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一 年 中 使 い た い 、本 格 タフ モ デ ル 。
耐衝撃

防水

30m

2.4m

耐寒

防じん

-10℃

JIS
IEC

どこまでも本気で遊べる

6

光学ズーム

5×

10× 1605 6400 VR
有効画素数

ダイナミック
ファインズーム

最高 ISO 感度

レンズシフト方式

万画素

+ 電子式

おまかせ
シーン
モード

24mm 4KUHD
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●ブラシは防水パッキンの清掃用です。 ●付属品は防水仕様ではありません。

アウトドアシーンを美しく

f/2.8、高性能 NIKKORレンズ

ハウジングなしで水深30
mまで 対 応 可 能な本 格 的
な防水仕様に加え、耐衝撃
性能は2.4 mまで対応。ま
た、高い耐寒・防じん性能
も確保しています。雨の中
での記念写真も気軽に撮影
可能。暗い場所で、手元を
照らせるL E Dライトも搭載
しています。

風景をダイナミックに撮影
できる、広角24 mm相当
からの高性能NIKKORレン
ズを搭載。広角端開放F値
2.8の明るいレンズと、光を
効率的に取り込める裏面照
射型CMOSセンサーの搭載
により、水深30 mの薄暗
い水中でも高画質で撮影で
きます。

仕様
有効画素数

1605 万画素

撮像素子

1/2.3 型原色 CMOS、総画素数 1679 万画素

● 仕様データは、
CIPA
（カメラ映像機器工業会）
の規格またはガイドラインに準拠しています。 ● 掲載の製品
は、
米国輸出規制
（E A R）
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

光学 5 倍ズーム、 NIKKOR レンズ
焦点距離

4.3-21.5mm（24-120 mm 相当の撮影画角※ 1 ）

開放 F 値

f/2.8-4.9

レンズ構成

10 群 12 枚 （ED レンズ 2 枚）

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。 ● 防水性
能
［JI S/IEC保護等級8
（IPX8）
相当
（当社試験条件による）
、
水深30 m、
60分までの撮影が可能］
、
防じん
性能
［JIS/IEC保護等級6
（IP6X）
相当
（当社試験条件による）
］
、
耐衝撃性能
［MIL-ST D 810F Metho d
516.5-Shockに準拠した当社試験条件
（高さ240 cmから厚さ5 cmの合板に落下させます
〈落下衝撃部

ダイナミックファインズーム

最大 2 倍

電子ズーム倍率

最大 4 倍※ 2

手ブレ補正機能

レンズシフト方式と電子式の併用 ［静止画（3.0 段分補正※ 3）、動画］

撮影距離範囲 （先端レンズ面中央から）

・ 約 50 cm ～∞ （広角側）、 約 50 cm ～∞ （望遠側）・マクロモード時：約 1 cm ～∞ （広角側）

記録ファイル形式

分の塗装剥離、
変形など外観変化、
防水性能は不問とします〉
）
をクリアー］
。
すべての条件での無破壊、
無故障を
保証するものではありません。 ●「4K U H D」は、3840×2160フォーマットで記録できることを表します。
● ダイナミックファインズームの 倍 率は、
広 角端からの光 学ズームと電子ズームを合わせた総 合 倍 率です。
● おまかせシーンモードは、
撮影状況によっては意図したシーンモードに切り換わらないことがあります。

静止画：JPEG、 動画：MP4 （映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：AAC ステレオ）

連写機能

連写 H：約 7.5 コマ / 秒で約 5 コマ （16M）、 高速連写 120 fps：約 120 コマ / 秒で 50 コマ連続撮影

ISO 感度 （標準出力感度） ※ 4

ISO 125 ～ 1600、 ISO 3200 および 6400 （オート撮影モード時に設定可能）

露出

※1：35mm判換算。 ※2：動画設定が
［2160/30p］
のときは最大2倍。 ※3：CIPA規格準拠。
最望遠端で測
定。 ※4：撮影状況や設定により制限されます。※5：CIPAガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。

測光モード

マルチパターン測光、中央部重点測光 （電子ズームが 2 倍未満のとき）、スポット測光 （電子ズームが 2 倍以上のとき）

露出制御

プログラムオート、 露出補正 （± 2 段の範囲で 1/3 段刻み） 可能

シャッタースピード

1/1500 ～ 1 秒、 1/4000 秒 （高速連写時の最高速）、25 秒 （シーンモードの ［比較明合成］ の ［星軌跡］）

外部インターフェース

Hi-Speed USB

入出力端子

Micro-USB 端子 （付属の UC-E21 以外の USB ケーブルは使わないでください）、HDMI マイクロ端子 （Type D）

寸法 （幅×高さ×奥行き） ※ 5

約 111.5 × 66.0 × 29.0 mm （突起部除く）

質量 （重さ）

約 231 g （電池、 SD メモリーカードを含む）

電池寿命

※6

※5

静止画撮影時

約 280 コマ （EN-EL12 使用時）

動画撮影時（実撮影電池寿命）※ 7

約 1 時間 （1080/30p、EN-EL12 使用時）

ニコン ホームページ

動画

GPS
GLONASS
QZSS

付属品：陸上専用ストラップ・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12・本体充電 ACアダプター EH-73P・USBケーブル UC-E21・ブラシ

本格タフ性能

レンズ

広角

www.nikon-image.com

※6：初期設定時。
CIPA規格準拠。
電池寿命は、
SnapBridgeおよびLEDライトを使用していないときの値です。
また、
使用温度、
撮影間隔、
メニュー表示時間、
画像表示時間などの使用状況によって異なります。 ※7：動画の
連続撮影可能時間
（1回の撮影で記録可能な時間）
は、
SDメモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ
4 GBまで、
または最長29分までです。
［動画設定］
が1080/30pの場合は、
最長約27分までです。
カメラが熱く
なった場合、
連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。
● 付属の本体充電ACアダプターおよび、
バッテリーチャージャーを日本国外で使用する場合、
必要に応じて市
販の変換プラグアダプターを装着してください。 ● 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。 ● 会社名、
製品名は、
各社の商標、
登録商標です。 ● 修理の際一部の機種では、
弊社の判断により保守
サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。
その場
合、
旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、
対応OSが変更になることがあります。

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

このカタログは 2019 年 4 月3日現在のものです。

ニコン カスタマーサポートセンター

www.nikon-image.com/support/

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

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル

0570-02-8000

営業時間：9:30 〜 18:00 ＜年末年始、夏期休業等を除く毎日＞
ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03）6702-0577 （ニコン カスタマーサポートセンター）におかけください。
ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※ファクシミリでのご相談は、（03）5977-7499ヘ送信ください。
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