興 奮 を 、分かち合う。

細 部 ま で 美 し い 高 画 質 で 、す べ て を 捕 捉 す る 連 写 性 能 。

・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：プログラムオート、1/15 秒、f/4.8
・ピクチャーコントロール：オート © Scott A. Woodward

・ホワイ
トバランス：AUTO 1 ・ISO 感度：400

つ か め 、心 が 動く瞬 間 を 。
APS-C サイズ / DX フォーマットデジタル一眼レフカメラの最高峰、D500 の高画質と
最高約 8 コマ/ 秒の連続撮影性能、そして大胆に進化を遂げた数々の高性能。
さらなる軽量・薄型化を実現したボディーが、その機動力で日常や特別な瞬間に常に寄り添う。
自分の世界を、大切な人との時間を、アクティブに楽しむ表現者たちへ。
目指す領域へ、どこまでも共に駆け上がる最高のパートナー、ニコンD7500 誕生。

■優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5。 ■ ISO 100 ～ 51200 の広い常用感度域を実現。
高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影が可能。
までの高速連続撮影。

■最高約 8 コマ / 秒※ 1 で、14 ビットロスレス圧縮 RAW でも 50 コマまで、JPEG ※ 2 で 100 コマ

■タイムラプス動画にも対応する4K UHD（3840 × 2160）/30p 動画。フル HD/HD 時は電子手ブレ補正が可能。

採用したチルト式 3.2 型画像モニター。

■深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディー。

■タッチパネルを

■撮影画像をスマートフォン※ 3 へ自動転送でき、リモート

撮影も可能な Wi-Fi ® 対応のSnapBridge対応。
※ 1 AF モードが AF-C、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）、1/250 秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時。
Android™ OS のスマートフォン / タブレット。

※ 2 画質モード：FINE、画像サイズ：L。

※ 3 iOS および

○ D7500 価格：オープンプライス JAN コード［4960759 149084］

付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b ※、
バッテリーチャージャー MH-25a、
USB ケーブル UC-E20 、
ストラップ AN-DC3 BK、
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-28 ※ EN-EL15c が付属されていることがあります。

○ D7500 18-140 VR レンズキット 価格：オープンプライス JAN コード［4960759 149091］
キット内容：D7500、AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

●記録媒体は別売です。
● 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。

●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。

● Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
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D 5 0 0 か ら 受 け 継ぐ 高 画 質 。
APS-C サイズ / DX フォーマット最高レベルの高画質を実現する

高性能画像処理エンジン EXPEED 5

優れた演算能力を発揮する、D500と同じ画像処理エンジン EXPEED 5を採用
しています。APS-C サイズ / DX フォーマット CMOS センサーから読み出された
データを高速で処理することで、
約 8コマ/ 秒の高速連続撮影や 4K UHD
（3840
× 2160）
/30p 動画を実現。高感度時にも効果的にノイズを低減するため、細部
まで鮮鋭感のある描写を得られます。繊細な階調も、静止画、動画を問わずなめ
らかに再現できます。

