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創造力は解き放たれた。
UNCHAINED.
FXフォーマット・2432万画素、EXPEED 4がもたらす高品位画質と、
かつてないレベルに到達した高い機動力との融合。
上位モデルに迫る、妥協のない高度な仕様。
表現の自由度を拡げる、チルト式液晶モニター、内蔵Wi-Fi機能。
すべてを手に入れ、あらゆる制約を打ち破ったD750が、
今、ニコンFXフォーマットモデルの新境地を切り拓き、
とめどなく湧き起こる創造への意欲を無限の領域へと解き放つ。
自由は限りなく、そこに拡がる。今はただ、心の赴くままに立ち向かえばいい。
高品位画質 × 本格仕様 × 高機動力 の高次元バランスを達成した、
万能かつ最強のパートナー、D750を手に。

D750　価格：オープンプライス　JANコード［4960759 143846］
付属品：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-25a、 
USBケーブル UC-E17、ストラップ AN-DC14、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-21、 
アイピースキャップ DK-5、ViewNX 2 CD-ROM

D750 24-85 VR レンズキット　
価格：オープンプライス　JANコード［4960759 144232］
内容：D750・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

D750 24-120 VR レンズキット　
価格：オープンプライス　JANコード［4960759 144553］
内容：D750・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G 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。
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FXフォーマット・2432万画素のポテンシャルを引き出す高い光学性能と機動性を兼備した、
ナノクリスタルコート採用の高性能なAF-S 24-120mm VRをレンズキットに採用。



Freedom to 

Challenge
ー 立 ち 向 かう自 由 ー

・レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ　・画質モード：14ビットRAW（NEF）　・撮影モード：マニュアル、1/1000秒、f/4　・ホワイトバランス：曇天　・ISO感度：400　・ピクチャーコントロール：スタンダード　© Ray Demski

内部構造のレイアウトからゼロベースで刷新し、ボディーを大幅に薄型化
したことで実現した深いグリップが、手の大小を問わず確実なホールド感を
提供。小さく軽いボディーをしっかりホールドできるD750の極めて高い
機動力が、FXフォーマット・2432万画素の高品位な画質と融合すること
で、撮影者を従来の制約から解放し、新たな撮影領域での自由な映像表
現へと導きます。さらに、FXフォーマットでもDXフォーマットでも最高約
6.5コマ/秒※1、最大100 コマ※2までの高速連続撮影が可能。D750の
機動力を活かして動きの速い人物を追うような撮影でも、狙い通りの瞬間
を捉える確実性が大きく向上しています。

D4S、D810と同様の51点AFシステムが撮影画面中央部を広く高密
度にカバーし、高い被写体捕捉性能を発揮して、D750の俊敏なフットワー
クを加速します。中央部15点には、水平・垂直両方向の位相差を検出する、
より捕捉性能の高いクロスセンサーを配置。すべてのフォーカスポイント
はf/5.6に対応します。

フォーカスポイントは、51点のうち15点（中央部9点＋中段左右各3点）
がf/5.6超～ f/8未満に、11点（中央部5点＋中段左右各3点）がf/8に
対応。1.4×および1.7×テレコンバーター使用時にもストレスのないAF
を実現しており、望遠系のNIKKORレンズと2×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。D750の
小型・軽量ボディーと最新設計の小型・軽量FXフォーマット対応レンズ、
テレコンバーターの組み合わせによる「システム全体として
の高い機動力」が撮影領域をさらに拡げます。

AFエリアモードには、D4S、D810同様、シングルポイントAF、ダイナミッ
クAF、3D-トラッキング、オートエリアAFに加えてグループエリアAFを
搭載。ダイナミックAFが捕捉初動時に選択したフォーカスポイント1点で
被写体を捉えるのに対し、常時5点（選択したフォーカスポイント＋上下左
右4点）で形成したグループで、被写体を面で捉えるグループエリアAFは、
より高い被写体捕捉性能が得られます。不規則な動きをする被写体を捉え
る場合でも、ピントが背景に合ってしまうのを防ぎ、より確実に目的の被写
体を捉えてシャープにピントを合わせられます。

躍 動 す る 被 写 体も、俊 敏 に 追 い 詰 め 描き切 る 。
ゼロベースで新設計したボディー内レイアウトによって、かつてない「抜群のホールド感をもたらす深いグリップ」と「小型・軽量・薄型ボディー」を両立。
「握りの良さ」がサポートする高度な機動力を活かした俊敏なフットワークで、どんな被写体もたやすく追い詰める。
FXフォーマット・2432万画素で最高約6.5コマ/ 秒※の高速連続撮影。そして、不規則に動く被写体も「面で捉える」グループエリアAFを 
搭載したD750の信頼性の高い51点AFシステムが、最良の瞬間を正確なピントで捉えるアシストをしてくれる。
撮影者は、思い通りの写真表現を目指して、被写体と構図にだけ集中すればいい。

f/5.6対応の
フォーカスポイント

f/5.6超～ f/8未満対応の
フォーカスポイント

　：クロスセンサーとして機能　　　：ラインセンサーとして機能

f/8対応の
フォーカスポイント

※1  CIPAガイドライン準拠。
※2  JPEG。FXフォーマットで、画質モードFINE・画像サイズL（最大87コマ）の場合を除く。

※ CIPAガイドライン準拠。

FXフォーマット・2432万画素、 
約6.5コマ/秒、本体質量約750g 
革新的に高い機動力と高品位画質の融合

グループエリアAF
不規則に動く被写体も「面で捉える」

高密度51点AFシステム 
フラッグシップD4Sゆずりの捕捉性能でさらに高まる機動力

f/8対応AF
機動性の高い超望遠AF撮影も可能
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR ＋ 
AF-S TELECONVERTER TC-20E Ⅲ ＋ D750
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 　希望小売価格：¥190,000（税別）　 JANコード［4960759 026736］
AF-S TELECONVERTER TC-20E Ⅲ 　希望小売価格：¥62,000（税別） 　JANコード［4960759 025937］



D750は、有効画素数 2432 万画素と広い FX
フォーマットの組み合わせという、鮮鋭感と画像の
美しさを両立するバランスのよい仕様を採用。新
開発の撮像素子が、広い画素ピッチで、ワイドなダ
イナミックレンジ、豊かで滑らかな階調表現、本質
的にノイズの少ない優れた高感度性能をもたらし
ます。ここから得られる高品位な画像データを処理するのは、忠実な色
再現と高感度でのノイズ低減のために新しいアルゴリズムを採用した画像
処理エンジンEXPEED 4。髪の毛や草などのコントラストが低い被写体
でも、2432万画素が描き出す微妙な質感や明るい部分のディテールを
残し、高い鮮鋭感を保ったまま、暗部の黒浮き、静止画の色ノイズ、動画の
ランダムノイズを効果的に低減します。特に高感度時のクリアーな画像は
D810をもしのぐ画質。この優れた高感度性能は、動画撮影時においても
威力を発揮します。

ニコン独自の厳格な画質基準をクリアーしたD750の常用ISO感度域は
ISO 100 ～ 12800。この広い撮像感度域で、文字通り「常用」に耐えう
る高品位な画質を実現しています。さらに、ISO 50 相当（Lo 1）までの

減感、ISO 51200 相当（Hi 2）ま
での増感も可能です。真昼の強い
光から、夕暮れの弱い光、室内の薄
暗い光、夜景にいたるまで、さまざま
な光の状況に、画素ピッチの広い大
きなFXフォーマットCMOSセンサー
が対応。常用感度域全域で、ザラ
つきの少ない美しい色再現の、クリ
アーな画像を実現しています。

D4S、D810 で 定 評 のある51 点 AFシステムをさらに 発 展させ た
D750のAFシステム。AFセンサーには、新開発のアドバンストマルチ
CAM 3500Ⅱオートフォーカスセンサーモジュールを採用しています。 
特に低輝度時の合焦性能を強化しており、－3 EV（ISO 100・20°C）
という、もはや肉眼でさえも定かには見えにくいレベルの暗さにまで対応。
極端に暗いシーンでもスムーズに、かつ確実にピント合わせができ、通常
の撮影シーンで想定されるほとんどの明るさで、ストレスのない AF 撮影
が可能です。この低輝度対応AFと優れた高感度性能の組み合わせによっ
てピントと画質に対する不安を払拭し、暗所における撮影の自由度を格段
に高めています。

・レンズ：AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED　・画質モード：14ビットRAW（NEF）　・撮影モード：マニュアル、1/1000秒、f/2.8　・ホワイトバランス：色温度（2700K）　・ISO感度：1600　・ピクチャーコントロール：スタンダード　© Ray Demski

限 界を超える 力 に 、表 現 意 欲 はとめど なく湧き起こる 。
常用ISO感度 100 ～ 12800の全域で得られる、ザラつきがなく色再現が美しい、クリアーな画像。
有効画素数2432万画素の高い鮮鋭感を保ったままノイズを効果的に低減する高感度域での画質は、D810をも凌駕する。
そして、オートフォーカスは肉眼でさえ定かには見えにくい －3 EV※という暗さにまで対応し、常に安定した精度でAF撮影を可能にする。
撮影の限界とされていた壁を打ち破るD750の力が、表現者の感性を解き放つ。

ISO 6400

夜間、月明かりだけで撮影

ISO 12800

Hi 1（ISO 25600相当）

新開発CMOSセンサー × EXPEED4 
D810をもしのぐクリアーな高感度画質を実現

ー 3 EV対応AFシステム ： 
新開発 アドバンストマルチCAM3500Ⅱ 
低輝度対応AFと優れた高感度画質との組み合わせが、 
撮影の自由度をさらに高める

