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※1 組み合わせるカメラを問わず、被写体、明るさ、フォーカスポイントによっては合焦に時間がかかったり、ピントが甘かったり、焦点が合いにくかったり、
フォーカスエイドがちらついたりすることがあります。

※2 ［NORMAL］モード使用時。35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。
※3 2021年10月28日現在発表済みの焦点距離100-400mm、開放F値4.5-5.6の35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカ

メラ用交換レンズにおいて。ニコン調べ。
●  このページの作例は、撮影したRAW画像をNX StudioなどでTIFFやJPEGに変換し、他社製のソフトを使って、写真家の作品として仕上げた画像です。

静止画、動画を問わず、高い光学性能を達成し、快適な操作性で撮影に集中できる 
NIKKOR Z S-Line初の超望遠ズームレンズ
 超望遠ズームレンズならではの幅広い撮影領域、高い実用性
  • 焦点距離100-400mmの超望遠ズームレンズの幅広い撮影領域 

テレコンバーター（別売）使用で最大800mmまでをカバー※1

  • 「STM（ステッピングモーター）」を採用した「マルチフォーカス方式」により、
静止画、動画を問わず高速・高精度・静粛なAF駆動を実現

 解像感が高くキレの良い画像が得られる高い光学性能
  • 少ない色収差、高い解像感
  • NIKKORレンズ史上最高VR：手ブレ補正効果5.5段※2

  • クラス最短※3の最短撮影距離：0.75 m（広角端）

 超望遠ズームのイメージを一新する高い操作性と取り回しの良さ
  • クラス最軽量※3の高い機動力
  • 新開発の「重心移動レス機構」 NEW
  • 撮影時や持ち運び時の予期せぬレンズの伸縮を防止

NEW

Z 6I I、400mm、© sa izou
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SUPER E D

NIKKOR Z 100-400mm 
f/4.5-5.6 VR S
希望小売価格：385,000 円（税別 350,000 円）　JAN：4960759  906557



クラス最短※4の最短撮影距離
100-400mmの超望遠ズームレンズでありながら、最短
撮影距離はクラス最短※4の0.75 m（広角端。望遠端は
0.98 m）。花や虫などに思い切って近づき、大きく捉える
ことができます。

Z 6II、400mm ※3　© saizou

Z 9との組み合わせで高速で動く野鳥や乗り物もシャープ
に捕捉

「STM（ステッピングモーター）」を採用した「マルチフォーカス方式」により、至近距離を
含む全ての撮影距離で高い結像性能を発揮するとともに、高速・高精度 
AFを実現しています。Z 9との組み合わせでは、Z 9の「動物
AF」、「乗り物AF」を使用して、動きの速い野鳥や、自動車、列車、
飛行機等にも、より
確実にピントを合
わせられます。

Z 6II、100mm、1/640秒、f/4.5、WB：自然光オート、ISO：オート（640）   © saizou

超望遠ズームレンズならではの幅広い撮影領域、高い実用性

焦点距離100-400mmの超望遠ズームレンズの幅広い
撮影領域
NIKKOR Z 初の超望遠ズームレンズ。これまでのNIKKOR Z レンズではできなかっ
た、野生動物や鳥、飛行機などの遠く離れた被写体も大きく撮影できます。さらに、 
Z TELECONVERTER TC-1.4x、Z TELECONVERTER TC-2.0x（いずれも別売）
に対応しており※1、それぞれ焦点距離を560mm、800mmまで拡張できます。テレコ
ンバーター使用時にも極めて高い解像感を維持します。

Z 6II、800mm （TC-2.0x使用）、1/1600秒、f/11、WB：オート1、ISO：640    © saizou Z 9、400mm、1/320秒、f/5.6、WB：色温度（5000K）、ISO：500　© Shannon Wild

少ない色収差、高い解像感
EDレンズ、スーパー EDレンズにより、無限遠から至近ま
での軸上色収差を大幅に低減。倍率色収差もRAWデー
タの段階で光学的に良好に補正し、カメラの画像処理で
JPEG状態ではさらに低減しています。また、ナノクリスタ
ルコートとアルネオコートの採用で、ゴースト・フレアも効
果的に低減。撮影距離を問わず、シャープなピント、高い
解像感が引き立つ、色ずれ、色にじみのないキレの良い画
像が得られます。