© Scott A. Woodward

高感度でも解像感を保ちながらノイズを低減する

APS-C サイズ / DX フォーマット CMOS センサー

ISO 3200 で撮影

© Hideyuki Motegi

カメラが自動でシーンに適した画づくりを設定

ピクチャーコントロール［オート］ NEW

APS-C サイズ / DX フォーマットのフラッグシップモデル D500と同じ撮像素子

静止画や動画を狙いどおりの映像表現に仕上げる、ニコン独自の画づくりシステム

を搭載しています。有効画素数は 2088万画素。解像感を維持しながら、最適な

「ピクチャーコントロールシステム 」を搭載。表現意図に応じてピクチャーコントロール

バランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。さら

を選んで撮るだけで、簡単に画づくりを楽しめます。ピクチャーコントロールには従来

に、光学ローパスフィルターレス仕様による解像力と NIKKOR レンズの圧倒的な

の 7つに加え、より撮影シーンの特性を活かした作

光学性能との相乗効果により、すみずみまで鮮鋭な画像を実現します。

画ができる［オート］を新たに採用。カメラが「ア
ドバンストシーン認識システム 」で得た高精度な被

静止画や動画の撮影領域を大きく拡げる

常用感度 ISO 100 ～ 51200

・レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

・画質モード：14 ビット RAW（NEF） ・撮影モード：マニュアル、1/640 秒、f/8

・ホワイトバランス：AUTO 1

・ISO 感度：100

・ピクチャーコントロール：オート

© Scott A. Woodward

写体情報を基に、
［スタンダード］をベースとして、
色合いや階調をカメラが自動的に調整します。こ

EXPEED 5と CMOS センサーの連携により、常用感度が ISO 100 ～ 51200 へと拡張。高感度域のノ

れにより人物撮影時には肌をより柔らかく、風景撮

イズ低減も向上し、従来では撮影の難しかった暗さでも、ノイズが少なく鮮鋭な描写を実現します。さらに

影時には青空や木々の緑を鮮やかに描写可能。連

Lo 1
（ISO 50 相当）までの減感、Hi 5
（ISO 1640000 相当）までの増感が可能。光の少ない環境下にも

続撮影などで撮影した大量の画像も、統一感のあ

対応する高性能な測光や AF 性能と相まって、より多彩なシーンでの撮影を可能としています。

る仕上がりになります。

［オート］で人物を撮影

© Scott A. Woodward
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狙った 瞬 間 を つ か み とる 高 い 動 体 捕 捉 力 。
14 ビットロスレス圧縮 RAW でも

最高約 8コマ/ 秒で 50 コマまでの高速連続撮影

高精度な AF・AE 性能を実現するキーデバイス

180K ピクセル RGB センサー

撮像素子からのデータの高速読み出しと高性能画像処理エンジン EXPEED 5に

D500 の測光センサーである 180K ピクセル RGB センサー（約 180,000 ピクセル）が、アドバンス

よる高速処理により、最高約 8コマ/ 秒※ 1 の高速連続撮影を実現しています。さ

トシーン認識システムの性能を向上。膨大な画素で得た撮影シーンの情報を連携させて、AF や AE、

らに、バッファーメモリーを大容量化し、14ビット記録のロスレス圧縮 RAW でも

オートホワイトバランスなどの自動制御機能の精度を高めています。

50コマ、JPEG ※ 2 で 100コマまで連続撮影が可能※ 3。ガラスペンタプリズムを
使用した視野率約 100％の明るくタイムラグのない光学ファインダーと相まって、
被写体がもっとも輝く瞬間をより確実に捉えます。
※ 1 AF モードが AF-C、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）
、1/250 秒以上の
高速シャッタースピード、その他が初期設定時。 ※ 2 画質モード：FINE、画像サイズ：L。 ※ 3 SanDisk
製 16 GB の SDHC UHS-I カード（SDSDXPA-016G-J35）を使用し、ISO 感度が ISO 100 の場合。

被写体捕捉性能をさらに強化した

高性能 51 点 AF システム

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た 51点 AF システム
が、180Kピクセル RGB センサーとの連携で、さらに優れた AF 性能を発揮。D500 で好評のグルー
プエリア AF により、5点のフォーカスポイント（選択した 1点とその上下左右の各 1点）で被写体を面
で捉え、動きを予測しにくい被写体をより確実に捕捉できます。オートエリア AF でのファインダー撮影
時には、さらに人物の顔を重視した AF 制御で、遠くの小さな顔や動いている被写体の表情を捉えるの
も容易です。

－ 3 EV 対応のフォーカスポイント
－ 2 EV ～－ 3 EV 未満対応の
フォーカスポイント
クロスタイプセンサー

© Scott A. Woodward

グループエリア AF で撮影

蛍光灯などの影響を軽減する

© Scott A. Woodward

静止画のフリッカー低減機能

APS-C サイズ / DX フォーマットの撮像範囲

動画撮影時のみの対応だったフリッカー低減を、静

1.3 ×の撮像範囲

止画ファインダー撮影時にも使用できます。蛍光灯
や水銀灯などの人工照明の明滅によるチラツキ（フ
リッカー現象）の影響で画像の一部が暗くなったり、
連続撮影時※に露出がバラついたりするのを軽減で
きます。
・レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

