し）	 約30	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。）
Wi-Fiデータ転送速度	 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。）
（規格値）	
Wi-Fiセキュリティー	 認証方式：オープンシステム、WPA2-PSK、暗号方式：AES
Wi-Fi無線設定	 WPS対応
Wi-Fiアクセス方式	 インフラストラクチャーモード
位置情報機能	 受信周波数	1575.42	MHz（C/Aコード）、測地系	WGS	84
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、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	 日本語、英語
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）
電池寿命（撮影可能コマ数）	 約600コマ	（CIPA規格準拠）
三脚ネジ穴	 1/4	（ISO	1222）
大きさ（W×H×D）	 約125×98×76	mm
質量	 約530	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480	g（本体のみ）
動作環境温度	 0〜40℃
動作環境湿度	 85％以下（結露しないこと）
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-CP16、ストラップ	AN-DC3、ボディーキャップ	BF-1B、	
アクセサリーシューカバー	BS-1、アイピースキャップ	DK-5、接眼目当て	DK-25、ViewNX2	CD-ROM

※1	復元にはViewNX	2、Capture	NX	2（別売）が必要です。D5300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。
●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。
●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。

ニコン D5300 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。
http://www.nikon-image.com/nikoncollege/

（ニコン カレッジ）
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