常用ISO感度100 ～ 12800 
優れた高感度性能が撮影領域を拡大する

76

Freedom to 

Express
ー 表 現 す る自 由 ー ※ISO 100・20°C時。

© Ryo Ohwada

© Joshua Cripps



D750は、ニコンFXフォーマットモデルで初めて可動式液晶モ
ニターを採用。上向き最大約90度から下向き最大約75度まで

の広い範囲で、自由な角度に素早く展開できるチルト機構を採用して
おり、多様なアングルでのライブビュー撮影や動画撮影が容易にできま

す。機構部は強度と軽量化のバランスの取れた形状。収納時にはボディー
に埋め込むように格納することでボディーの薄型化にも貢献しています。
モニターの中心がほぼレンズの光軸に重なるポジションを基準にチルトす
るため、カメラを体の中心に構え、ファインダー撮影に準じた自然な印象で
撮影画面を確認可能。また、液晶モニターがカメラ本体から大きく離れ
ないため、コンパクトで機動的な取り回しができ、より直感的に多彩なア
ングルで撮影できます。

Wi-Fi通信機能を内蔵したスマートフォンやタブレット端末などのスマート
デバイスと双方向ワイヤレス通信ができるWi-Fi機能を、ニコンFXフォー
マットモデルで初めて内蔵しました。撮影画像（静止画）はスマートデバ

イスに効率よく取り込み、インターネット経由で共有可能。本格的な
作品を多くの人と迅速に共有でき、表現者としての価値を広く認識し

てもらうことで、写真撮影の意欲がさらに高まります。また、スマート
デバイスのディスプレイ画面をライブビュー画面として使用し、ベスト

なアングルやタイミングを確認しながらのリモート撮影が可能。自
分撮りや記念撮影だけでなく、三脚にセットしたカメラから離れ

て鳥や動物の自然な様子を撮影するなど、多彩な撮影に応用
できます。

● Wi-Fi機能を使用するには、事前に、スマートデバイスにWireless Mobile Utility（iOS/
Android™に対応）をインストールする必要があります。Wireless Mobile Utilityは各スマー

トデバイスのアプリストアからダウンロード（無料）できます。

● D750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。

デジタル画像ならではの表現効果を手軽に楽しめる、7種類のスペシャ
ルエフェクトモードを用意。画像編集ソフトを使わずに、D750での簡単
な操作だけで、多彩なスペシャルエフェクトを自由な発想でさまざまな撮影
シーンに適用し、クリエイティブな表現を気軽に実現できます。スペシャル
エフェクトモードは動画撮影時にも有効。チルト式液晶モニターを組み合
わせれば、D750ならではの魅力的でユニークな動画撮影が楽しめます。
ライブビュー時は、液晶モニターの表示映像に表現効果をリアルタイムに
反映。仕上がりのイメージをその場で確認しながら、的確に設定できます。
デジタル一眼レフカメラ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、映像表現の幅を大きく拡げます。

・レンズ：AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G　・画質モード：14ビットRAW（NEF）　・撮影モード：絞り優先オート、1/200秒、f/2.2　・ホワイトバランス：AUTO１　・ISO感度：4500　・ピクチャーコントロール：スタンダード　© Ryo Ohwada

撮 影 に 、共 有 に 、表 現 に 、新 た な 発 想 が 膨らむ 。
大胆にアングルを変えると、何の変哲もない街角の風景も、それまでとはまったく異なる表情を見せてくれる。
渾身の作品を、たった今受けたばかりの感動とともに共有する悦びを知ると、さらに撮影意欲が湧いてくる。
そして、手軽に実現できるデジタルならではのさまざまな表現効果が、創造力をいやがうえにも掻き立てる。
D750に触発された斬新な発想が、写真表現の幅をさらに大きく拡げてくれる。

シルエット

セレクトカラーカラースケッチ

ハイキー

　　　　　　 可動式液晶モニター NEW 
 多様なアングルでの撮影をサポート、安心の高強度

　　　　　　 スペシャルエフェクトモード 
 自由な発想を映像表現に手軽に活かせる　 

　　　　　　 内蔵Wi-Fi機能：スマートデバイスへの 
　　　　　　 画像転送やスマートデバイスからの 
 リモート撮影が可能

98

D750に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※１、 
ミニチュア効果※ 2、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー
※1 動画撮影の場合は、コマ送りのような動画として記録されます。
※2 動画撮影の場合は、早送り動画として記録されます。

Freedom to 

Imagine
ー 発 想 す る自 由 ー

 format
モデル初FX  format

モデル初FX

 format
モデル初FX

© Ryo Ohwada



・レンズ：AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED　・画質モード：14ビットRAW（NEF）　・撮影モード：マニュアル、1/5秒、f/9　・ホワイトバランス：曇天　・ISO感度：１00　・ピクチャーコントロール：ニュートラル　© Joshua Cripps
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D750は、ニコンFXフォーマットモデルで初めてモノコック構造を採用し、
従来の構造では不可欠だった大型の骨格部材を廃止。外装が骨格を兼ね、
強度部材として内部構造を堅固に守るこの構造が、高い強度・剛性を保
ちながら小型・軽量化に大きく貢献しています。このモノコック構造の採
用を可能にしたのが、「新素材の活用」です。前ボディー（下に掲載のモノ
コック構造イメージ図のオレンジ色の部分）とボディー前面のカバーに、軽
量でありながらアルミニウムやマグネシウム合金に迫る強度・剛性を持つ
炭素繊維複合素材（新素材）を採用。さらに、背面カバー・上面カバーに
はマグネシウム合金を採用しており、軽さと同時に酷使に耐える強度と剛
性を確保しています。また、電子部品を実装するメイン基板の面積を高密
度実装により大幅に縮小。これを撮像
ユニットとほぼ同一面に配置するという
新発想と、ミラー・シャッター・絞り用駆
動系ユニットの配置の最適化、そして、理
想的なグリップ形状を実現するためにゼ
ロベースで新規設計したボディー内の底
部レイアウト。これらの工夫と大型の骨
格部材を不要としたモノコック構造の採
用の組み合わせにより、大幅な薄型化を
達成。プロフェッショナルモデルに迫る
高度な仕様とチルト式の液晶モニターを
搭載しながら、小型・軽量で画期的に薄
型のボディーを実現しています。高い機
動力を活かして、撮影のフィールドを未踏
の領域にまで大きく拡張し、旺盛な好奇
心と探究心を存分に満たすことができま
す。

 

新規設計のボディー内レイアウトの採用をはじめとする
さまざまな工夫の組み合わせで実現した、かつてない
深いグリップ。このD750の深いグリップは、小型・軽
量ボディーでありながら、手の大きい人でも爪が当たら
ずにしっかりと握り込めます。さらに、小指まで余さず
掛かる十分な長さを取り、より手にフィットするよう丸み
を持たせており、手の大きさを問わず、確実なホールド
が可能。不意に訪れるシャッターチャンスにも即座に
対応でき、動きまわる被写体を間近で追い続けるよう
なアクティブなカメラワークをも可能にすることで、機動力をさらに高めてい
ます。また、D4S、D810と同じ、握力を確実に受け止める握り心地のよ
い素材と滑りにくい深いレザートーン加工を採用。グリップ部に設けたSD
カードカバーの表面にもラバー素材を使用しており、ホールド性、グリップ感
の向上に貢献しています。

静止画は、3つの撮像範囲を選択可能。撮像範囲を使い分けることで、
撮影画角を3段階に変更できます。［FX（36×24）1.0×］は35mm判カ
メラに準じた画角のFXフォーマット（35.9×24.0 mm）で画像を記録し
ます。［1.2×（30×20）1.2×］は29.9×19.9 mm、［DX（24×16）1.5×］
はDXフォーマット（23.5×15.7 mm）で画像を記録。それぞれ、レンズ
に表記されている焦点距離の約1.2倍、約1.5倍のレンズに相当する画角
になり、レンズを交換することなく被写体をより大きく写せるため、大胆な
構図変更にも気軽に素早くトライで
きます。また、DXフォーマットで
は51点のフォーカスポイントが撮
影画面のほぼ全域をカバーするた
め、動きの大きな被写体の撮影に有
効。初期設定では、DXレンズ装
着時には撮像範囲が自動的に［DX 

（24×16）1.5×］に切り換わります。

拡 がる 撮 影 領 域 が 、好 奇 心と探 究 心をさらに 刺 激 す る 。
仕様が高度になると大きく重くなるというデジタル一眼レフカメラの常識を打ち破った、D750の高い機動力。
FXフォーマット・有効画素数2432万画素の豊かな表現力とプロフェッショナルモデルに迫る本格仕様が、
限界まで追い込んだ小型・軽量ボディーに凝縮され、撮影者を新たな領域へと解き放つ。
アクティブな表現者の好奇心と探究心は、格段に拡がった撮影フィールドで、かつてない映像表現へと昇華する。

 FXフォーマット
（1.0×）

1.2×

 モノコックボディー 
 本体質量約750g の小型・軽量、薄型で強度、 
 剛性の高いボディーが 
 抜群の機動力で撮影フィールドを大きく拡げる

3種類の静止画撮像範囲[FX/1.2×/DX]  
レンズの画角をカメラ側で変えられる

抜群のグリップ感とホールド性 
が機動力をさらに高める
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 DXフォーマット
（1.5×）

Freedom to 

Explore
ー 行 動 す る自 由 ー

上面・背面カバーにマグネシウム合金を
採用

駆動系ユニット（D810と同様に4つの
モーターを搭載）を実装した前ボディー

前ボディー：炭素繊維複合素材（新素材）

前面カバー：炭素繊維複合素材（新素材）

上面カバー：マグネシウム合金

背面カバー：マグネシウム合金

D750のモノコック構造（イメージ）

 format
モデル初FX



 

動画撮影時に使える便利な機能を集
めた「動画撮影メニュー」を、独立した
メニューとして新設。 静止画の撮影メ
ニュー同様、液晶モニターのメニュー画
面左側のタブを選ぶことで呼び出せま
す。動画に関する機能を効率よく設定
できます。 