・画質モード：14 ビット RAW（NEF） ・撮影モード：マニュアル、1/500 秒、f/4.5

・ホワイトバランス：AUTO 1

・ISO 感度：1000

・ピクチャーコントロール：オート

© Scott A. Woodward

※ 連続撮影速度が遅くなることがあります。

選べる撮像範囲
フリッカー検出時に、ファインダー
アイコン」を表示可能
内に「
（静止画撮影時）
● 画像はイメージです。

レンズ交換せずに被写体をさらに大きく捉えることができ
る 1.3 ×の撮像範囲も選べます。遠くの被写体をグッと
引き寄せて撮影でき、51 点のフォーカスポイントが撮像
範囲を広くカバーします。
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撮 影フィールド を 拡 げ る 機 動 力 。
15万回のレリーズテストをクリアーした

操作性を向上するタッチパネル採用

高耐久・高精度シャッターユニット

チルト式 3.2 型画像モニター
画像モニターには、操作性に優れたタッチパネルを採用しています。タッチ AF やタッチシャッター（静

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

止画撮影時）をはじめ、再生時に高速で画像を切り換えられるフレームアドバンスバーや、メニュー設定、

クリアー。高い耐久性を実現しています。シャッタースピードは 1/8000 秒

文字入力などの操作が可能。さらにチルト機構が静止画・動画撮影時の撮影アングルの自由度を拡大し

から 30 秒。レリーズモードが MUP（ミラーアップ撮影）時には、メカニカル

ます。また、撮影画像を見ながら、モニターの色調をカスタマイズすることもできます。

先幕を電子先幕シャッターに切り換えて機構ブレを抑制可能。ミラー振動
のないライブビュー撮影と組み合わせれば、風景の望遠撮影時にも細部ま
で鮮鋭に描写できます。
ワークフローの効率が飛躍的にアップ

RAW 画像のカメラ内一括現像 NEW
インターバルタイマー撮影などで撮影した膨大なコマ数の RAW 画像を、カ
メラ内で一括現像できます。ホワイトバランスやピクチャーコントロール、高
感度ノイズ低減、ヴィネットコントロール、アクティブ D-ライティングなどを、
撮影時の設定で現像することも可能。撮影後のパソコンによる編集時間を
大幅に短縮できます。
使用頻度の高い設定項目にすばやくアクセス

© Scott A. Woodward

P（アイ）ボタン

さらに高い機動力を発揮する

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、ファインダー撮影、

ホールド性の高い軽量・薄型ボディー

静止画ライブビュー、動画ライブビュー時に、使用頻度の高い設定項目へダ

ボディーには高剛性炭素繊維複合材料を用いたモノコック構造を採用し、質量約 720 g ※と軽量化を

イレクトにアクセス可能。再生時には静止画や動画の編集メニュー表示のほ

達成しています。さらに、ボディーの薄型化によって実現した深いグリップで、ホールド性を一段と向上。

か、動画の音量調節、スマートフォンへ送る静止画の指定も行えます。

複合的なシーリングによる高い防塵・防滴性能が、さまざまなフィールドへの携行を可能とし、アクティ
ブな撮影をサポートします。
※ 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。

D7500

D7200

撮影姿勢を安定させ、
手ブレを軽減する深いグリップ

・レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

・画質モード：14 ビット RAW（NEF） ・撮影モード：マニュアル、1/30 秒、f/10

・ホワイトバランス：AUTO 1

・ISO 感度：200

・ピクチャーコントロール：オート

© Scott A. Woodward
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表 現 を 新 たな 領 域 へ と 導く高 性 能 。

