
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カップリング、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（35mm判相当）での画角に相当
有効画素数	 2410万画素
撮像素子方式	 23.5 × 15.6	mmサイズCMOSセンサー
総画素数	 2471万画素
ダスト低減機能		 イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得（Capture	NX-D または、別売

Capture	NX	2が必要）
記録画素数	 撮像範囲［DX（24× 16）］の場合：6000× 4000（L）、4496× 3000（M）、2992× 2000（S）
	 撮像範囲［1.3 ×（18× 12）］の場合：4800× 3200（L）、3600× 2400（M）、2400× 1600（S）
	 撮像範囲［DX（24× 16）］で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合：6000× 3368（L）、4496

× 2528（M）、2992× 1680（S）
	 撮像範囲［1.3 ×（18× 12）］で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合：4800× 2696（L）、

3600× 2024（M）、2400× 1344（S）
画質モード	 ･	RAW※112ビット /14ビット（ロスレス圧縮、圧縮）
	 ･	JPEG-Baseline 準拠、圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL（1/8）、BASIC（1/16）、サイズ優先時、
	 　画質優先選択可能
	 ･	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）
ダブルスロット	 順次記録、同時記録、RAW	+	JPEG分割記録ならびにカード間コピー
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プリズム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100%（対実画面）
倍率		 約 0.94 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19.5mm（–1.0	m–1 のとき）
視度調節範囲	 –2 ～＋ 1	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Ⅱ（AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能）
ミラー	 クイックリターン式
プレビュー	 プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モード A、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、その他

の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能
レンズ絞り	 瞬間復元式、電子制御式
交換レンズ	 ･	DXレンズ
	 ･	G またはDタイプレンズ（PCレンズ一部制限あり）
	 ･	G またはDタイプ以外のAFレンズ（IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可）
	 ･	P タイプレンズ
	 ･	非 CPUレンズ（ただし、非AI レンズは使用不可）：撮影モード A、Mで使用可能
	 ･	開放絞り値（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
	 　ただしフォーカスポイント中央1点は f/8 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	 1/8000～ 30秒（1/3ステップ、1/2ステップに変更可能）、Bulb、Time、X250
フラッシュ同調	 X=1/250秒、1/320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	 （1/250～ 1/320秒はガイドナンバーが減少）
レリーズモード	 S：1コマ撮影、CL：低速連続撮影、CH：高速連続撮影、Q：静音撮影、E：セルフタイマー撮影、

MUP：ミラーアップ撮影
	 ･	インターバルタイマー撮影可能
連続撮影速度	 ･	撮像範囲［DX	(24 × 16)］で JPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時　
	 　CL：約 1～ 6コマ /秒、CH：約 6コマ /秒
	 ･	撮像範囲［1.3 × (18 × 12)］で JPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時　
	 　CL：約 1～ 6コマ /秒、CH：約 7コマ /秒
	 ･	撮像範囲［DX	(24 × 16)］で 14ビットのRAW画像撮影時　
	 　CL：約 1～ 5コマ /秒、CH：約 5コマ /秒
	 ･	撮像範囲［1.3 ×	(18 × 12)］で 14ビットのRAW画像撮影時　
	 　CL：約 1～ 6コマ /秒、CH：約 6コマ /秒
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、連続撮影間隔：0.5、1、2、3秒
リモコンモード（ML-L3）	 ２秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン
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）、RGBマルチパターン測光
	 　（非CPUレンズのレンズ情報手動設定時）
	 ･	中央部重点測光：φ8	mm相当を測光（中央部重点度約75%）、φ6	mm、φ 10	mm、
	 　φ 13	mm、　画面全体の平均のいずれかに変更可能（非CPUレンズ使用時はφ8	mmに固定）
	 ･	スポット測光：約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（非CPUレンズ使用時は中央に固定）
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、AI 方式併用
撮影モード	 i：オート、j：発光禁止オート、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
	 •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、		i：ミニチュア効果、	 	

		u：セレクトカラー、		1：シルエット、		2：ハイキー、		3：ローキー
	 ･	ユーザーセッティングU1、U2に登録可能
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、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数：2～ 5	コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1、2、
	 　3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：2～ 5コマ、補正ステップ：1～ 3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～ 3コマ、撮影コマ数が2コマの
	 　場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを撮影メニューの［アクティブD-ライティング］	

　で選択可能
AEロック	 AE/AF ロック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 ～ 6400（1/3、1/2 ステップ）、ISO	6400に対し約 0.3、0.5、0.7、1、2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	 オート、より強め、強め、標準、弱め、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51点（うち、クロスタイプセンサー15点、f/5.6 超～

f/8 は中央 1点）、アドバンストマルチCAM	3500DXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、
AF微調節可能、AF補助光（約0.5 ～ 3	m) 付

検出範囲	 –2 ～＋ 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（M）：フォーカスエイド可能
フォーカスポイント	 ･	AF51点設定時：51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、51点）、3D- トラッキング、オートエリアAF
フォーカスロック	 AE/AF ロックボタン、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12）（ISO	100･	m、20℃）
調光方式	 2016分割 RGBセンサーによるTTL調光制御：SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、	

SB-500 で i-TTL-BL 調光、スタンダード i-TTL 調光が可能。内蔵フラッシュ、SB-400または SB-
300で i-TTL-BL 調光が可能（スポット測光時はスタンダード i-TTL 調光のみ）

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		 ･	アドバンストワイヤレスライティング：SB-910、SB-900、SB-800 または SB-700を主灯、
ライティングシステム	 　SU-800をコマンダーとして制御可能（SB-600、SB-500、SB-R200はリモートのみ）
	 　内蔵フラッシュを主灯として制御可能（コマンダーモード設定時）
	 ･	オート FPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応
	 　（SB-400または SB-300は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応）
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（2種）、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（6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能）、
	 色温度設定（2500K～ 10000K）、いずれも微調整可能
ライブビュー撮影モード	 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード
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（M）
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）
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（60i（59.94	fields/s）/50i（50	fields/s）（撮像範囲が［1.3×(18×12)］の場合
フレームレート	 　のみ設定可能。センサー出力は、60iが約60コマ/秒、50iが約50コマ/秒。）
	 ･	1920×1080：30p/25p/24p
	 ･	1280×720：60p/50p
	 　60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
	 　標準/高画質選択可能
動画最長記録時間	 29分59秒
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 ～ Hi	2
液晶モニター	 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット（640×480×4＝1,228,800）（VGA）、視野角約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（4、9、72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、撮影情報表示、GPSデータ表示、撮
影画像の縦位置自動回転

USB	 Hi-Speed	USB
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、プラグインパワーマイク対応)
ヘッドホン出力　	 ステレオミニジャック（φ3.5mm)
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-EL15（1個使用）
バッテリーパック	 マルチパワーバッテリーパック	MB-D15（別売）：Li-ionリチャージャブルバッテリー	EN-EL15		