マルチパターン測光に加え、被写体の移動や構図変更に対してより安定性
を重視して露出を制御する動画専用の中央部重点測光と、ハイライト部の
白とびを低減させるハイライト重点測光を採用。撮影状況に応じて、最適
な測光モードを選べます。 

動画のカスタムメニューでファンクショ
ンボタンとプレビューボタンの機能を
「パワー絞り」※に設定すると、動画ライ
ブビュー時および動画撮影中に絞り設
定をボタン操作で、無段階で滑らかに調
整できます。HDMI接続した外部レコー
ダーに直接記録している場合は、録画映
像にも反映されます。D750 では、マルチセレクターの上・下を押す
ことで、より直感的にパワー絞りを操作することもできます。［マルチセ
レクターによるパワー絞り］は、動画撮影中でもPボタンを使って素早く設
定変更できます。

例えば、暗い廊下を抜けて明るい屋外へと至るシーンを連続して撮影する
場合、被写体のブレ具合と被写界深度を一定にするためにマニュアル露出
でシャッタースピードと絞りを設定し、感度自動制御を使って自動的に適正
露出を得られます。感度が高くなりすぎないように上限感度（200～Hi 2）
の設定も可能。光がドラマチックに変化する場面などに有効です。 

内蔵ステレオマイクは、音声を正面から受け止めるためボディー前面に、光
軸をはさんで配置。従来機種より左右に離して配置してあるため、ステレ
オ効果が高く、臨場感あふれる音声を記録できます。また、ステレオマイク
ロホン ME-1（別売）を接続し、メカニカルノイズを低減したクリアーな音声
の録音も可能。マイク感度（20段階）は動画ライブビューおよび動画撮影
中に音声レベルインジケーターで音量を視覚的に確認しながら設定できま
す。また、ヘッドホン端子も装備しており、市販のステレオヘッドホンで動
画ライブビューおよび動画撮影中の音声をモニターできます（動画ライブ
ビュー時は30段階の音量微調整可能）。さらに、楽器演奏や街のざわめ
きの録音など幅広いシーンに適した［広帯域］と、主に人の声を録音したい
ときに適した［音声帯域］からマイクの周波数特性を選べる、「録音帯域」の
設定が可能。内蔵マイク使用時には「風切り音低減」も設定できます。［ヘッ
ドホン音量］は動画ライブビュー時のみ、「マイク感度」、「録音帯域」、「風
切り音低減」はさらに動画撮影中でも、Pボタンを使って素早く設定変更で
きます。

HDMIケーブル HC-E1（別売）を介して、1080/60pの非圧縮映像を
外部レコーダーに直接記録可能。非圧縮またはロスレス圧縮のファイル形
式で保存すれば、業務用途に対応する画質を維持した動画編集が可能で
す。またカメラ内のメモリーカードにも1080/60pのフルHDで同時記録
でき（MOV形式、H.264/ MPEG-4 AVC）、
バックアップデータとして残しておけます。

動画ライブビュー映像のハイライト領域を
斜線表示させて確認できます。HDMI出
力時には、出力先に映りこまないようにす
ることも可能。「ハイライト表示」は、動画
撮影中でもPボタンを使って素早く設定
変更できます。

カスタムメニューを使って、動画ライブ
ビュー時にプレビューボタンを押したと
きの機能を設定できます。初期設定で
はインデックスマーキングに設定されて
おり、動画撮影中に重要なフレームにイ
ンデックスマークを付け、カメラでの動
画編集時に目的の場所を素早く呼び出
せます。インデックスマークはプログレスバーとともに表示されるので、確
認は容易。この機能は、カスタムメニューを使ってファンクションボタンに
割り当てることもできます。

ゆっくりと変化する雲の流れや星の動き、開花の様子などの自然現象、切れ
目なく行き交う都会の車や人の流れを、ドラマチックな一篇の動画として記
録できる微速度撮影機能を搭載。一般的には撮影後の編集などが必要な
微速度動画が、カメラの設定画面で撮影間隔と撮影時間を設定するだけで
簡単に生成できます。しかも、撮影時の演算により露出変化の平滑化を実
現。夜明けや夕暮れのような露出が滑らかに変わるシーンや、一定の輝度
で露出が変化しないシーンでも、微速度動画再生時のチラツキを効果的に
低減できます。このスムージング制御は、微速度動画の素材取得に使われ
ることが多いインターバルタイマー撮影についても同様に実行し、各画像
の露出のばらつきを低減可能。なお、インターバルタイマー撮影の撮影回
数は、最大9999 回まで設定できます。

チルト式液晶モニターの採用でカメラアングルの制約から解放され、構図
の自由度が格段に高まった動画撮影。チルト式液晶モニターを採用しなが
ら実現した小型・軽量ボディーと、チルト式液晶モニターによる多彩な撮影
アングルとによって、新しい映像表現の可能性が拡がります。

被写体の動きをより滑らかに表現できる1920×1080：60pのフルHD
に対応。新開発の撮像素子とEXPEED 4による映像生成処理の最適化
によって、高画素のデータをもとに、鮮鋭感が高く、モアレやジャギー、偽色
の少ない動画を提供します。撮影シーンや被写体に制約を受けない、自由
な映像表現が可能です。また、動画記録に最適化したノイズ低減によって、
鮮鋭感を維持しながら効果的にノイズを軽減。高感度設定時にもノイズを
最小限に抑えたクリアーな動画を撮影できます。撮像範囲は作画意図に応
じて選択可能。「FXベースの動画フォーマット」は大きな撮像素子を活かし
て美しいボケ味を重視した表現ができ、「DXベースの動画フォーマット」は
被写体をより大きく引き寄せた、迫力のある映像表現ができます。1台のカ
メラで2つの撮像範囲を使い分けることで、DXレンズを含むNIKKOR
レンズの豊富なラインナップと連携して、手軽に、より自由な映像表現が楽
しめます。撮像範囲は、Pボタンを使って素早く設定変更できます。

FX ベースの
動画フォーマット

DX ベースの
動画フォーマット

● 右図は、静止画撮影時のFX
フォーマットの撮像範囲に対す
る、2つの動画フォーマットの撮
像範囲のイメージです。

さらに 画 質と表 現 力 、操 作 性を高 め た 動 画 機 能 。
チルト式液晶モニターの採用で構図の自由度が格段に高まった動画撮影。
さらに、2つの撮像範囲を使い分ければ、NIKKORレンズの豊富なラインナップと連携して、
さまざまな映像表現を楽しめる。ノイズが少なく、モアレやジャギーが抑えられた、美しく、鮮鋭感の高い映像。
きめ細かい音声制御。そして、新たに設けられた動画専用の撮影メニューや、
ハイライト表示などの便利な機能が、スムーズな撮影をサポートしてくれる。「自由」は、ここにもあった。

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］ 

内蔵ステレオマイク

スムージング制御なし

スムージング制御あり

1080/60pのフルHDクオリティー、 
マルチエリアモードフルHD Dムービー

チルト式液晶モニター でさらに拡がる映像表現の可能性

動画撮影メニュー NEW 
設定操作の効率を向上

ハイライト領域を視認できる ハイライト表示

カメラ内での動画編集に便利な インデックスマーキング

撮影状況に応じて選べる 多彩な測光モード

Mモード時の感度自動制御 
シャッタースピードと絞りを固定しての露出自動追従が可能

微速度撮影
微速度動画を簡単にカメラ内で生成可能

HDMI出力 
ボディー内での記録と同時に外部機器にフルHDで記録可能

パワー絞り 
動画撮影中にも滑らかな絞り制御が可能

内蔵ステレオマイク × ヘッドホン端子 
動画撮影中も音声レベルのモニタリング、設定が可能

※ 撮影モードA、M 時のみ動作。内蔵マイク使用時は作動音が入ります。ステレオマイクロホン ME-1（別売）の使用を
おすすめします。
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Freedom to 

Create Movies
ー 映 像 表 現 の 自 由 ー

D750にME-1を装着



ボディーの薄型化に対応して接眼レンズ群を新たに設計した光学ファイン
ダー。撮像素子が大きいFXフォーマットならではの大きなファインダー像
は、ガラスペンタプリズムの使用、新規設計のファインダースクリーン採用
により、一段と明るくクリアーです。さらに、メインミラーにD4S、D810
と同等の多層コートを採用し、ニュートラルな色味を実現しています。視野
率約100％で撮像範囲をくまなく視認可能。快適に厳密なフレーミングが
でき、集中して作画に取り組めます。

チルト式液晶モニターの機構部は強度と軽量化のバランスの取れた形状。
収納時にはボディーに埋め込むように格納することでボディーの薄型化に
も貢献しています。また、ニコン独自の3軸ヒンジ構造を採用しており、上
向き展開時には徐々に手前にせり出すため、約90度まで展開しても接眼
部に遮られてモニターが見えにくくなることがありません。さらに、下向き
展開時にはモニター部がスイングバックするため、特にモニター展開時の
初動においても雲台に当たることがなく、三脚に取り付けたままでスムーズ
に展開できます。

液晶モニターは、3.2型、約122.9万ドットと大きく高精細。より高輝度
なRGBW配列やガラス・パネルの一体型構造の採用により、明るい日中
の屋外などでもクリアーな視認性を実現。広視野角 （上下左右170°）で、
斜めからでもはっきり視認できます。また、メニュー操作により液晶モニター
の色調をカスタマイズ可能。作業の基準となるパソコンのモニターに合わ
せるなど、ワークフローの向上につなげることができます。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。