創 作 意 欲 を か き立 てる 動 画 機 能 。

光に照らされた被写体を美しく描写できる

より鮮鋭感の高い動画を撮影できる

ハイライト重点測光

アクティブ D-ライティング（フル HD、HD 時）

マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光に加え、D500と同じくハイライト重点測光を搭載し

4K UHD（3840× 2160）/30p で、最 長

高性能画像処理エンジン EXPEED 5 の高速処理性能に

ています。ハイライト重点測光は、画面の最も明るい領域を重点的に測光して、ハイライト部の白とびを

29 分 59 秒※の動画を記録できます。高性能

より、フル HD や HD 動画にもアクティブ D-ライティングを

画像処理エンジン EXPEED 5と NIKKOR

適用できます。輝度差の強い海辺や逆光シーンなどでも、

効果的に抑制。人物にスポットライトが当たる舞台などの撮影に有効です。
さらに踏み込んだ作品づくりが可能な

機能性を向上した多重露出

レンズの優れた描写力により、細部まで鮮鋭な映像を撮影可

白とびや黒つぶれを抑えながら適度なコントラストを維持で

能。ISO 100 ～ 51200 、Hi 5
（ISO 1640000 相当）まで

き、見た目に近い明るさで被写体の細部まで再現可能。撮

の広い感度域を確保しており、より多彩なシーンに対応しま

影後に画像調整しなくても、撮影したままで、自然な明るさ

最大10コマの画像を重ねて写し込み、1

す。動画記録ファイル形式は従来の MOV に加え、スマート

つの画像として記録できます。合成モード

フォンなどで再生しやすい MP4 を新たに採用。HDMI への

は［加算］
［加算平均］
［比較明合成］
［比

同時出力により、外部モニターへの表示や外部レコーダーへ

3840 × 2160：4K UHD に対応
1.3 ×ベースの動画撮像範囲：フル HD、HD に対応
DX ベースの動画撮像範囲：フル HD、HD に対応

較暗合成］を搭載。撮影途中で合成用の

の非圧縮動画の記録も可能です。

個別画像の確認や合成画像のプレビュー

※ 動画は最大 8 個のファイルに分割されて記録されます。各ファイルのファイルサイズは最大で 4 GB です。
● 動画のアスペクト比（横：縦）は、選択したフォーマットにかかわらず 16:9 となります。

が可能となり、静物の多重露出では表現意
図により忠実な画づくりを行えます。プレ

4K UHD に対応。カメラ内で自動生成できる

ビュー時には、直近の 1コマを削除して撮

の階調豊かな映像を得られます。

アクティブ D-ライティング［強め］

アクティブ D-ライティング［しない］

ステレオマイクロホン ME-1（別売：販売終了品）装着時

タイムラプス動画

り直すことも可能。合成画像とは別に、撮
影した個別の画像を全画像保存できます。

時の経過とともに変化する雲や行き交う人の流れなどを、短時間に凝縮してドラマティックに表現します。
［比較暗合成］

© Scott A. Woodward

［加算］

デジタルならではの映像表現を簡単に実現

スペシャルエフェクトモード

特殊効果をつけた静止画や動画を撮影できます。極彩色やフォトイラスト、トイカメラ風など、10 種類の
効果を搭載。デジタル映像だからこそ楽しめるクリエイティブな表現が、作品の幅を拡げます。

パソコン専用の閲覧 / 現像 / 編集ソフトウェア NX Studio（無料ダウンロード）

レンズとの微差調整が簡単にできる

AF 微調節の自動設定

ファインダー撮影時に、厳密なピント合わせを行うのに有効な AF 微調節の自動設定が可能。静止画

© Scott A. Woodward

4K UHD やフル HD のタイムラプス動画をカメラ内で自動生成するため、特別な編集作業は不要です。

ソフトウェアです。使いやすさを追求した UI デザインにより、誰でも直感的に、スムーズ
く、静止画・動画を問わず快適に作業できます。ニコンカメラやレンズの高性能を最大限
に引き出し、イメージどおりに、よりレベルの高い映像表現を実現できます。
● 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。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/564/NX_Studio.html