1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池）6本使用
電池寿命（撮影可能コマ数）	 約950コマ（カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15使用時）、約950コマ（MB-

D15を装着してEN-EL15使用時）、約450コマ（MB-D15を装着してアルカリ単3形電池使用時）	
いずれもCIPA規格準拠

ACアダプター	 ACアダプターEH-5b（パワーコネクター	EP-5Bと組み合わせて使用）（別売）
三脚ネジ穴	 1/4（ISO	1222）
寸法（W×H×D）	 約135.5×106.5×76	mm
質量	 約765	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675	g（本体のみ）
温度	 0℃～ 40℃
湿度	 85％以下（結露しないこと）
付属品	 アクセサリーシューカバー	BS-1、接眼目当て	DK-23、ボディーキャップ	BF-1B、Li-ionリチャージャ

ブルバッテリー	EN-EL15、バッテリーチャージャー	MH-25、アイピースキャップ	DK-5、ストラップ	
AN-DC1	BK、USBケーブル	UC-E6、ViewNX	2	CD-ROM

※1	復元にはViewNX	2、Capture	NX-D（ニコンホームページから無料ダウンロード可能）または、Capture	NX	2（別売）が必要です。D7100のカメラ
内でRAW現像することもできます。※2	Mul t i	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。●付属のバッテリーチャージャー	MH-25を日本国外で使う場合
には、別売の電源コードが別途必要です。別売の電源コードにつきましては弊社サービス機関にお問い合わせくだ
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。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definit ion	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。	
●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 D7100 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）

本能を解き放て。
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■ 有効画素数2410万画素。高速読み出しに対応の 
ニコンDXフォーマットCMOSセンサー

■ 高い鮮鋭感を実現する光学ローパスフィルターレス仕様
■ 高速処理能力に優れた画像処理エンジンEXPEED 3
■ f/8対応のフォーカスポイント、15点のクロスタイプセンサーを含む 

高密度51点AFシステム
■ 遠くの被写体をさらに引き寄せ、51点フォーカスポイントが画面全域を 

カバーする「対DX1.3×クロップ」
■ 瞬間を逃さない、約7コマ/秒の高速連続撮影（「対DX1.3×クロップ」時）
■ 視野率約100%、ガラスペンタプリズム使用の光学ファインダー

■ RGBW配列、約122.9万ドット、広視野角、強化ガラス採用の 
3.2型大型液晶モニター

■ 「対DX1.3×クロップベース」も選べるマルチエリアモード 
フルHD Dムービー

■ ライブビューでホワイトバランスのプリセットが可能な 
スポットホワイトバランス 

■ 小型軽量のマグネシウム合金採用ボディー。高い防塵・防滴性能
■ レリーズテスト15万回をクリアーした高精度・高耐久シャッターユニット
■ 使用頻度の高い機能に素早くアクセスできる Pボタン
■ SDXC UHS-I 対応のSDメモリーカードダブルスロット

被写体へと駆り立てる「力」。
レンズを含むシステム全体として高い機動力を発揮する、ニコンDXフォーマット。

その小型軽量システムの中に高い基本性能と数々の先進機能を凝縮したD7100は、

NIKKORレンズと光学ローパスフィルターレス仕様の高画素撮像ユニット、

画像処理エンジンEXPEED 3を組み合わせることで、鮮鋭感に息をのむ高画質を実現した。

ニコンDXフォーマットならではの機動力と、鋭く被写体に迫り一瞬を逃さない捕捉力、

被写体の細部までを克明に描ききる描写力との融合。

フィールドを選ばないD7100にすべてを委ね、本能の赴くままに被写体に立ち向かうとき、

あなたは、映像表現の新たなるステージに立ったことを確信する。

○D7100　価格：オープンプライス　JANコード［4960759 136770］ 付属品：アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て  
DK-23、ボディーキャップ BF-1B、Li- ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15、バッテリーチャージャー MH-25、アイピース 
キャップ DK-5、ストラップ AN-DC1 BK、USBケーブル UC-E6、ViewNX 2 CD-ROM

○D7100  16-85 VR レンズキット　価格：オープンプライス　JANコード［4960759 140463］ 
レンズキット内容：D7100・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR

○D7100  18-105 VR レンズキット 　価格：オープンプライス　JANコード［4960759 140432］ 
レンズキット内容：D7100・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

○D7100 18-300 VR スーパーズームキット 　価格：オープンプライス　JANコード［4960759 144072］
 レンズキット内容：D7100・AF-S NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
●記録媒体は別売りです。　●オープンプライス製品の価格は販売店にお問い合わせください。

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
• 画質モード：12ビットRAW（NEF） • 撮影モード：S、1/2000秒、f/5.6 • ホワイトバランス：AUTO1 • ISO感度：200　• ピクチャーコントロール：スタンダード　© Robert Bösch



AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• 画質モード：12ビットRAW（NEF） • 撮影モード：M、1/500 秒、f/11 • ホワイトバランス：晴天 • ISO感度：100　• ピクチャーコントロール：スタンダード　© 中野耕志



51AF
POINTS

1.3×
CROP OF DX

約7コマ/秒の高速連続撮影（撮像範囲：対DX1.3×クロップ）

AFセンサーには新開発アドバンストマルチCAM	
3500DXオートフォーカスセンサーモジュール
を採用。使用頻度の高い中央部15点にクロス
タイプセンサーを採用した高密度51点AFシス
テムが、高い被写体捕捉性能を発揮します。さら
に、D4同等のAFアルゴリズムの採用でAF初
動を高速化しており、AFの、いわゆる「被写体
への食いつき」も格段に向上。決定的な瞬間を
これまで以上に確実に捕捉できます。また、低輝
度に強く、－2	EV（ISO	100・20℃）という月
明かりに照らされた程度の低輝度環境下でもAF
撮影が可能です。コントラストAFも、D300S/	
D7000と比べて合焦速度の高速化を実現して
います。さらに、動画撮影においては、常時AF
サーボ（AF-F）とターゲット追尾AFの組み合わ
せにより、動く被写体にピントを合わせ続けること
も可能。静止画・動画を問わず、快適かつ確実
なピント合わせをサポートします。

中央1点のフォーカスポイントはｆ/8まで対応。
開放F値4の望遠NIKKORレンズと2倍テレ
コンバーターの組み合わせで合成F値が8になる
場合でも、確実なAFが可能です。コンパクトな
装備で軽快な超望遠AF撮影が楽しめます。