広角24 mmレンズの画角をカバー※する、ガイドナンバー約12（ISO 
100・m、20°C）、i-TTL調光対応のフラッシュを内蔵。逆光時や暗い
ときに素早く使えるだけでなく、プロフェッショナルからも高く評価される
ニコンならではの優れた調光精度により、自然な明るさの美しいフラッシュ
撮影を手軽に実現できます。しかも、ニコン独自のワイヤレス増灯撮影「ア
ドバンストワイヤレスライティング」で補助灯を巧みに制御するコマンダー
機能を搭載。内蔵フラッシュを主灯として、2グループまでの別売スピー
ドライト（補助灯）をワイヤレス制御できます。さまざまな方向から光を当
てることで、花を鮮やかに撮る、顔の輪郭やディテールを鮮明に描写する、
被写体の微妙な質感を表現するなど、多彩なライティング撮影が気軽にで
き、クリエイティブな表現を追求できます。

D750はWi-Fi機能を内蔵。iOS/Android™対応の専用アプリケーション
Wireless Mobile Utilityを使って、スマートデバイスへの画像転送、スマー
トデバイスからのリモート操作がスムーズにできます。上面カバーにマグネ
シウム合金を採用しながらも通信距離が約30 m（見通し）※と高い無線性
能を発揮。画像転送中に撮影を継続することもできます。

ニコンデジタルカメラとスマートデバイス（スマートフォンやタブレット端末）
を双方向ワイヤレス通信でつなぎ、ワイヤレス操作で写真転送、リモート撮影
ができる専用アプリケーションです。iOS/Android™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。

Freedom Fundamentals :

Response capabilities
使 い や す い「 映 像 表 現 の 道 具 」として の 、柔 軟 な 対 応 力 。

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］

D750にUT-1を装着し、
LANケーブルを接続

D750にUT-1、
WT-5を装着

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］ 

D750は、D4Sと同様、スタジオや報道分野などプロフェッショナルの現場
でのワークフローを円滑にする、通信ユニット UT-1とワイヤレストランスミッ
ター WT-5（いずれも別売）を使用した本格的な通信機能にも対応。UT-1
をカメラに接続することにより有線LAN（Ethernet）で、さらにUT-1に
WT-5を取り付けると、無線LAN※1でもFTPサーバーやパソコン※2との
通信が可能です。カメラのメモリーカードに記録した静止画・動画、撮影直
後の静止画を直接FTPサーバーやパソコンに送信・保存できるだけでなく、 
Camera Control Pro 2（別売）を用いたカメラの遠隔操作や静止画・動
画のパソコン※2への送信・保存も可能。パソコンやiPhone※3の Webブ
ラウザーからも、カメラのメモリーカードに記録した静止画の閲覧やリモート
撮影ができます。

Camera Control Pro 2はスタジオ撮影のサポートを目的とした、リモー
ト撮影アプリケーションです。USB接続により、パソコンからリモートコント
ロールで撮影モードやシャッタースピード、絞りの変更はもちろん、スムーズ
なライブビュー撮影も可能。静止画ライブビュー時のモニターの色や、各撮
影画像のホワイトバランスも調整できます。静止画／動画ライブビューの切
り換え、動画撮影時には撮影の開始・停止、パソコンのモニター上への音声
レベルの表示も可能。また、通信ユニット UT-1（別売）やワイヤレストランス
ミッター WT-5※（別売）との組み合わせで、有線LAN（Ethernet）、無線
LANによる接続が可能。撮影データはパソコンに直接転送でき、撮影、
画像転送、保存などの一連の作業をスムーズに処理できます。

見えの色味をさらに洗練した、 
視野率約100%の光学ファインダー

カラーカスタマイズが可能な高精細液晶モニター

コマンダー機能搭載の内蔵フラッシュ

プロフェッショナルのワークフローを円滑にする 
本格的な通信機能にも対応

リモートコントロールソフトウェア 
Camera Control Pro 2 （別売）

※ 電波干渉がない場合。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機能を使用するには、事前に、スマートデバイスにWireless Mobile Utility（iOS/Android™に対応）をインス
トールする必要があります。Wireless Mobi le Ut i l i tyは各スマートデバイスのアプリストアからダウンロード（無料）
できます。

● D750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。

● D750に内蔵のWi-Fi機能は、Camera Control Pro 2との連携はできません。

※D750でWT-5を使用するには通信ユニット UT-1（別売）が必要です。

※使用するレンズや撮影距離によっては、フラッシュのケラレが発生することがあります。

※1 IEEE802.11a/b/g/n 規格に準拠。

※2 Wireless Transmitter Util ity（カメラに付属のViewNX 2 CD-ROM内のインストーラーを使ってニコンホーム
ページからダウンロード）がインストールされている必要があります。 

※3 iPhoneはApple Inc.の商標です。 

● D750、通信ユニット UT-1、ワイヤレストランスミッター WT-5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。

チルト式液晶モニター 
3軸ヒンジ構造で自由度が高く、高い強度も確保

　　　　　　 内蔵Wi-Fi機能：スマートデバイスへの 
 画像転送とスマートデバイスからの 
 リモートコントロールが可能
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D750のアドバンストシーン認識システムは、91KピクセルRGBセンサー
（約 91,000ピクセル）を用いて撮影シーンの輝度や輝度差、色、ハイ
ライト部の分布、さらには人間の顔の有無（光学ファインダー撮影時の顔認
識※）までを精査し、的確に分析した結果を反映させて、自動制御機能の精
度を高めます。これにより、AFの正確な被写体追尾、人物の顔を重視し
たピント合わせや露出制御と調光、ハイライト部を考慮したバランスの取れ
た露出制御、高精度なホワイトバランスが可能。また、撮像素子からの情
報を利用し、顔の拡大再生や、動画撮影を含めたライブビュー時の露出と
AFの制御精度も高めています。

91KピクセルRGBセンサーとイメージセンサーを併用した、アドバンスト
シーン認識システムの「光源判別」と「撮像素子での顔認識」を応用して、
撮影シーンの色や輝度をつぶさに検知し、膨大なデータベースに基づいて
演算することで、光源を高精度に判別します。通常の照明の色味を補正す
る制御に加え、電球色の光源下で撮影した際に暖かみのある画像に仕上げ
る制御［AUTO2：電球色を残す］も選択できます。

「ピクチャーコントロールシステム」は、作画意図に応じたピクチャーコント
ロールを選ぶだけでなく、それぞれのピクチャーコントロールで［明瞭度］※1

や［輪郭強調］、［コントラスト］、［色の濃さ（彩度）］、［色合い（色相）］などを
調整することで、静止画、動画を問わず、簡単に芸術性の高い作品に仕上げ
ることができます。各パラメーターは0.25ステップ※２で細かく調整でき、
微妙なニュアンスを表現した独自の作風も自由に創出できます。また、各ホ
ワイトバランスはA-B方向に0.5ステップ、G-M方向に0.25ステップと、
細かいステップで調整が可能。新たな画像分析法の採用でより正確な光源
判別を行う［オート］を含む高精度なホワイトバランスに対して、さらに厳密
な調整ができ、思い通りの色再現を実現できます。

逆光時の撮影などでハイライト部と
シャドー部の輝度差がカメラの幅広
いダイナミックレンジを超えるほど
大きい場合でも、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、見た目に近い自然な明
るさを再現します。画像処理エン
ジンEXPEED 4で高精度かつ高速なリアルタイム処理を実行。短い画
像処理時間でより高い色再現性を実現しています。効果の度合いは[オー
ト]［より強め］［強め］［標準］［弱め］から選択可能（［しない］も選択可能）。
マルチパターン測光との組み合わせが効果的です。HDRと異なり画像合
成のプロセスを伴わないため、手持ちでの撮影や人物などの動きのある被
写体にも有効です。

1回の撮影で露出が異なる画像を2コマ撮影して瞬時に自動合成すること
で、よりダイナミックレンジの広い画像を生成。明暗差が著しい撮影シーン
で、シャドー部からハイライト部までよりノイズが少なく階調豊かな画像が
得られます。効果の度合いは［オート］［より強め］［強め］［標準］［弱め］か
ら選択でき、合成の境界部分のスムージング効果も効果の度合いに合わせ
て自動的に設定されます。風景や静物など、動きの少ない被写体に効果的
です。

Freedom Fundamentals :

Image Quality and Expression
映 像 表 現 の自由を支える 、豊 か な 表 現 力と高 い 映 像 品 質 。

高画素の撮像素子が持つ高いポテンシャルを優れた光学性能でフルに引き
出す、種類豊富な高性能交換レンズNIKKOR。ダイナミックレンジが広く
S/N比が高い、鮮鋭感と高感度低ノイズのバランスがよい新開発のニコン
FXフォーマットCMOSセンサー（カメラ部有効画素数2432万画素）。高
感度ノイズ低減性能のさらなる向上やオートホワイトバランスの精度向上、
1080/60p動画への対応を実現した高速画像処理エンジンEXPEED 4。
そして、洗練された画づくり設定ファイルと柔軟な調整機能で、撮影者の表
現意図を的確に反映した画づくりができる、ニコン独自の画づくり設定シス
テム「ピクチャーコントロールシステム」。これらが結び付き、それぞれの力
を存分に発揮することで、静止画、動画を問わず画質は極限まで高められま
す。高い鮮鋭感、優れた階調特性と立体感、抜けのよいクリアーな発色、そ
して、D810を上回る高感度高画質。これらを兼ね備えた、撮影したままの
JPEG画像や動画ファイルで得られる高品位な画質が、ハイレベルな作品
づくりを強力にサポートします。さらに、RAW（NEF）ファイルの現像に最
適化したソフトウェアCapture NX-Dを使うことで、ニコン純正の画づくり
を、容易に、かつ深く追求することもできます。