撮影中でもボケを自由にコントロール

パワー絞り

露出平滑化を設定すると、夕暮れ時など周囲の明るさが大きく変化する場合でも、絞り優先オートなどで

動画撮影中に、被写体から目を離すことなく、スムーズに被写界深度を変更できます。P ボタンから「マ

自動的に前のコマとの露出差を抑制可能。コマ間の露出差から生まれる映像のチラツキを効果的に抑え

ルチセレクターによるパワー絞り※」を呼び出して［有効］に設定すると、マルチセレクターで絞りを滑ら

て撮影できます。
露出平滑化は、
最大 9999コマ撮影できるインターバルタイマー撮影にも適用できます。

かに制御可能。絞りの作動音も静かです。カスタムメニューで Fn1ボタン、Fn2 ボタンに「パワー絞り※」
を割り当てることも可能です。

静止画・動画の閲覧、RAW 現像、編集を包括的にカバーするニコン純正のパソコン専用
な閲覧、効果的な RAW 現像、編集が可能。画像表示をはじめ各機能のレスポンスも高

※ 撮影モード A または M のときのみ作動します。内蔵マイク使用時は作動音が入る場合があります。別売の外部マイクの使用をおすすめ
します。

手持ち撮影時のブレを軽減する

電子手ブレ補正（フル HD、HD 時）
フル HD や HD 動画撮影時には、手持ち撮影による映像の
ブレを電子手ブレ補正※で軽減できます。上下、左右、撮影

ライブビューを使ってレンズの機種ごとに簡単に調整値を設定、登録できます。最大20 種類のレンズを

レンズを中心とする回転の 3 方向の手ブレを補正。レジャー

登録できます※。

シーンや旅行先などでも、三脚を使わずに動画撮影を楽し

※ 非 CPU レンズは登録できません。

めます。さらに、NIKKOR レンズの光学 VR（手ブレ補正）
機構を併用すれば、より効果的に手ブレを抑制できます。
※［撮像範囲設定］が［DX］の場合、画角が狭くなるため少し拡大されます。
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動画撮影時にも適用できる

4K UHD（3840 × 2160）/30p 対応

上下のブレ
左右のブレ

その他の動画撮影機能
■ ホワイトバランスやピクチャーコントロールなどをダイレクトに呼び出せる専用の動画撮影メニュー。
静止画とは異なる設定でも、カメラ内でそれぞれの設定内容を保持可能。
■ 周囲の明るさが急激に変化するシーンを、シャッタースピードと絞りを固定して被写界深度を一定に保ちながら感度で

回転の
ブレ

露出を自動制御する M モード時の感度自動制御。
■ 動画撮影時に、白とびしそうなハイライト領域を画像モニター上に斜線で表示するハイライト表示。
■ マイク感度や録音帯域、風切り音低減を選択可能な内蔵ステレオマイク。
別売のステレオマイクロホン ME-1 やワイヤレスマイクロホン ME-W1（いずれも販売終了品）の装着も可能。

11

N I K K O R レンズ にし か 描 け な い 世 界 が あ る 。
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