AFエリアモードは、被写体の状況に応じて、静止
被写体への厳密なピント合わせに最適なシング
ルポイントAF、動く被写体を捕捉しやすいダイ
ナミックAF（9点/21点/51点）、動く被写体を	
追尾し構図への集中をサポートする3D-トラッキン
グ（被写体の動きに合わせてフォーカスポイントが
自動的に切り換わりピントを合わせ続ける）、51
点すべてのフォーカスポイントを使って、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から選択可能。特に3D-トラッキング、	
オートエリアAFは、2016分割RGBセンサーを	
用いたシーン認識システムを活用することで、
一段と高精度な「被写体追尾・被写体判別」が
可能です。

遠くの被写体を高性能AFシステムで的確に捕
捉しながら、最高約7コマ/秒の高速連続撮影で
狙った一瞬を写し止められる「対DX1.3×クロッ
プ」。装着レンズの約1.5倍の焦点距離のレン
ズに相当※する撮影画角となるDXフォーマット
から、さらに約1.3倍、すなわち装着レンズの約2
倍の焦点距離相当※の撮影画角となるため、比較
的小型軽量の望遠系ズームレンズ等でも、遠くの
被写体をより大きく引き寄せて撮影できます。「対
DX1.3×クロップ」時の画像サイズは約1540
万画素。一般的な用途に対して十分な画素数を
確保しており、高精細な画像が得られます。また、
「対DX1.3×クロップ」時には、51点のフォー
カスポイントが画面全域を広くカバーし、極めて
高い被写体捕捉性能を発揮。高速連続撮影と組
み合わせることで、撮影画面内の位置がランダム
に変わる動く被写体も、確実に捉えられます。
※	35mm判換算。

ミラー、絞りをそれぞれ独立して駆動させる、高速・
高精度なメカニカル駆動制御機構を採用。高速読
み出しに対応したCMOSセンサーやEXPEED	3	
による高速画像処理と相まって、最高約7コマ/		
秒※1※2、最大100コマまで※3の高速連続撮
影を可能にしています。レリーズタイムラグは約
0.052秒※2。D7100の優れた高速性能が、動
く被写体の捕捉を効果的にサポートします。

撮影前に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シーン認識システム。
D7100では、2016分割RGBセンサーおよび
撮像素子の情報を用いて、明るさや色などの被写
体の状況を正確に分析し、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
御に反映しています。特にファインダー撮影時の
位相差AFでは、被写体判別を利用してオートエリ
アAF、被写体追尾を利用して3D-トラッキングの
高い精度をサポート。ライブビュー時、動画撮影
時には、撮像素子の顔認識情報を用いて、顔認識
AFが可能です。静止画再生時の顔の拡大再生
では人物の顔を中心に画像を拡大でき、ピント状
態の確認が容易にできます。

狙いは外さない。
確かな「捕捉力」。

AF-S	NIKKOR	70-200mm	f/4G	ED	VR	+	AF-S	TELECONVERTER	TC-20E	Ⅲ（合成F値：8）
•	画質モード：14ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：A、1/25秒、f/11	•	ホワイトバランス：AUTO1	•	ISO感度：100	
•	ピクチャーコントロール：スタンダード　©	Moose	Peterson

500	mmレンズを装着して、「対DX1.3×クロップ」で撮影
（実撮影画角：焦点距離約1000	mm相当※）
※	35mm判換算。

•	レンズ：AF-S	NIKKOR	500mm	f/4G	ED	VR
•	画質モード：12ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：M、1/1000秒、f/8
•	ホワイトバランス：晴天	•	ISO感度：200	
•	ピクチャーコントロール：スタンダード　©	中野耕志

※1	「対DX1.3×クロップ」時。「DXフォーマット」時は最高約6コマ/秒。
いずれも画質モードはJPEGまたは12ビットRAW。	

※2	CIPAガイドライン準拠。
※3	画質モード：NORMAL、画像サイズ：Lの場合等。画質モード：FINE、

画像サイズ：Lの場合には、「DXフォーマット」時33コマ、「対DX1.3×
クロップ」時73コマ。

超望遠AFが軽快な装備で楽しめる。
f/8に対応したフォーカスポイント。

被写体に応じて選べる
多彩なAFエリアモード。

見え味まで追求した、視野率約100%の 
光学ファインダー。
有機EL表示素子採用の明るく見やすい 
ファインダー内下部情報表示。【NEW】

ガラスペンタプリズム使

用の光学ファインダー

は、接眼レンズ部分の

コーティングをはじめス

ペックには現れない工

夫を凝らし、良好な見え味を実現しています。	

視野率約100%の確保により撮像範囲をくまな

く確認でき、厳密なフレーミングが可能です。倍

率は、ファインダー内の情報表示まで含めたす

べての視覚的要素を把握しやすい約0.94倍※。

また、ファインダー内表示（撮像範囲下の情報

表示部）には高輝度、高コントラスト、低消費電

力を実現する有機EL表示素子を採用すること

で、高い視認性を確保。低温時の応答速度も

向上させています。

※	50mm	f/1.4	レンズ使用、∞、視度－1.0m-1のとき。

日中の撮影での視認性が大きく向上。
RGBW配列を採用、約122.9万ドット、
広視野角、強化ガラス採用の
3.2 型液晶モニター。【NEW】

RGBW配列の採用で輝度を向上させた、広視

野角3.2型の大画面高精細液晶モニター（約

122.9万ドット）を新たに搭載。ガラスと液晶

パネルの一体構造※とあいまって、明るい場所

での視認性が大幅に向上。色再現範囲はD4、

D800シリーズ同等を達成しています。そのク

リアーで美しい像は、快適なライブビュー撮影、

動画撮影、画像の確認をサポート。再生時には、

最大約38倍（画像サイズL、撮像範囲が［DX

（24×16）］の場合）までの拡大表示ができ、

ピントを素早く厳密に確認できます。また液晶

モニター表面には、傷つきにくく衝撃にも強い強

化ガラスを採用しています。

※D4、D800シリーズ、D600と同様の構造。

CAPTURING 
POWER TO LOCK 
ON TO YOUR 
SUBJECT

シャッターチャンスを逃さない、
最高約7コマ/秒※1の高速連続撮影、
高速レスポンス。

遠くの被写体をさらに引き寄せられる、
約7コマ/秒の高速連続撮影も可能な

「対DX1.3×クロップ」。【NEW】

AF初動の高速化も達成。
D4に迫るパフォーマンスを実現する
高密度51点AFシステム。

2016分割RGBセンサーにより
高精度な自動制御を実現する
シーン認識システム。
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対DX1.3×クロップDXフォーマット

W（ホワイト）ドット数の増加で
輝度の向上を図ったRGBW配列

有機EL表示素子採用のファインダー内表示（上図赤枠内）

RGB配列 RGBW配列

R RG GB B W

©	Robert	Bösch



AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• 画質モード：14ビットRAW（NEF） • 撮影モード：A、1/320秒、f/8 • ホワイトバランス：AUTO1 • ISO感度：100 • ピクチャーコントロール：風景　© Robert Bösch