画像や映像の仕上がりを自在にコントロールできるニコン独自の画づくり
設定システム「ピクチャーコントロールシステム」。撮影したそのままで使
えるきれいな画像・映像に仕上げたいときや、撮影後に詳細に調整して画
づくりを追求したいときなど、被写体や表現意図に合わせて［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］、［フ
ラット］から選択して撮影すれば、それぞれの特性を活かした「画づくり」が
カメラ任せで簡単にできます。D810同様、［明瞭度］※1の調整も可能。明
部、暗部の階調や明るさを極力保持したまま、画像のクリアー感を調整でき
ます。各調整項目は0.25ステップ※2で細かい調整が可能です。また、ピ
クチャーコントロール［フラット］は、［ニュートラル］よりもトーンカーブが直線
に近く、画づくりの演出もより少ないため被写体情報を最大限に取得可能。
好みの画づくりをするために調整や加工を行っても白とび、黒つぶれ、色飽
和が起きにくく、明暗、色ともに、階調性豊かに仕上げることができます。ま
た、RAW（NEF）ファイルをCapture NX-D※3で現像する際には、あら
かじめ［フラット］で撮影、またはCapture NX-Dで［フラット］を適用し、トー
ンカーブを調整することで、より容易に編集者の意図を反映できます。

■ カスタムピクチャーコントロール管理ソフトウェア
■ Picture Control Utility 2 （付属のViewNX 2 CD-ROMに収録）
自分好みのピクチャーコントロール（カスタムピクチャーコントロール）が作成
できるPicture Control Utility 2は単独で起動でき※1、カメラと同様
のパラメーター調整に加え、カスタムトーンカーブを使った調整も可能。微
妙な調整具合を、リアルタイムで反映されるプレビュー画像で確認できます。
ウィンドウサイズを拡張すると、プレビュー画像も大きく表示されます。
また、ピクチャーコントロールの設定変更の基点とするためプレビュー画像
の露出、ホワイトバランスの調整が可能※2。作成したカスタムピクチャーコン
トロールは、同一パソコン内のViewNX 2、Capture NX-Dのピクチャー
コントロールリストに自動的に登録され、任意のRAW（NEF）画像に適用で
きます。また、メモリーカードを介してカメラに取り込み、登録できます。

■ RAW （NEF/NRW） 画像現像ソフトウェア
■ Capture NX-D（無料ダウンロード）
極めて豊かな情報を持つ、ニコンのRAW画像。そのデータを余さず活用
できる、RAW（NEF/NRW）画像の現像機能を追求したソフトウェアです。 
露出補正、ホワイトバランス、トーンの調整とともに、ピクチャーコントロール
をフルに活用して画調を調整できます。Capture NX-Dでは、新しいピク
チャーコントロールシステムに対応していないカメラで撮影したRAW画像

（NEFファイルのみ※）にも、新たに搭載したピクチャーコントロール［フラッ
ト］や調整項目［明瞭度］を適用でき、各調整項目の0.25ステップでの微調整
も可能です。ピクチャーコントロールの設定変更を含む調整結果を保存し、
Capture NX-D内で別の画像に適用することもできます。また、JPEG、
TIFFファイルの編集も可能。画像全体の明るさやコントラスト、彩度の調整、
ノイズリダクション、レンズ補正、LCHエディター、傾き補正、アンシャープマ
スク、レベルとトーンカーブなど、多彩な編集機能を活用できます。
 

■ 画像閲覧 / 編集ソフトウェアViewNX 2 （付属） 
静止画・動画の取り込み、閲覧に加え、静止画のサイズ変更や明るさ調整な
ど使用頻度の高い画像編集機能を搭載。動画も、カメラと同等の編集が可
能です。ニコンデジタル一眼レフカメラで撮影したRAW画像（NEF）への
ピクチャーコントロールの設定、変更、調整も容易です。

［ポートレート］で撮影

［風景］をベースに作成したカスタムピクチャー
コントロールで撮影

91KピクセルRGBセンサー 
ニコン独自のアドバンストシーン認識システム

見た目に近い自然な明るさを再現する 
アクティブD-ライティング

よりダイナミックレンジの広い画像を生成する HDR

アドバンストシーン認識システムで光源を 
高精度に判別する正確なオートホワイトバランス

イメージ通りの画づくりをサポートする 
自由度の高い画像調整

D750の高品位画質を支える 
4つのテクノロジーと純正ソフトウェア 
NIKKORレンズ × 新開発CMOSセンサー × 
EXPEED4 × ピクチャーコントロール ×  
純正ソフトウェア

より柔軟な画づくりができる 
進化したピクチャーコントロールシステム

ニコンクオリティーの画づくりを追求できる充実の 
純正ソフトウェア 

※ ファインダー内の表示で顔認識の制御を確認することはできません。

●HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。

※1 静止画のみ適用。

※2 クイック調整、フィルター効果は除く 。

※1 静止画のみ適用。

※2 クイック調整、フィルター効果は除く 。

※3 ニコンのホームページから無料でダウンロード可能 。 

※ COOLPIX 8800、8700、8400、5700、5400、5000で撮影されたNEFファイルは除く。

●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/

※1 「Capture NX-D」、「ViewNX 2」からの起動も可能です。

※2 露出、ホワイトバランスの調整は、カスタムピクチャーコントロールには反映されません。 1716
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新搭載のハイライト重点測光を選
択すると、画面内の最も明るい領
域を自動で検出し、 そこに重点を
置いて測光することで、 ハイライ
トの白とびを防いで撮影できます。
主要被写体がスポットライトを浴び
る舞台撮影などで有効です。

ライブビュー中にデータ取得エリア
を撮影画面内の白やグレーの箇所
に重ね、素早くホワイトバランスの
プリセットマニュアルデータを取得
できる「スポットホワイトバランス」
を搭載。ライブビュー映像を最大ま
で拡大してもデータ取得エリアのサ
イズが変わらないため、より狭いエ
リアで、正確なホワイトバランスが
得られます。プリセットマニュアルデータを正しく取得できなかった場合も、
データ取得エリアを動かすなどして、連続してプリセットマニュアルデー
タの取得が可能。取得操作を最初からやり直す必要がなく、スムーズな撮
影に貢献します。

撮影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を搭載。D750では、シーンモード時にも必要に応じ
て露出補正、調光補正が可能です。

ミラーの動作音を抑えて静かに撮
影したい場合に適しています。ミ
ラーダウンの音自体が 1 コマ撮影
に比べ静かなのに加え、シャッター
ボタンを全押ししている間はミラー
ダウンせず、シャッターボタンを
半押し状態に戻すと同時にミラー
ダウンするため、ミラーダウンの
タイミングを遅らせて衣類などで遮音することができます。設定はレリー
ズモードダイヤルを「Q」に合わせるだけの簡単操作。通常の 1 コマ撮
影と静音撮影の切り換えが容易にできます。昆虫や野生動物、こどもの
寝顔あるいは式典や発表会などの撮影に便利です。さらに、レリーズモー
ドダイヤルを「Qc」に合わせると、静音状態のままで約 3 コマ / 秒※の
連続撮影が可能です。

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。明るい
屋外でも高い視認性を確保してお
り、 低温時の応答速度も向上して
います。

インフォ画面に、よりわかりやすく、
直感的に操作できる新 GUI を採
用。周囲の明るさに応じて、 明る
い場所で見やすい黒文字表示、暗
い場所で見やすい明るさを抑えた
白文字表示が選べます。カメラが
自動的に見やすい表示に切り換え
る設定も可能です。また、薄型ボ
ディーに対応してコンパクトになったボディー上面の表示パネルも、必要
な情報をより見やすく表示することで快適な撮影をアシストします。

メニュー画面を呼び出さなくても
ボタンを押すだけで、撮影時には
ファインダー撮影、静止画ライブ
ビュー、動画ライブビューそれぞれ
の使用頻度の高い設定項目にダイ
レクトアクセス可能。 再生時には
画像編集メニューへジャンプできる
ほか、内蔵のWi-Fi機能を使ってス
マートデバイスに送る写真の送信指定もできます。

SD カード 2 枚を効率よく使えるダ
ブルスロットを採用。［順次記録］
や［バックアップ記録］はもちろん、
RAW 画 像と JPEG 画 像を別 の
カードに記録する［RAW+JPEG 
分割記録］が選べます。カード間
での記録画像のコピーも可能。動
画撮影時には、空き容量が十分な
カードを記録先として指定できます。記録メディアは SDXC UHS-I 規格
に対応。画像処理エンジン EXPEED 4 の高速処理とあいまって、高画
素の画像データをスピーディーに処理し、高速書き込みが可能です。

ボディー内に搭載した水準器で
ローリング（左右方向の傾き）と
ピッチング（前後の傾き）を検知し、
液晶モニターにはローリングとピッ
チングの両方を、ファインダー内に
ローリング状態を表示可能。静物
や風景、建築物などの撮影に便利
です。

カメラボディー各所に効果的なシー
リングを施し、D810 と同等の、
信頼性の高い防塵・防滴性能を確
保しています。

シャッター、ミラー、絞りをそれぞ
れ独立して駆動する、高速・高精
度なメカニカル制御機構を採用。
シャッターユニット、駆動機構をカ
メラに実装した状態で 15 万回以
上のレリーズテストをクリアーして
おり、デジタル一眼レフカメラとい
う精密機械として、 極めて高度な
耐久性を実現しています。さらに、シャッターには安定して高精度を維持す
る小型の自己診断モニター（シャッターモニター）も搭載。設定した、あ
るいは制御されたシャッタースピードと実際の作動スピードとの誤差をシャッ
ターモニターが常にチェックし検出することで、誤差を最小限に抑えた高精
度な制御を可能にしています。

電 源 回 路 の 効 率 化、 電 力 消 費 効 率 のよい
EXPEED 4 の採用などにより消費電力を低減。
使用電池には D810、D610、D7100 と同じ
Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15
を採用しています。EN-EL15 を使用する場
合、1 回の充電で、1230 コマ※ 1（1 コマ撮影
モード）、プロフェッショナルの実際の現場での
使用状況を想定した当社試験条件においては約
4420 コマ※ 2（連続撮影モード）、動画は約 55
分※ 3 の撮影が可能。電源にはEN-EL15×1 本、
または別売の AC アダプター EH-5b（パワーコ
ネクター EP-5B 併用）、マルチパワーバッテリー
パック MB-D16 が使用できます。