NIKKORレンズ史上最高VR
補正効果5.5段※2のレンズシフト方式VR機構を内蔵して
います。Z シリーズカメラのボディー内手ブレ補正機構と
協働して、計5軸のブレを補正。幅広い状況下で高い補正
効果を発揮し、望遠撮影や光量の少ないシーンの撮影でも
効果的にブレを軽減できま
す。また、ブレの少ないファ
インダー像で動きの変化が
激しい被写体も追いやすく
捉え続けやすい、［SPORT］
モードも搭載しています。

Z 9、195mm、1/3200秒、f/5、WB：自然光オート、ISO：オート（640）　
© Shannon Wild

Z 6 II、400mm、1/3200秒、f/14、WB：晴天、ISO：オート（1800）　© saizou 前方レンズ群の動きに合わせて後方レンズ群を逆方向に動かすことで重心移動を抑制。 前後のレンズ群とズームリングのカム環の動きが連動し、重力による伸縮を抑制。

■ スーパーEDレンズ　■ EDレンズ

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 他社製レンズ

解像感が高くキレの良い画像が得られる高い光学性能

・画像はイメージです。

予期せぬレンズの伸縮を防止
「重心移動レス機構」は、自重によるレンズの伸縮を防ぐ働
きもあります。一般的な超望遠ズームレンズは通常、この
ような意図しないレンズの伸縮を防ぐためにロック機構
やトルク調整の操作が必要ですが、NIKKOR Z 100-
400mm f/4.5-5.6 VR Sは特別な操作が不要。予期せ
ぬレンズの伸縮がないので、上に向けての撮影も、持ち運び
も快適です。

超望遠ズームのイメージを一新する高い操作性と取り回しの良さ

色収差を抑えた解像感の高い画像

NEW

Super ED glass elements ED glass elements

Z 9に装着時。

赤枠内を拡大 黄枠内を拡大

※1 組み合わせるカメラを問わず、被写体、明るさ、フォーカスポイントによっては合焦に時間がかかったり、ピント
が甘かったり、焦点が合いにくかったり、フォーカスエイドがちらついたりすることがあります。

※2 ［NORMAL］モード使用時。35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。
最も望遠側で測定。

※3 本作例は、撮影したRAW 画像をNX Studio などでTIFFやJPEGに変換し、他社製のソフトを使って、写
真家の作品として仕上げた画像です。

※4 2021年10月28日現在発表済みの焦点距離100-400mm、開放F値4.5-5.6の35mmフィルムサイズ
相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカメラ用交換レンズにおいて。ニコン調べ。

クラス最軽量※4の高い機動力
質量はクラス最軽量※4の約1355 g（三脚座を除く）。
望遠 100mmから400mmまでをカバーしながらも、
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRと比べ、
約125 gもの軽量化を達成しています。長時間の移動や
撮影の身体的な負担を軽減し、機動的な撮影を可能にし
ます。

新開発の「重心移動レス機構」
ズームリングを回転させてもレンズの重心位置をほぼ一定
に保つ「重心移動レス機構」を搭載。野鳥撮影用のジンバ
ル雲台に取り付けた場合でも、ズームインするときの重心
移動が低減され、撮影に集中できます。しかも、ズームリン
グの回転角はクラス最小※4の80度。リングを持ち直すこ
となく、1動作で広角端⇔望遠端のズーム操作ができるた
め、狙った被写体を素早く捉え、シャッターチャンスを逃し
ません。



このカタログは2021年10月28日現在のものです。

「ニコン カレッジ」はすべての写真ファンのための写真教

室です。初心者から経験者まで、レベルや目的に合わせて

写真が学べる多彩な講座を用意。あなたの受講をお待ち

しています。

ht tps://www.nikon-image.com/

nikoncollege/

（ニコン カレッジ）

■ 主な仕様
マウント ニコン Z マウント
焦点距離 100-400mm
最大口径比 1：4.5-5.6

レンズ構成 20群25枚（EDレンズ6枚、スーパーEDレンズ2枚、ナノクリスタルコー
トあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり）