24.1
MEGAPIXELS 

WITHOUT

OLPF
有効画素数は2410万画素。高速読み出しに	
対応したニコンDXフォーマットCMOSセン
サーを搭 載。D7100では2410万 画 素と
いう高画素ならではの解像力を最大限活か
すため、光学ローパスフィルター（OLPF）を	
用いない仕様を採用しました。これにより、高画素
CMOSセンサーの解像力とNIKKORレンズの
シャープな描写力を余すところなく引き出し、被
写体のディテールを鮮明に描写。引き伸ばしやトリ
ミングに対しても耐性の高い、高解像で立体感豊
かな、鮮鋭感の高い画像を撮影できます。	

高い精度を保ちながら
複数のタスクを並列
して高速処理し、静
止画、動画を問わ
ず2410万画素のポテ
ンシャルをフルに引き出して、
鮮鋭感の高さを活かした高画質な映
像を実現します。特に色再現性、階調処理、
高感度画質に優れており、人物の肌のトーンは
滑らかに、髪の毛やまつ毛は一本一本を鮮明に、
より忠実に再現します。また、処理速度の高速化
が高速SDメモリーカードへの対応に、実装面積
の削減がボディーの小型化に、そして電力消費の
最適化が省電力化にそれぞれ貢献しています。

常用ISO感度はISO	100～6400。Hi	2（ISO	
25600相当）までの拡張も可能。真昼の強い
光から夜景まで、多様な光の状況に対応します。
高感度時のノイズ低減処理に優れており、髪の毛
や草などのコントラストが低い被写体でも解像感
を極力残したまま、また鮮やかな色合いも損なう
ことなくノイズを抑えます。また動画撮影時には
動画に最適化したノイ
ズ低減を実行。暗所
での動画撮影に威力
を発揮し、クリアーで
シャープな映像が得ら
れます。

ライブビューで被写体の一部分を選ぶことで、ホ
ワイトバランスのプリセットマニュアルデータを簡
単に取得できる「スポットホワイトバランス」を新
たに搭載。ライブビュー画面に映るさまざまな被
写体の中から、特定の被写体や部位にピンポイン
トでホワイトバランスを合わせることができます。
液晶モニターに表示されるプリセットマニュアル
データ取得用の枠は、マルチセレクターの操作で
撮影画面内の任意の位置に移動可能。グレーカー
ド等を使用する必要がなく、近づけない被写体の
データも素早く取得でき、シャッターチャンスを逃
すことなくホワイトバランスをプリセットできます。
操作は超望遠レンズをカメラに装着したままでも
可能。種類の異なる光が混在するスタジアムや
室内でのスポーツ撮影等にも便利です。

逆光時の撮影等で、空のグラデーションなどのハ
イライト部と日陰のシャドー部との輝度差が大きい
場合でも、白とび、黒つぶれの両方をおさえながら
適度なコントラストを保ち、見た目に近い明るさを
再現するアクティブD-ライティング。効果の度合
いはカメラまかせのオートも設定できます。効果
の度合いを高くしても色相がずれることなく、優れ
た色再現性を維持する画像処理方式を採用。ま
た、パイプライン内での高精度かつ高速なリアル
タイム処理により画像処理時間を短縮しており、
色再現性も、画像処理エンジンEXPEED	3によ
り一段と向上しています。HDRと異なり画像合
成のプロセスを伴わな
いアクティブD-ライティ
ングは、人物などの動
きのある被写体にも有
効です。

1回のレリーズで露出が異なる画像を2コマ撮影
し、これを瞬時に自動合成。この一連の自動処理
により、一段とダイナミックレンジの広い画像を
生成します。明暗差が激しいシーンなどで、シャ
ドー部からハイライト部までノイズが少なく階調豊
かな画像が得られます。合成した2コマの画像の
境界を滑らかにするスムージングの度合いも、自動
的に設定されます。明暗差の激しい風景や静物
など、動きの少ない被写体に効果的です。

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。ラ
イブビューで効果を確認しながらの設定、調整も
可能。選択したピクチャーコントロールには手動
で輪郭強調、コントラストなどの微調整を加える
こともでき、自分だけの画づくりが楽しめます。
調整したピクチャーコントロールは登録でき、画
像閲覧/編集ソフトウェアViewNX	2（付属）
やRAW（NEF/NRW）画像現像ソフトウェア
Capture	NX-D（無料ダウンロード）でも利用	
できます。

	

ニコンの倍率色収差軽減は、単に収差が出てい
る部分の色を消す他の方式とは異なり、各色の
結像率の相違そのものを補正。このため、どの
NIKKORレンズを使っても画像のすみずみまで
高い画質を保ちながら、画面全域にわたって結像
の乱れを効果的に軽減できます。また、G/Dタ
イプレンズ※装着時に自動ゆがみ補正を［する］に
設定すると、広角レンズのたる型のゆがみや望遠
レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを撮影時に補
正できます。
※	PCレンズ、フィッシュアイレンズ、その他の一部のレンズを除く。

•	レンズ：AF-S	NIKKOR	70-200mm	f/4G	ED	VR	•	画質モード：14ビットRAW（NEF）	•	撮影モード：M、1/180	秒、f/8　•	ホワイトバランス：晴天	
•	ISO	感度：100　•	ピクチャーコントロール：風景　©	中野耕志

アクティブD-ライティング「より強め」

HDR「より強め」

アクティブD-ライティング「しない」

HDR「OFF」 HDR「標準」

息をのむ鮮鋭感、
精緻な「描写力」。

EXQUISITE DETAIL 
REPRODUCTION
WITH SUPERIOR 
CLARITY

高性能画像処理エンジン EXPEED 3。 約2400万画素の撮像素子とNIKKOR
レンズの高い解像力を余さず引き出し、
高い鮮鋭感を実現する光学ローパス
フィルターレス仕様。【NEW】

ライブビューでホワイトバランスの
プリセットが可能な
スポットホワイトバランス。【NEW】

暗い場所や動きのある被写体の撮影に有効。
幅広い撮像感度域と優れたノイズ低減性能。

仕上がり画質の高い
アクティブD-ライティング。

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 
を採用のレンズキットをラインナップ
解像力に定評のあるAF-S	DX	NIKKOR	16-85mm	f/3.5-5.6G	
ED	VR。ローパスフィルターレス仕様のD7100がこのレンズの解
像力を余すところなく引き出し、より鮮鋭感の高い画像が得られます。
また、24	mm相当（35mm判換算）の本格的な広角撮影ができ、風
景写真など高精細な描写が求められるシーンに最適です。
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ピクチャーコントロール「ポートレート」