明るい屋外でも見やすい  
有機EL表示素子採用のファインダー内表示

明暗差の大きなシーンでハイライト部のディテールを保持する 
ハイライト重点測光

ライブビューでホワイトバランスのプリセットマニュアルデータを 

素早く取得できるスポットホワイトバランス
撮影シーンに合わせてカメラが最適な設定をする 
シーンモード

2枚のSDカードを効率よく使える SDカードダブルスロット

新開発 小型・高耐久シャッターユニット 
15万回以上のレリーズテストをクリアーした高精度メカニズム

よりわかりやすく、より直感的な操作が可能なGUI

左右だけでなく前後の傾きも検知できる 水準器表示

信頼性の高い 防塵・防滴ボディー

使用頻度の高い機能に素早くアクセスできる  Pボタン静音撮影モード、静音連続撮影モード

低消費電力設計・長寿命バッテリー

Freedom Fundamentals :

Image Quality and Expression
映 像 表 現 の自由を支える 、豊 か な 表 現 力と高 い 映 像 品 質 。

シーンモードの［トワイライト］で撮影スポットホワイトバランスでプリセットして撮影ハイライト重点測光で撮影

マルチパターン測光で撮影 ホワイトバランス［AUTO1］で撮影

有機EL表示素子採用のファインダー内表示

マルチパターン測光で撮影

・ レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED 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、1/400秒、f/3.2　・ ホワイトバランス： 色温度（2700K）　・ ISO感度：3200
・ ピクチャーコントロール：スタンダード　　© Ray Demski

・ レンズ：AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G 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、1.6秒、f/8　・ ホワイトバランス： プリセットマニュアル　・ ISO感度：100
・ ピクチャーコントロール：スタンダード　　© Ryo Ohwada

・ レンズ：AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR　・ 画質モード：14ビットRAW（NEF）
・ 撮影モード：シーンモード［トワイライト］、1/100秒、f/5.6　・ ホワイトバランス： 色温度（4550K）
・ ISO感度：400　・ ピクチャーコントロール：風景　　© Joshua Cripps

※1 CIPA規格準拠。初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から
至近に1往復フォーカシング動作をさせて1コマ撮影する。ライブビュー撮
影なし。レリーズ2回につき1回内蔵フラッシュを発光させる。装着レンズ
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR、温度23（± 2）℃。

※2 画質モードBASIC、画像サイズM、シャッタースピード1/250秒、シャッター
の半押しを3秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシ
ング動作させ6回連続レリーズした後、液晶モニターを5秒間点灯させ、消灯
後半押しタイマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レ
ンズAF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR、温度20℃。

※3 電池寿命測定方法を定めたCIPA（カメラ映像機器工業会）規格による実撮影電池寿命です。装着レンズAF-S 
NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR、温度23（±3）℃。カメラは初期設定状態。
- 1回の動画撮影で記録可能な最長時間は20分（1080/60p）です。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4 GBです。
- カメラが熱くなった場合、連続撮影時間内でも動画撮影が終了することがあります。

● バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境によって電池寿命が異なります。また、
単3形電池使用時は、銘柄や保管状態により撮影可能コマ数が減少することがあります。単3形電池は、銘柄によっては
使用できないこともあります。
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D750 に搭載のシーンモード： 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

D750にMB-D16を装着
マルチパワーバッテリーパック 
MB -D16
希望小売価格：¥40,000（税別）
JANコード  ［4960759 144041］

EN-EL15

※CIPAガイドライン準拠。

使用バッテリー 
撮影可能コマ数 動画撮影可能時間

カメラ本体 MB-D16
EN-EL15 ― 約 1230 コマ 約 55 分

― EN-EL15 約 1230 コマ 約 55 分
― アルカリ単 3 形電池 約 430 コマ 約 20 分

EN-EL15 EN-EL15 約 2460 コマ 約 110 分
EN-EL15 アルカリ単 3 形電池 約 1660 コマ 約 75 分

撮影可能コマ数（CIPA規格準拠）※１ / 動画撮影可能時間（CIPA規格による実撮影電池寿命）※３



AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G 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、1.6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　© Ryo Ohwada

解像の素晴らしさとVRが魅力の超広角ズームレンズ
FXフォーマット時、画角107°の超広角域から63°の標準的な広角域まで、広い画角範囲をカバーす
る超広角ズームレンズです。カメラのFXフォーマット・2432万画素の高い鮮鋭感を活かせる解像
の素晴らしさが持ち味。薄暗い室内や夕景を、手ブレを気にせず撮影できるVR機構（手ブレ補正効果
2.5段※1）が、手持ちによる広角撮影の可能性を拡げます。

希望小売価格：¥154,000（税別）　JANコード［4960759 025876］

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
・画質モード：14ビットRAW（NEF）　・撮影モード：マニュアル、1/80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：ニュートラル　© Joshua Cripps

広い画角範囲をカバーする実用的な標準ズームレンズ

FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。
開放F値は4で一定。開放絞りから安定した高画質が得られます。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を採用。高いブレ軽減効果を発揮するVR機構（手ブレ補正効果
3.5段※1）も搭載しています。

希望小売価格：¥156,000（税別）　JANコード［4960759 026057］  

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED  NEW
・画質モード：14ビットRAW（NEF）　・撮影モード：絞り優先オート、10秒、f/10
・ホワイトバランス：AUTO1（A2.50、M1.00）　・ISO感度：100
・ピクチャーコントロール：ニュートラル　© Ken Goshima

小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ
最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、カメラのFXフォーマット・2432万画素の高い鮮
鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアング
ルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、
背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。

希望小売価格： ¥100,000（税別）　JANコード［4960759 029157］　

Freedom Fundamentals : NIKKOR LENSES
F X フォー マットの 真 価を引き出 す 、優 れ た 光 学 性 能 。

※1 CIPA 規格準拠。ただし、FX フォーマットデジタル一眼レフ使用時。ズームレンズは最も望遠側で測定。　※2 撮影距離が約3 mより近距離になるにしたがい、手ブレ補正の効果は徐々に減少します。

FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの使用頻度の高い画角範囲をカバーする、約
3.5倍標準ズームレンズです。約465 gの軽量・コンパクトボディーに、高いブレ軽減効果を発揮す
るVR機構（手ブレ補正効果4.0段※1）を搭載。風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対
応し、安定して高い描写性能を発揮します。

高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力
とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を活かした表現が可能です。スナップ撮
影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。

広角域から望遠域まで、約10.7倍の極めて広い画角範囲をカバーする高倍率ズームレンズ。高いブ
レ軽減効果を発揮するVR機構（手ブレ補正効果3.5段※1）も搭載。さまざまな被写体に対応する多
彩な画角で、手軽に高画質が得られます。

高い点像再現性と空間を独創的に描写する美しいボケ味が持ち味の大口径標準単焦点レンズです。
夜景撮影では、開放絞りで画像周辺部の点光源までも「点」に描写。人物や静物の撮影では、被写体
の佇まいを魅力的に描きます。相反する特性が写真表現の楽しさを拡げます

焦点距離70mmから200mmまでの望遠域を開放F値4一定でカバーする軽量・コンパクトな望遠ズー
ムレンズです。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を採用。ブレ軽
減効果が極めて高いVR機構（手ブレ補正効果4.0段※1）を搭載しています。最短撮影距離1.0m、
最大撮影倍率1/3.6倍でクローズアップ撮影にも威力を発揮します。

VR機構（手ブレ補正効果3.0段※1※2）を搭載した、手持ちのクローズアップ撮影も容易な望遠マイク
ロレンズ。細部までシャープに再現しながら硬質なだけではない味わいのある描写が、クローズアッ
プ撮影はもちろん、105mmの焦点距離を活かしたポートレート撮影にもピッタリです。
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希望小売価格：¥73,000（税別）　JANコード［4960759 026880］
希望小売価格：¥120,000（税別）　JANコード［4960759 026002］ 

希望小売価格：¥190,000（税別）　JANコード［4960759 028037］ 希望小売価格：¥119,000（税別）　JANコード［4960759 025159］ 希望小売価格：¥63,000（税別）　JANコード［4960759 028457］ 

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

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ

D750 24-85 VR レンズキットに採用

D750 24-120 VR レンズキットに採用

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
多くのシーンを１本でこなせる   
高倍率ズームレンズ

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
高い点像再現性と自然なボケを両立する  
大口径標準単焦点レンズ

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
シャープな中にも味わいのある描写が魅力の  
マイクロレンズ

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
高い解像力とやわらかいボケ味が両立した
大口径広角単焦点レンズ

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
プロフェッショナルの信頼に応える   
鮮明な望遠ズームレンズ

撮影シーンに効果的に光を加え、手軽に高い作品性を実現できる、ニコ
ンの優れたクリエイティブライティングシステム（CLS）。小型・軽量の
D750と携行性の高いスピードライト（別売）がどんな撮影現場でも多彩な
照明を実現し、より一層の立体感と躍動感を創出できます。

ガイドナンバー 24（ISO 100・m、23°C）、
照射角24mm（FXフォーマット）。小型・軽
量で携行しやすく、単3形電池2本で気軽に
使いこなせるスピードライトです。上90°、左
180°、右180°のバウンスが可能。新たに
搭載したLEDライト（3段階に照度変更可能）
は色温度が自然光に近く、動画撮影時の補助
照明としても有効。SB-500をカメラから
外してさまざまな角度から照明でき、ライティ
ングの効果をカメラのライブビューやファイ
ンダーで確認しながら気軽に撮影できます。
D750との組み合わせでは、発光色温度情
報伝達機能によるLEDライト使用時のホワイトバランスの自動調整が可能