画角
24°20’- 6°10’（撮像範囲FX）

16°- 4°（撮像範囲DX）

フォーカシング方式 マルチフォーカス方式、IF（インターナルフォーカス）方式、マニュアル
フォーカス可能

手ブレ補正

ボイスコイルモーター（VCM）によるレンズシフト方式
手ブレ補正効果：5.5段※CIPA規格準拠
VRモード：NORMAL/SPORT
三脚使用時ブレ補正：あり

最短撮影距離 撮像面から0.75 m（Wide端。Tele端は0.98 m）
最大撮影倍率 0.38倍
絞り羽根枚数 ９枚（円形絞り）
絞り方式 電磁絞りによる自動絞り

絞りの範囲
・ 焦点距離100mm時：f/4.5-f/32
・ 焦点距離400mm時：f/5.6-f/40

フォーカス制限
切り換えスイッチ FULL（∞～ 0.75 m）と∞ – 3 m の2 段切り換え

アタッチメントサイズ 77 mm（P=0.75 ｍｍ）

寸法 約98 mm（最大径）×222 mm（レンズマウント基準面からレンズ先
端まで）

質量
約1435 g（三脚座を含む）
約1355 g（三脚座なし）

■ 動画撮影に配慮した設計
「重心移動レス機構」の働きでジンバル使用時にも重心移動が発生せず、より容易に安定した映像
が得られます。各操作リングの滑らかな操作感、チラつきにくい絞り制御で、ピントや明るさはゆっ
くりと滑らかに変化可能。また、静音性の高いSTM（ステッピングモーター）の採用でレンズ駆動
音が抑えられており、さらに各種操作ノイズも記録されにくいため、静かな場所でも安心して撮影
できます。また、フォーカスブリージング※に配慮した設計で、ピント位置を変えても画角が変化し
ない自然な映像が得られます。

※ フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させるときに発生する画角変動。

■ 対応機種について
このレンズは、ニコン Z シリーズカメラに対応しています。F マウントのカメラには使用できません。

■ 高い防塵・防滴性能 / 防汚性能
鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して高
い防塵・防滴性能を確保しています※。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着
しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートを採用。汚れがついてしまっても簡
単に拭き取れるので、レンズ面が汚れることを恐れずに、思い切って被写体に近寄れます。

※ すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

  : シーリング部分

■ 製品の詳細はこちら
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/
nikkor_z_100-400mm_f45-56_vr_s/

※ ［NORMAL］モード使用時。35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。
最も望遠側で測定。

◦ このレンズは、カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新
になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、一部の機能が使用できないことがあります。

■ ARCREST FILTER（別売）対応
超低反射ARコート「ゼロワンARコート」の採用と高い光学性能の実現で、装着時にもレンズ本
来の描写力を最大限に活かせるARCREST FILTER。NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-
5.6 VR S に は、Φ 77mm の ARCREST PROTECTION FILTER、ARCREST ND 
FILTER（ND4、ND8、ND16、ND32）を使用できます。

ARCREST PROTECTION FILTER 77mm ARCREST ND4 FILTER 77mm

製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
なお、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。

Z TELECONVERTER TC-1.4x Z TELECONVERTER TC-2.0x

NEW
レンズフード HB-103
希望小売価格： 
6,050円（税別 5,500円）
JAN：4960759 906571

■ 対応アクセサリー
• レンズキャップ77mm LC-77B（スプリング式）［付属］
• 裏ぶた LF-N1［付属］
• レンズフード HB-103［付属］ NEW
• レンズケース CL-C3［付属］
• Z TELECONVERTER TC-1.4x［別売］
• Z TELECONVERTER TC-2.0x［別売］
・77mmフィルター［別売］ 

ARCREST PROTECTION FILTER 77mm 
ARCREST ND FILTER 77mm（ND4、ND8、
ND16、ND32） 
ニュートラルカラー NC 77mm 
ニューソフトフォーカスフィルター 77mm 
円偏光フィルター II 77mm

HSB4359S（2110）035K

■ Z TELECONVERTER TC-1.4x、Z TELECONVERTER TC-2.0x  
    （いずれも別売）対応
画素数を落とさずに焦点距離を拡大できる Z マウントレンズ用のテレコンバーター※です。テレコ
ンバーター使用時に気になりやすい各種収差の発生を最小限に抑えながら、主レンズの高い光学
性能を活かす光学設計を追求。非装着時と変わらない高画質が得られます。

※ テレコンバーターをレンズに装着すると、レンズの明るさが、TC-1.4xは1段分、TC-2.0xは2段分暗くなります。