ピクチャーコントロール「風景」

よりダイナミックレンジの
広い画像を生成するHDR

（ハイダイナミックレンジ）。

・HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。

ISO	6400で撮影

Hi	2（ISO	25600相当）で撮影

動画にも、静止画にも。
撮影前の選択によりイメージどおりの
画作りができる
ピクチャーコントロールシステム。

周辺まで
シャープな解像をサポートする
倍率色収差軽減/自動ゆがみ補正。

スポットホワイトバランス設定画面
					：プリセットマニュアルデータ取得用の枠

●Capture	NX-Dはニコンのホームページから無料でダウンロードできます。
　http://nikonimglib.com/ncnxd/



ローパスフィルターレス仕様高画素撮像ユニット
のデータを画像処理エンジンEXPEED	3が最
適に処理し、ジャギー、モアレの少ない鮮鋭感の
高い映像を提供する、フルHD	対応のDムービー。
デジタル一眼レフカメラならではのボケ味を活か
した映像表現、豊富なNIKKORレンズを使った
多彩な映像表現を楽しめます。1920×1080：
30pに対応しており、動きの速い被写体を滑ら
かに表現したいときは1280×720：60pを選
択可能。「対DX1.3×クロップ」時は、1920×
1080：60iも選べます。また、動画記録に最適
化したノイズ低減処理によって、鮮鋭感を維持し
ながら効果的にノイズを軽減。高い映像クオリ
ティーを実現しています。動画撮影ボタンはシャッ
ターボタン脇に配置。カメラをしっかりとホールド
しながら、静止画撮影と同様の感覚でスムーズに
動画撮影をスタート/ストップでき、操作時のブレ
を最小限に抑えられます。映像圧縮にはH.264/
MPEG-4	AVC	方式を採用。最長29分59秒※

の連続撮影が可能です。

動画の撮像範囲は、装着レンズの約1.5倍の焦
点距離に相当※する画角となる「DXベースの（動
画）フォーマット」に加え、「対DX1.3×クロップ
ベース」も選べます。「対DX1.3×クロップベー
ス」は、装着レンズの約2倍の焦点距離に相当※

する画角となり、被写体をより大きく引き寄せた、
迫力のある映像を表現できます。ＤＸフォーマッ
トならではの小型軽量のシステムが持つ高い機
動力とあいまって、より遠くの被写体、より小さな
被写体にも鋭く迫るダイナミックな動画撮影が可
能です。	

動画撮影時のコントラストAFはD300Sから大
幅に高速化。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、動く被写体を追尾してピントを
合わせ続けます。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。

GET MORE 
INTIMATE WITH 
YOUR SUBJECT 
WITH FULL HD 
VIDEO

大胆に寄れる。
大迫力の映像。

D7100本体にステレオマイクを内蔵。
立体的な高音質が楽しめます。ヘッド
ホン端子も装備しており、ステレオ
ヘッドホン（市販）で音声を確認し
ながら撮影することもできます。さ
らに、液晶モニターの音声レベルイ
ンジケーターで、動画ライブビュー

中に映像と同時に音声を視覚的に確
認しながらマイク感度を設定可能。
マイク感度は、20段階に設定で
きます。

デジタル映像ならではの表現効果を楽しめるスペ
シャルエフェクトモード。カメラだけの簡単な操
作で、作画意図に合わせて特殊効果をつけたクリ
エイティブな表現を静止画、動画の両方で気軽に
楽しめます。ライブビュー時は表現効果が液晶モ
ニター上にリアルタイムに表示されるので、仕上
がりイメージを確認しながら設定可能。初心者か
ら上級者まで、幅広い層の撮影者の創造意欲に
応え、映像表現の楽しさを大きく拡げます。

インターフェースにはHDMIミニ端子（Type	C）
を採用。映像をカメラの液晶モニターと外部モニ
ターに同時に表示できます※。動画撮影や動画	
ライブビュー時に背面液晶モニターに表示され
る設定情報をHDMI出力先に表示しないことも
選択でき、カメラが捉えている映像を大画面の
HDMI出力機器でリアルタイムに確認するよう
なケースで、映像全体をくまなく見られて便利で
す。また、動画ライブビューの映像を非圧縮の
ままHDMI入力ビデオレコーダーに直接記録する	
ことも可能。出力先の機器で、圧縮による劣化
のない高画質な映像を編集できるので、業務
用途で使用する場合などに便利です。さらに、
HDMI-CEC対応テレビと接続すれば、カメラの
再生操作をテレビのリモコンで行えます。

蛍光灯や水銀灯などの光源下でのライブビューや
動画撮影時に、画面にちらつきや横縞が生じるフ
リッカー現象を抑えます。［オート］に設定すれば
カメラが自動で電源周波数を選択し、フリッカーの
目立ちにくい露出制御が可能です。お使いの地
域に応じて［50	Hz］［60	Hz］を手動で選択する
こともできます。

パソコンを使うことなく、カメラでの簡単な操作で
動画を編集できます。撮影した動画の前後の不
要な部分のカットは、動画の始点と終点を1フレー
ム単位で設定可能。動画の1フレームをJPEG
画像として保存することもできます。

※［動画の画質］が［標準］の場合。［高画質］の場合は最長20分。

※［画像サイズ/フレームレート］が［1920×1080	60i］、［1920×1080	
50i］、［1280×720	60p］、［1280×720	50p］のいずれかの場合、
カメラの液晶モニターは消灯します。動画記録中は、［画像サイズ/フレー
ムレート］の設定より小さい画像サイズでHDMI出力されることがあります。

スペシャルエフェクトモード［カラースケッチ］（静止画撮影）

スペシャルエフェクトモード［ナイトビジョン］（静止画撮影）

動画撮影時

対DX1.3×クロップベースDXベースの（動画）フォーマット

1920×1080：30p/60i対応。
鮮鋭感の高いフルHD対応 Dムービー。

ステレオマイク内蔵。
ヘッドホンにも対応した充実の
サウンドコントロール。

動画やライブビュー映像を
外部モニターに同時表示できる
HDMI出力対応。

動く被写体にも、人物の顔にも
しっかりピントを合わせるコントラストAF。

「対DX1.3×クロップ」で
遠くの被写体をより大きく引き寄せた 
動画撮影も可能。
マルチエリアモードフルHD Dムービー。

リアルタイムに効果を確認しながら撮影。
よりクリエイティブな映像表現を可能にする
スペシャルエフェクトモード。

画面のちらつきや横縞を抑える
フリッカー低減機能。

カメラだけでできる動画編集機能。

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。

・動画撮影中はマイク感度およびヘッドホンの音量を変更
できません。

D7100搭載の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/ミニチュア効果/セレクトカラー /シルエット/
ハイキー /ローキー

※	35mm判換算。

1514

1080/
 60i

MULTI-AREA MODE
FULL HD D-MOVIE

　©	Moose	Peterson
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スムーズな撮影をサポートする、高い信頼性と操作性。 NIKKORレンズ
小型軽量システムに凝縮した数々の先進技術 高画素の力を最大限に引き出す決定的な力