（D750に装着時）。また、D750の内蔵フラッシュをコマンダー、SB-
500をリモートフラッシュ（補助灯）にするリモートモード、D750に装着し
たSB-500をマスターフラッシュ（主灯）、他のスピードライトをリモートフラッ
シュにするコマンダーモードでのアドバンストワイヤレスライティング撮影が
可能です。さらに、D750はSB-500の装着を自動認識し、コマンダーモー
ドの設定を含むSB-500の設定をカメラのカスタムメニューから行えます。

WR-1あるいはWR-R10※1を受信機として装着したD750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、D750のカメラ設
定の確認と変更もできる※2、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※3。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）※4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」※5、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※4と組み合わせてのリモート撮影も可能です。

2.4 GHz 帯の電波を利用。 赤外線を利用した
リモコンとは異なり、指向性が広く到達距離が長
いため、リモコンとカメラの間に木などがあって
もシャッターをきることができます。通信距離は
WR-R10とWR-T10で最大約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もコントロール可能（台数
無制限）。異なるレンズを装着したカメラや異なる
アングルにセットしたカメラを一度にコントロール
し、同じタイミングで静止画や動画※2を撮影する、
チャンネルを使い分けて静止画と動画を続けて撮
影するなど、多様な撮影ができます。

2種類の電池（Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15×1個、単3
形電池［アルカリ電池、リチウム電池、ニッケル水素充電池］×6本）および
ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5B併用、いずれも別売）に
対応しています。 D750本体とMB-D16の両方にLi-ionリチャージャ
ブルバッテリー EN-EL15各1個を装填した場合は、本体内電池からMB-
D16内電池へと給電がシームレスに切り換わり、 D750単体時の約2倍の
静止画を撮影可能。電池寿命を気にせずに、安心して撮影を続行できま
す。また、縦位置撮影に便利なシャッターボタン、
ロックレバー、AE/AFロックボタン、マルチセレ
クター、メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイ
ヤルを装備しています。ボディーにはマグネシ
ウム合金を採用。さらに、効果的なシーリングで
D750と同等の高い防塵・防滴性能を確保して
います。

GPSユニット GP-1A（別売）では、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（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利用できます。

スピードライト SB -500
希望小売価格：  ¥30,000（税別）　
JANコード 

［4960759 028792］

Freedom Fundamentals : Nikon Speedlights & Accessories
映 像 表 現 の自由 度を大きく拡 げ る 、純 正 の 力 。

スタジオクオリティーのライティングをフィールドで手軽に実現する 
ニコンクリエイティブライティングシステム

ワイヤレスリモートコントローラー 
WR-R10/WR-T10（別売）

縦位置でも横位置同様、安定した深いグリップ感が得られる 
マルチパワーバッテリーパック MB-D16（別売） NEW

高性能LEDライトも搭載、小型・軽量 
スピードライト SB-500 （別売） NEW

ワイヤレスリモートコントローラー WR-1（別売）

GPSユニット GP-1A （別売）

※1 バージョン2.00へのファームアップが必要です。

※2 一部の機能を除く。

※3 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。 

※4 使用するすべての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。 

※5 「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。

※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、
D6 0 0、 D7 1 0 0、 D5 3 0 0、 D5 2 0 0、 D3 3 0 0、 C O O L P I X A、
COOLPIX P7700で可能。

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］

マルチパワーバッテリー 
パック MB -D16
希望小売価格：¥40,000（税別）
JANコード  

［4960759 144041］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］

D750にWR-1を装着

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］

D750にWR-R10を装着

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

［4960759 128331］ D750にGP-1Aを装着



各部の名称

1 フラッシュ取り付け部 
（アクセサリーシュー） 

2 レリーズモードダイヤル
3 レリーズモードダイヤル  

ロックボタン
4 ストラップ取り付け部 

（吊り金具）
5 撮影モードダイヤル  

ロックボタン
6 撮影モードダイヤル
7 測光モード/ 

フォーマットボタン
8 動画撮影ボタン
9 サブコマンドダイヤル
! 電源スイッチ
" シャッターボタン
# 露出補正/ 

ツーボタンリセットボタン
$ 距離基準マーク

% メインコマンドダイヤル
& 表示パネル
( 内蔵フラッシュ
) フラッシュモード/ 

調光補正ボタン
~ リモコン受光部（前面）
+ アクセサリー 

ターミナルカバー
, ヘッドホン出力端子/  

外部マイク入力端子カバー
- HDMI端子/ 

USB端子カバー
. レンズ取り外しボタン
/ AFモードボタン
: フォーカスモードセレクター
; レンズ着脱指標
< BKT ボタン
= ミラー

> 露出計連動レバー
? アクセサリーターミナル
@ ヘッドホン出力端子
[ 外部マイク入力端子
\ HDMI端子
] USB端子
^ マイク（ステレオ）
_ レンズ信号接点
{ レンズマウント
| MB-D16用接点カバー
} 三脚ネジ穴
* AFカップリング
a ファンクションボタン
b バッテリー室開閉ノブ
c バッテリー室カバー
d パワーコネクターカバー
e SDカードカバー

f プレビューボタン
g AF補助光ランプ/ 

セルフタイマーランプ/ 
赤目軽減ランプ

h ファインダー接眼窓
i 接眼目当て
j 視度調節ダイヤル
k AE/AFロックボタン
l インフォボタン
m マルチセレクター
n OKボタン
o フォーカスポイント  

ロックレバー
p SDカードアクセスランプ
q リモコン受光部（背面）
r ライブビューセレクター
s ライブビューボタン
t スピーカー

u チルト式液晶モニター
v P（アイ）ボタン
w 縮小/サムネイル表示/ 

ISO感度/感度自動制御/
ツーボタンリセットボタン

x 拡大表示/画質モード/  
画質サイズボタン

y ヘルプ/プロテクト/  
ホワイトバランスボタン

z メニューボタン
< 再生ボタン
= 削除/フォーマットボタン

表示パネル

ファインダー内表示

D750システムチャート D750主な仕様

SDカード SDHCカード※2 SDXCカード※3

SanDisk製 2 GB※1 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB 64 GB、128 GB

東芝製 ― 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製 2 GB※1 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB ―

プラチナⅡシリーズ

―

8 GB、16 GB、32 GB 64 GB

プロフェッショナルシリーズ 8 GB、16 GB、32 GB 64 GB、128 GB、256 GB

フルHDビデオカードシリーズ 4 GB、8 GB、16 GB ―

※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 SanDisk社製16 GBのSDHC UHS-Iカード（SDSDXPA-016G-J35）を使用した場合　※2［撮像範囲］の［DX自動切り換え］が［する］で
DXレンズ以外のレンズを装着した場合を含みます。　※3 撮影条件により、記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数は、増減することがあります。 
※4 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。設定条件によって、連続撮影可能コマ数は減少します。

※5 1コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、［JPEG圧縮］が［サイズ優先］に設定されている場合です。［JPEG圧縮］を［画質優先］
に設定した場合、記録可能コマ数は減少します。　※6［撮像範囲］の［DX自動切り換え］が［する］でDXレンズを装着した場合を含みます。

使用できるメモリーカード

2322

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FXフォーマット
有効画素数 2432万画素
方式 35.9×24.0 mmサイズCMOSセンサー
総画素数 2493万画素
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が必要）
記録画素数（ピクセル） • 撮像範囲［FX（36×24）1.0×］：6016×4016（L）、4512×3008（M）、3008×2008（S）
  • 撮像範囲［1.2×（30×20）1.2×］：5008×3336（L）、3752×2504（M）、2504×1664（S）
  • 撮像範囲［DX（24×16）1.5×］：3936×2624（L）、2944×1968（M）、1968×1312（S）
  • FXベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［FX（36×24）1.0×］で動画ライブビュー中に静止画撮影 
   する場合）：6016×3376（L）、4512×2528（M）、3008×1688（S）
  • DXベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［DX（24×16）1.5×］で動画ライブビュー中に静止画撮影 
   する場合）：3936×2224（L）、2944×1664（M）、1968×1112（S）
画質モード • RAW※1 12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、フラット 
  （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 メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW＋JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能
対応規格 DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、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 FX：上下左右とも約100%（対実画面）、1.2×：上下左右とも約97%（対実画面）、DX：上下左右と 
  も約97%（対実画面）
倍率 約0.7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21 mm（–1.0 m–1のとき）
視度調節範囲 −3 ～＋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Ⅲ（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 Pv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 • G、EまたはDタイプレンズ（PCレンズ一部制限あり）
  • G、E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
  • DXレンズ（撮像範囲は［DX（24×16）1.5×］）
  • 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11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 1/4000 ～ 30秒（1/3ステップ、1/2ステップに変更可能）、Bulb、Time、X200
フラッシュ同調シャッタースピード X=1/200秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調（1/200 ～1/250秒はガイドナンバー 
  が減少）
レリーズモード S：単写、CL：低速連続撮影、CH：高速連続撮影、Q：静音撮影、QC：静音連続撮影、E：セルフタイマー 
  撮影、MUP：ミラーアップ撮影
連続撮影速度 CL：約1～ 6コマ/秒、 CH：約6.5コマ/秒、 QC：約3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 91Kピクセル（約91,000ピクセル） 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Ⅲ（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Ⅲ（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：φ12 mm相当を測光（中央部重点度約75%）、φ8 mm、φ15 mm、φ20 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φ12 mm）
 • スポット測光：約φ4 mm相当（全画面の約1.5%）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）
 • ハイライト重点測光：G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ、その他のCPUレンズまたは非CPU 
  レンズ使用時は中央部重点測光に固定 