１．視野率約100%の見え味のよい光学ファインダー

光学系の随所に工夫を凝らして見え味のよさを追求した、ガラス
ペンタプリズム使用のファインダー。撮像範囲をくまなく確認
し、厳密なフレーミングができる約100％の視野率を確保して
います。倍率は約0.94倍※で、ファインダー内表示まで含めた
すべての視覚的要素を容易に把握できます。 
※ 50mm f/1.4 レンズ使用、∞、視度－1.0m-1のとき。

2．有機EL表示素子採用のファインダー内表示 【NEW】

ファインダー内表示（撮像範囲下の情報表示部）に高輝度、高
コントラスト、低消費電力を実現する有機EL表示素子を採用。
高い視認性を確保し、低温時の応答速度も向上しています。
ファインダー内には風景や建築物などの構図に便利な格子線を
表示（DXフォーマット時）することもできます。

3．高速化に貢献する高速・高精度メカニカル駆動制御機構

ミラー、絞りをそれぞれ独立して駆動させる、高速・高精度なメ
カニカル駆動制御機構を採用。最高約7コマ/秒※1※2の高速
連続撮影、レリーズタイムラグ約0.052秒※2を実現し、ライブ
ビュー時にはミラーアップしたままのスムーズな撮影を可能にし
ています。また、ミラーバランサーの搭載などによりミラーの動
きによる衝撃を抑え、像消失時間を短縮。高速連続撮影時にも
安定したファインダー像を提供します。 
※1 「対DX1.3×クロップ」時。「DXフォーマット」時は最高約6コマ/秒。
 いずれも画質モードはJPEG または12ビットRAW。
※2 CIPAガイドライン準拠。

4．高精度・高耐久シャッターユニット

シャッタースピードはD4と同じ1/8000 秒から30 秒まで。
フラッシュ同調シャッタースピードは1/250秒。シャッターユ
ニットは、カメラに実装した状態で15万回のレリーズテストをク
リアーする、高い耐久性を実現しています。

5．撮影モードダイヤル＆レリーズモードダイヤル

撮影モードダイヤルとレリーズモードダイヤルを同軸2段にし
て操作性を向上。さらに、撮影モードダイヤルにも不用意なモー
ド変更を防止するロックボタンを装備。ロックボタンを押しな
がらダイヤルを回すことで、ロックを解除してスムーズにモード
変更ができます。

6．使用頻度の高い機能に素早くアクセスできる
P（アイ）ボタン 【NEW】

設定を変更したい機能の選択画面をダイレクトに呼び出せる 
Pボタン。撮影時には通常撮影、ライブビュー撮影それぞれの
機能選択画面を、再生時には画像編集メニューを即座に表示
します。

7．SDメモリーカードダブルスロット

記録メディアはSDXC UHS-Iメモリーカードに対応。画像処
理エンジンEXPEED 3の高速化とあいまって、約 2400 万
画素の画像データをスピーディーに処理し、高速で書き込めま
す。［順次記録］や［バックアップ記録］、［RAW+JPEG分割
記録］など、ダブルスロットの使い方も多彩に用意しています。

8．カメラの傾きを確認できる水準器表示

カメラのローリング方向の傾きを水準器表示で確認できます。
ファインダー撮影時は、横位置、縦位置ともにファインダー内に
水準器インジケーターを表示。ライブビュー /動画撮影時には
液晶モニターの表示映像に重ねて表示します。

D7000よりさらに軽量。マグネシウム合金採用の軽量かつ堅牢な防塵・防滴対応ボディー

高度な仕様を採用しながら、D7000より軽量の約675 g※1を実現。上・背面カバーにマグネシウム
合金を採用して高い堅牢性を確保するとともに、効果的なシーリングで、高い防塵・防滴性能※2を達成
しています。
※1 本体のみ。
※2 D800シリーズ、D300S 同等。

光学ローパスフィルターレス仕様の高画素撮像ユニットを搭載したD7100
のポテンシャルは、卓越した光学性能を誇る、多彩なNIKKORレンズによっ
て最大限に引き出されます。解像、色再現、階調表現、ボケ味と、決して妥協
を許さない厳格な設計。ナノクリスタルコートやVRなど数々のニコン独自の
テクノロジー。その当然の帰結として、キットレンズからハイスペックなレンズ
まで、安定して高い光学性能を実現しています。

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
D7100（DXフォーマット）での撮影時：105-300 mmレンズの画角に相当（FXフォーマット/35mm判換算）

軽量・コンパクトながら、70	mm～200	mmの焦点距離域を開放F値4一定でカ
バー。ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコート採用。約
4.0※1段分もの高いブレ軽減効果を発揮する強力なVR（手ブレ補正機構）を搭載し
ています。D7100の「対DX1.3×クロップ」とf/8対応AF、2倍テレコンバーター	
AF-S	TELECONVERTER	TC-20E	Ⅲと組み合わせれば、小型軽量のシステム
で焦点距離約800	mmのレンズに相当する画角※2での超望遠AF撮影を楽しめます。
※1	CIPA規格準拠。FX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。
※2	FXフォーマット/35mm判換算。

希望小売価格 ￥190,000（税別）　JANコード［4960759 026736］

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
D7100（DXフォーマット）での撮影時：24-127.5 mmレンズの画角に相当

（FXフォーマット/35mm判換算）

希望小売価格 ￥95,000（税別）  JANコード［4960759 025265］

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
D7100（DXフォーマット）での撮影時：15-36 mmレンズの画角に相当

（FXフォーマット/35mm判換算）

希望小売価格 ￥112,000（税別）  JANコード［4960759 025869］

画角はニコンDXフォーマットで標準
となる44°。携行性のよい小型・軽
量ボディーで単焦点レンズならでは
の高い描写性能を実現しています。
開放F値が1.8と明るく、光量が少
ない室内などでも手持ち撮影が容
易。シャープなピントと美しいボケ
味の対比を生かした人物撮影が楽
しめます。被写体を自然に捉えるス
ナップや風景撮影にも最適です。

無限遠から至近（等倍）まで幅広い
撮影倍率が楽しめ、等倍撮影でも絞
り開放からシャープな描写力を発揮
します。ゴーストやフレアを効果的
に軽減するナノクリスタルコートの採
用により、逆光時でも画像は鮮明。
ボケ味が美しく、ポートレートや風景
など多彩な撮影にも使えます。

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
D7100（DXフォーマット）での撮影時：52.5 mmレンズの画角に相当

（FXフォーマット/35mm判換算）

希望小売価格 ￥33,400 （税別）  JANコード［4960759 025821］

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
D7100（DXフォーマット）での撮影時：90 mmレンズの画角に相当

（FXフォーマット/35mm判換算）

希望小売価格 ￥83,000（税別）  JANコード［4960759 025623］

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
D7100（DX フォーマット）での撮影時：120-600 mmレンズの画角に相当（FX フォーマット/35mm 判換算）

スポーツ、野鳥、飛行機、鉄道、風景などの撮影に最適な、400	mmまでの広い望
遠域をカバーする5倍望遠ズームレンズ。ナノクリスタルコート、スーパーEDレンズ
1枚、EDレンズ4枚を採用した新規光学設計により、ズーム全域で高い光学性能を
発揮。4.0段※1の手ブレ補正効果とクラス最高レベルのAF速度も実現しています。
D7100との組み合わせでは、「対DX1.3×クロップ」選択時に、焦点距離約800	㎜
のレンズに相当する画角※2となり、画面のほぼ全域を51点フォーカスポイントがカ
バー。快適かつ確実な超望遠AF撮影が可能となり、撮影領域が大きく拡がります。
※1	CIPA規格準拠。FX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。
※2	FXフォーマット/35mm判換算。

希望小売価格 ￥310,000（税別） 　JANコード［4960759 027542］

1716

広角側の画角が83°と広く本格的
な広角撮影が楽しめる、約5.3倍
の高倍率ズームレンズ。EDレン
ズ2枚と非球面レンズ3枚を使用。
シャープな描写力とダイナミックな
画角変化を楽しめます。DXフォー
マットカメラの常用レンズに最適な
1本です。

画角109°からの超広角ズームレン
ズ。狭い室内、建造物、風景等の撮
影や、遠近感を強調したいシーンに	
最適です。スナップなどに使いや
すい画角（74°～62°）をカバーし、
常用装着レンズとしても高い利用
価値があります。また、最短撮影距
離が短いため、望遠側ではクローズ
アップ撮影にも使用できます。

　©	Moose	Peterson
　©	中野耕志
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ポップアップ式の内蔵フラッシュは、ガイド	
ナンバー約12（ISO	100・m、20	℃）、広角
16mmの画角をカバー。アドバンストワイヤレ
スライティング対応のコマンダー機能を搭載し

ており、内蔵フラッシュを主灯に2グループまでの別売スピードライト
（補助灯）をワイヤレスで制御できます。またD7100は、内蔵フラッ
シュまたは別売のニコン・スピードライトとの組み合わせで、高い調光
精度に定評のあるi-TTL調光を始めとする、ニコンクリエイティブラ

イティングシステムの多彩な機能にも対応しています。

内蔵フラッシュのコマンダー機能を利用。
2台のSB-700（1台はアンブレラ型レフ使用）を人物の左右に
配置し、コマンダー機能を用いてワイヤレスで発光させた。

マルチパワーバッテリーパック 
MB-D15
希望小売価格￥40,000（税別）	
JANコード	［4960759	137029］

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

Capture NX-D

マルチパワーバッテリーパック 
MB-D15（別売）
Li-ionリチャージャブルバッテリー	EN-EL15
×1個、または単3形電池（アルカリ/リチウム
/ニッケル水素）×6本、	ACアダプター	EH-5b
（パワーコネクター	EP-5B併用）が使用可能。
D7100本体とMB-D15それぞれにフル充電
したEN-EL15を装てんすれば、約1900コ
マ※撮影できます。縦位置撮影用のAE/AFロッ
クボタン、メインコマンドダイヤル、サブコマンド
ダイヤル、シャッターボタン、マルチセレクター
などを装備。D7100と同等のシーリングを施
したマグネシウム合金ボディーで、高い防塵・

防滴性能を発揮します。

※CIPA	規格準拠。

RAW（NEF）のメリットを最大限に活用できる純正ソフトウェア
ニコンのRAW	画像は、極めて豊かな	
デ ータを持 つNEF（Nikon	Elec-	
tronic	Format）ファイルで記録され	
ます。そのデータを余さず活用する
ことは、ファイル形式との最適化を	
図ったニコン純正のソフトウェア
ViewNX	2（付属）とCapture	NX-D	
（無料ダウンロード）にしかできません。
しかもNEFファイルは、現像はもちろ
ん編集を繰り返しても劣化のないオリ
ジナルデータがそのまま残るので、安
心して編集作業に集中することが可
能。自在な画づくりで、デジタル画像
の資産価値を高めます。

●Capture	NX-Dはニコンのホームページから
無料でダウンロードできます。

　http://nikonimglib.com/ncnxd/

画像に位置情報を埋め込める 
GPSユニット GP-1A（別売） 
撮影画像データに撮影時の位置情報を埋め込
める別売のGPSユニット	GP-1Aに対応。撮
影地点の緯度、経度、標高、UTC（協定世界
時）をExif情報として記録できます。位置情
報を埋め込んだ画像はViewNX	2（D7100
に付属）の地図機能を使って地図上に表示で
きるほか、ニコンの画像共有・保存サービス
「NIKON	IMAGE	SPACE」やインターネッ
ト上の画像共有サービス、市販の電子地図ソフ
トでも楽しめます。

快適な撮影をサポートする高いシステム性
DXフォーマットの機動力を活かしながら拡張性を高める多彩なアクセサリー

コマンダー機能搭載のフラッシュを内蔵。ニコンクリエイティブライティングシステムの多彩な機能にも対応。

バッテリーパック＆GPSユニット ソフトウェア

SB-910SB-700

より柔らかく、自然な光で被写体を優しいイメージに描写。
•	レンズ	AF-S	NIKKOR	85mm	f/1.8G	
•	画質モード：14ビットRAW（NEF）	
•	撮影モード：M、1/80秒、f/4.5	•	ホワイトバランス：AUTO1	
•	ISO感度：400	•	ピクチャーコントロール：ポートレート　
©	Robert	Bösch

アドバンストワイヤレス
ライティング対応
ニコンスピードライト
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ViewNX 2

使いやすい！ わかりやすい！ 画像共有・保存サービス

NIKON IMAGE SPACE 
無料でご利用いただけるオンラインの画像共有・保存サービスです。明快なユー
ザーインターフェースや見やすい画像レイアウト、シンプルな操作フローと処理の
高速化とにより、写真や動画のアップロード/ダウンロード、閲覧、整理、共有、
SNSとの連携が簡単・スムーズに行えます。保存容量2	GBの「ベーシックアカ
ウント」は、「NIKON	 IMAGE	SPACE」にご登録いただいた方全員がご利用
可能。ニコンカメラユーザー向けの「スペ
シャルアカウント」は保存容量20	GBで、
画像共有時のパスワード設定、ダウンロー
ド制限など、充実した機能をお使いいただ
けます。

nikonimagespace.com

多彩な機能を搭載。ワイヤレスリモート
コントローラー WR-1（別売）
WR-1（受信機として使用）を装着したD7100との組み合わせで、
送信機として使用するWR-1の表示パネルから、D7100のカメラ
設定の確認と変更もできる※1、送受信可能な高機能リモコンです。	