測光範囲 • マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光：0～20 EV • スポット測光：2～20EV  
    （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、SCENE、 %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
AEブラケティング 撮影コマ数：2 ～ 9コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ（2、3ステップに設定時は、 
  撮影コマ数は2 ～ 5コマまで設定可能）
フラッシュブラケティング 撮影コマ数：2 ～ 9コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ（2、3ステップに設定時は、 
  撮影コマ数は2 ～ 5コマまで設定可能）
ホワイトバランスブラケティング 撮影コマ数：2 ～ 3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 撮影コマ数：2 ～ 5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
ブラケティング 度合いを選択可能
AEロック AAE/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 ～12800（1/3、1/2ステップ）、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段（ISO 50相当）の減 
  感、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段（ISO 51200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、15点はクロスタイプセンサー、11点はf/8対応）、 
  アドバンストマルチCAM3500Ⅱ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 −3 ～＋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選択可能
  • AF11点設定時：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モード、ダイナミックAFモード（9点、21点、51点）、3D-トラッキング、グループ 
  エリアAFモード、オートエリアAFモード
フォーカスロック AAE/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 91Kピクセル（約91,000ピクセル）RGBセンサーによるTTL調光制御：i-TTL-BL調光（マルチパター 
  ン測光、中央部重点測光、またはハイライト重点測光）、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 • オートFPハイスピードシンクロ可能
調光補正 範囲：−3 ～＋1段、補正ステップ：1/3、1/2ステップに変更可能
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 対応（コマンダー機能あり）
ライティングシステム
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、中央部重点測光、ハイライト重点測光

動画記録画素数/フレームレート • 1920×1080：60p/50p/30p/25p/24p、1280×720：60p/50p
（標準/高画質選択可能） • 60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
動画最長記録時間 29分59秒（［画像サイズ/フレームレート］、［動画の画質］の設定によっては最長20/10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 ・撮影モードM：ISO 100 ～ Hi 2（1/3、1/2ステップ）、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、
   1、2段（ISO 51200相当）の増感、感度自動制御（ISO 200 ～Hi 2）が可能、制御上限感度が設定可能
  ・撮影モードP、S、A：感度自動制御（ISO 200 ～Hi 2）、制御上限感度が設定可能
その他の機能 インデックスマーク、微速度撮影
液晶モニター 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット（640×RGBW×480）（VGA）、チルト式、視野角約170°、 
  視野率約100%、 明るさ調整可能、角度調整可能
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、位置情報表示、撮影 
  画像の縦位置自動回転
USB　  Hi-Speed USB（標準装備されたUSBポートへの接続を推奨）　
HDMI出力 HDMI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-1、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）
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（中心周波数） 2412 ～ 2462 MHz（1～11ch）
Wi-Fi通信距離（見通し） 約30 m（電波干渉がない場合。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（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。）
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
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（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、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）
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
マルチパワーバッテリーパック MB-D16（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
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）
電池寿命（撮影可能コマ数） 約1230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）CIPA基準準拠
三脚ネジ穴 1/4（ISO 1222）　
寸法（W×H×D）  約140.5×113×78 mm
質量  約840 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750 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-EL15、バッテリーチャージャー MH-25a、USBケーブル  
  UC-E17、ストラップ AN-DC14、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、 
  接眼目当て DK-21、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）が必要です。D750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ージャー MH-25aを海外で使う場合
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。　● SDロゴ、SDHCロゴおよ
びSDXC ロゴは、SD-3C、LLC.の商標です。　●PictBridgeは商標です。●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。　●AndroidTMはGoogle 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。

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）

ヘッドホン★★

★はD750の付属品です。 ★★は他社製品です。
※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/
● 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。

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］

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］

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-21★

希望小売価格：￥500（税別）
JANコード［4960759 124241］

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］

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 スピードライト
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］

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］

TTL調光コード SC-28/SC-29
SC-28:希望小売価格：￥6,500（税別）
JANコード［4960759 024367］
SC-29注:希望小売価格：￥9,000（税別）
JANコード［4960759 024374］
注 ： SC-29でSB-500/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］

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］

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］

スタジオ用フラッシュ★★

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-500 [NEW]
希望小売価格：￥30,000（税別）
JANコード［4960759 028792］

ワイヤレススピードライト
コマンダー SU-800
希望小売価格：￥35,000（税別）
JANコード［4960759 024862］

スピードライト SB-910/
SB-700/SB-500/SB-300

レンズ

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］

リモートコントロール・GPSアクセサリー

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］

ワイヤレスリモート
コントローラー
WR-1

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］

バッテリー / バッテリーチャージャー / ACアダプター

単3形電池6本★★

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］

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-25a★/MH-25
MH-25a：希望小売価格：￥4,500（税別）
JANコード［4960759 029188］
MH-25：希望小売価格：￥4,500（税別）
JANコード［4960759 127471］
注 ： MH-25aは電源プラグ付き、MH-25は電源プラグ・電源コード付き。

マルチパワーバッテリーパック 
MB-D16 [NEW]
希望小売価格：￥40,000（税別）
JANコード［4960759 144041］

テレビ・ビデオ用アクセサリー

TVモニター★★

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］

カメラケース・その他
セミソフトケース CF-DC5
希望小売価格：¥10,000（税別)
JANコード［4960759 131485］

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］

セミソフトケース CF-DC4
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G
ED VR付のD750を収納可能
希望小売価格：¥13,000（税別）
JANコード［4960759 128713］

ニコンダイレクト 販売価格：￥7,800（税別）
JANコード［4955478 169529］

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］

コンピューター関連アクセサリー

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

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］

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］

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］

USBケーブル UC-E17★

（別売はありません。）
SDメモリーカード★★PCカードアダプター★★

SDメモリーカードリーダー★★プリンター★★

パーソナル
コンピューター★★

ViewNX 2★

Capture NX-D※1

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］

スマートデバイス用アプリ

ヘッドホン

ニコンクリーニングキットプロ

LANケーブル**
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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※3

連続撮影可能
コマ数※3、※4

RAW （ロスレス圧縮RAW/12ビット記録） — 約 21.0 MB 376コマ 25コマ
RAW （ロスレス圧縮RAW/14ビット記録） — 約 26.9 MB 292コマ 15コマ

RAW（圧縮RAW/12ビット記録） — 約 19.2 MB 507コマ 33コマ
RAW（圧縮RAW/14ビット記録） — 約 23.9 MB 425コマ 21コマ

FINE※5

L 約 12.6 MB 923コマ 87コマ
M 約 7.7 MB 1500コマ 100コマ
S 約 4.1 MB 2900コマ 100コマ

NORMAL※5

L 約 6.7 MB 1800コマ 100コマ
M 約 3.9 MB 2900コマ 100コマ
S 約 2.1 MB 5500コマ 100コマ

BASIC※5

L 約 2.2 MB 3500コマ 100コマ
M 約 1.6 MB 5700コマ 100コマ
S 約 1.1 MB 10100コマ 100コマ

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※3

連続撮影可能
コマ数※3、※4

RAW （ロスレス圧縮RAW/12ビット記録） — 約 10.5 MB 579コマ 100コマ
RAW （ロスレス圧縮RAW/14ビット記録） — 約 13.1 MB 449コマ 48コマ

RAW（圧縮RAW/12ビット記録） — 約 9.8 MB 785コマ 100コマ
RAW（圧縮RAW/14ビット記録） — 約 11.9 MB 656コマ 100コマ

FINE※5

L 約 6.2 MB 1900コマ 100コマ
M 約 3.9 MB 3000コマ 100コマ
S 約 2.3 MB 5000コマ 100コマ

NORMAL※5

L 約 3.1 MB 3700コマ 100コマ
M 約 2.0 MB 5700コマ 100コマ
S 約 1.2 MB 9300コマ 100コマ

BASIC※5

L 約 1.6 MB 7000 コマ 100コマ
M 約 1.2 MB 10300コマ 100コマ
S 約 0.8 MB 15600コマ 100コマ

記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、16 GBのSDカードに記録できるコマ数、
および連続撮影できるコマ数は、次のようになります ※1。ただし、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。

［撮像範囲］が［FX（36×24）1.0×］の場合※2 ［撮像範囲］が［DX（24×16）1.5×］の場合※6



このカタログは2009年8月28日現在のものです。
各ショールームの休業日

このカタログは2014年11月25日現在のものです。

6CJ-9030-2（0908-200）K

6CJ-1403-3（1411-069）K

「Nikon College（ニコン カレッジ）」はニコンイメージングジャパンが
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/

ニッコールクラブは、ニコン製品をご愛用いただいている方に、写真をより深く楽しんでいただくため
の有料会員制クラブです。ニコンカメラおよびニッコールレンズをご愛用の方ならどなたでもご入会
いただけます。イベントの参加やフォトコンテストの応募など、様々な特典をご用意しています。
http://www.nikon-image.com/activity/nikkor/

（ニコン カレッジ）

私のNIKKOR
気鋭のプロ写真家たちがテーマとなるNIKKORレンズで撮影した作品を、
ご紹介しています。
http://www.nikon-image.com/sp/my_nikkor/

レンズナレッジ
レンズの基礎知識から選び方、お手入れ方法まで、
レンズに関する知識を体験しながら楽しく学べます。
http://www.nikon-image.com/enjoy/lensknowledge/

NIKON IMAGE SPACE
「NIKON IMAGE SPACE」は、撮影を楽しむすべてのひとのための
無料で利用可能なオンライン画像共有・保存サービスです。
http://nikonimagespace.com

ニコン フォトコンテスト 2014-2015
http://www.nikon-photocontest.com

NIKKOR.com
歴史やテクノロジーなど、多彩な視点からNIKKORの世界を
イメージ豊かに展開しているスペシャルコンテンツです。
http://nikkor.com/ja/

NIKKOR LENS GUIDE
レンズの基礎知識からNIKKORレンズの全ラインナップまで、交換レンズを
まるごと知ることができるアプリです。初心者の方から、よりステップアップ
したい方まで、多様にお楽しみいただけます。
http://www.nikon-image.com/products/lens/lens-app/

http://nikonimagespace.com

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。