電波使用で、WR-1同士の通信距離は最大120	m※2。利用できるチャンネル数
は15。WR-1（送信）の操作で、WR-1（受信）※3を装着したカメラ1台のレリーズ
だけでなく、複数のカメラの「同時レリーズ」およびWR-1装着カメラをマスターカメ
ラとした「連動レリーズ」※4、複数のカメラをグループ分けして行う「グループごとの
遠隔操作」、「インターバルタイマー撮影」をはじめとする多彩なリモート撮影ができ
ます。また、WR-R10/WR-T10※3と組み合わせてのリモート撮影も可能です。
※	1	 	一部の機能を除く。撮影モード（確認のみ可能。変更は不可）、シャッター・絞り（確認・変更の可否は撮影モード

により異なる）、ISO感度等。
※	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。
※	3	 使用するすべてのワイヤレスリモートコントローラー（WR-1、WR-R10、WR-T10）で同じチャンネルへの設

定と、ペアリングまたはIDネーム設定（WR-1のみ）が必要です。ペアリングまたはIDネーム設定が可能な台数：
WR-1	最大20	台、WR-R10	最大64	台。

※4	 「連動レリーズ」でマスターカメラとして使用できるのは、10ピンターミナル装備カメラのみです。

ワイヤレスリモートコントローラー WR-1
希望小売価格	￥66,000（税別）　JAN	コード［4960759	140531］

画像データを有線LANで高速転送、
通信ユニット UT-1（別売）
D7100のアクセサリーシューに装着でき、USB端子に接
続すると、有線LANでパソコンやFTPサーバーへの画像
データの高速転送、カメラの操作が可能。さらに、ワイヤレス

トランスミッター	WT-5併用で、無線LAN※1でも使用※2できます。D7100との	
組み合わせではPC画像送信、FTP画像送信、カメラコントロール（別売の
Camera	Control	Pro	2によるカメラコントロール、撮影した静止画および動画を
パソコンに保存可能）に対応します。
※1	IEEE802.11a/b/g/n規格に準拠。	
※2	D4シリーズとWT-5の組み合わせでご利用いただける「HTTPサーバーモード」および「連動レリーズモード」につ

いては、UT-1とWT-5の組み合わせではご利用いただけません。

通信ユニット UT-1
希望小売価格	￥31,500（税別）	JANコード［4960759	137098］

通信ユニット ワイヤレスキット UT-1WK（UT-1とWT-5のセット）
希望小売価格	￥84,500（税別）	JANコード［4960759	137104］

ワイヤレス アクセサリー／通信ユニット

スマートデバイスとの連携でリモート撮影、
撮影画像の転送ができるワイヤレスモバイル
アダプター WU-1a（別売）
WU-1aをD7100のUSB	端子に接続するとスマートフォン	
やタブレット端末などのスマートデバイスと無線LANを

使った通信が可能。離れた場所からカメラのシャッターをきれるリモート撮影機
能で、手元のスマートデバイスのディスプレイ画面でライブビュー映像を確認しな
がら撮影できます。撮影画像は無線LANでスマートデバイスに転送でき、転送
後はSNSへのアップロード、メール添付などが気軽に楽しめます。iOSおよび
Android	™	OSのスマートデバイスに対応しています。
・スマートデバイスと接続して利用するには、事前にWireless	Mobile	Uti l i ty（各アプリケーションストアより無料で
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。

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］

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（別売）
通信距離はWR-R10とWR-T10で最大20	m※1。WR-
T10を送信機として、WR-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可能（台数無制限）。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※2、静音撮影など、D7100の
さまざまな機能を使用できます。
※1		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。
※2	 動画撮影は、D4シリーズ、D810、D800シリーズ、D750、D610、D600、D7100、D5300、D5200、

D3300、COOLPIX	A、COOLPIX	P7700で可能。

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

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］

WR-T10

WR-R10
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Li-ion リチャージャブル
バッテリー EN-EL15★

希望小売価格 ￥5,000（税別）
JANコード ［4960759 1274575］ 

パワーコネクター EP-5B
希望小売価格 ￥3,000（税別）
JANコード ［4960759 127440］

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

ワイヤレス
トランスミッター WT-5
希望小売価格 ￥64,000（税別）
JANコード［4960759 128881］

通信ユニット UT-1
希望小売価格 ￥31,500（税別）
JANコード ［4960759 137098]

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-23★

希望小売価格￥500（税別）
JANコード ［4960759 125354］

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-500［NEW］
希望小売価格
￥30,000（税別）
JANコード

［4960759 028792］

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
希望小売価格
￥17,000（税別）
JANコード

［4960759 027801］

スピードライト
SB-910/700/500/300

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

ヘッドホン

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］

テレビ・ビデオ用アクセサリー

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］

WR-T10

ワイヤレスリモート
コントローラー WR-1
希望小売価格￥66,000 （税別）
JANコード ［4960759 140531］

WR-1

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・バッテリー ・ バッテリーチャージャー

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］

液晶保護フィルム・その他
D7100用液晶保護フィルムセット 
NH-DFL7100SET
価格 オープンプライス
JANコード ［4955478 177265］

カメラケース

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/Android ™ OS）

コンピューター関連アクセサリー

ワイヤレストランスミッター ・ 通信ユニット

SDメモリーカード★★

ヘッドホン★★

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 弊社ホームページで最新のCapture NX-Dを無償でダウンロードできます。※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D7100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。

USBケーブル UC-E6★

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

ViewNX 2★

Capture NX-D※1

（ニコンのホームページから無料でダウンロード
 可能）

Camera Control Pro 2※2

価格：オープンプライス
JANコード ［4960759 125422］

Camera Control Pro 2
Upgrade※2

価格：オープンプライス
JANコード ［4960759 125453］セミソフトケース CF-DC3

希望小売価格 ￥4,000（税別）
JANコード 

［4960759 127426］

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-5B 
希望小売価格￥3,000（税別）
JANコード ［4960759 127440］

単3形電池6本★★

Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL15★ 
希望小売価格￥5,000（税別）
JANコード ［4960759 127457］

バッテリーチャージャー 
MH-25★ 
希望小売価格￥4,500（税別）
JANコード 

［4960759 127471］

マルチパワーバッテリー
パック MB-D15
希望小売価格￥40,000（税別）
JANコード 

［4960759 137029］

マグニファイングアイピース 
DK-21M
希望小売価格￥3,000（税別）
JANコード ［4960759 124302］

＊ SC-29でSB-300
使用時にはAF補助
光は発光しません。

HDMI 入力
ビデオレコーダー★★

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

液晶保護ガラス LPG-001［NEW］
希望小売価格 ￥2,800（税別）
JANコード ［4960759 144652］

http://nikonimagespace.com