D7500（APS-C サイズ /DX フォーマット）での撮影時：
60mm レンズの画角に相当（フルサイズ /FX フォーマット・35mm 判換算）

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

コンパクトなカメラボディーにフィットする、小型・軽量

NIKKOR 初採用の PF（位相フレネル）レンズにより

のマイクロレンズです。高い解像力と大きく美しいボケ

世界最軽量※ 2 を実現。手ブレ補正効果 4.5 段※ 1※ 3

を活かした、等倍（最短撮影距離 0.163 m）までのク

（CIPA 規格準拠）の VR 機構により、手持ちでの超望

ローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレート

遠撮影も可能です。VR モードには「SPORT モード」

や風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。

も搭載。逆光時のゴーストを抑えるナノクリスタルコー

D7500（APS-C サイズ /DX フォーマット）での撮影時：
450mm レンズの画角に相当
（フルサイズ /FX フォーマット・35mm 判換算）

トや PF レンズ、ED レンズによる高い光学性能をはじ
め、電磁絞り機構など高度な仕様を備えています。

希望小売価格：44,000 円
（税別 40,000 円）
JAN コード：4960759 026316

希望小売価格：272,250 円
（税別 247,500 円）
JAN コード：4960759 029126

© Scott A. Woodward

※ 1 フルサイズ /FX フォーマット対応レンズは 35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時。APS-C サイズ /DX フォー
マット対応レンズは APS-C サイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時。ズームレンズは最も望遠側で測定。
※ 2 2015 年 1 月 14 日現在、焦点距離 300mm の 35mm フィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラのオートフォーカス（AF）
単焦点レンズとして。ニコン調べ。
※ 3 NORMAL モード時。
● AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR は、光の回折現象を利用して色収差を補正する PF レンズを使用しています。回折光学素子の特性上、画面
内外に強い光源がある場合、撮影条件によっては光源を中心に色つきのフレアが発生します。色つきのフレアが発生した場合、NX Studio に搭載の「PF
フレアコントロール」機能で軽減可能です。
© Sonoe

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

D7500（APS-C サイズ /DX フォーマット）での撮影時：
27-210mm レンズの画角に相当（フルサイズ /FX フォーマット・35mm 判換算）

幅広い焦点領域をカバーする約 7.8 倍の高倍率標準
ズームレンズ。光学性能が高く、手ブレ補正効果 4.0
段※ 1（CIPA 規格準拠）の VR 機構も搭載。日常のス
ナップ撮影から旅行まで、1本でさまざまな被写体に
対応できます。

希望小売価格：79,750 円
（税別 72,500 円）
JAN コード：4960759 028327
© Scott A. Woodward

・レンズ：AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

・画質モード：14 ビット RAW（NEF） ・撮影モード：マニュアル、1/250 秒、f/8

・ホワイトバランス：AUTO 1

・ISO 感度：200

・ピクチャーコントロール：オート

© Scott A. Woodward

ニコン D7500 主な仕様

光 と 陰 で、表 現 に 新 たなドラマを。
ニコンクリエイティブライティングシステム対応

型式
レンズマウント
実撮影画角
有効画素数
撮像素子方式
総画素数
ダスト低減機能
記録画素数（ピクセル）

大光量・多機能

コマンダー機能搭載の内蔵フラッシュ

ニコンスピードライト SB-5000（別売）

暗い室内や夜景ポートレート撮影時に便利な、i-TTL 調光対応のポップアップ式内蔵

世界初※の「クーリングシステム」により発光パネルの過熱を

フラッシュを搭載しています。ガイドナンバーは約 12（ISO 100・m、20℃）
、

防ぎ、大光量ながら、冷却時間をはさむことなく、従来以上の

広角 16mm の画角をカバー。180K ピクセル RGB センサーのシーン解析

連続発光が可能です。また、多機能のハイエンドモデルであ

ピクチャーコントロールシステム

情報を活かし、発光量を最適に制御します。内蔵フラッシュを主灯 / コマン

りながら大幅な小型化を実現しており、機動性に富んだフラッ

記録媒体※ 2

ダーとして、２グループまでのリモートフラッシュをワイヤレスでコントロール

シュ撮影が可能。カメラ装着時にフルサイズ / FX フォーマッ

する光制御アドバンストワイヤレスライティングが可能です。

トと APS-C サイズ / DX フォーマットを自動判別するため、

画質モード

対応規格
ファインダー
視野率
倍率
アイポイント
視度調節範囲
ファインダースクリーン
ミラー
レンズ絞り
交換レンズ

より確実に D7500に対応した配光が得られます。
※ スピードライトを含むクリップオンタイプのフラッシュにおいて。
2016 年 1月 6日現在。

フラッシュ撮影の可能性を拡大する

ニコンクリエイティブライティングシステム

シャッター型式
シャッタースピード
フラッシュ同調シャッタースピード

D7500 に SB-5000 を装着

D7500は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対応しています。調光精度をさらに高め

スピードライト SB-5000
希望小売価格：79,750 円（税別 72,500 円）
JAN コード：4960759 146335

た i-TTL 調光や複数のリモートフラッシュを制御できるアドバンストワイヤレスライティングが可能。最高速ま
でのシャッタースピードに同調させてフラッシュ撮影するオート FP ハイスピードシンクロにより、強い日差しの
中で被写体の速い動きを捉えたり、
逆光時に人物の背景をぼかしたりも可能です。屋内外や光の状況を問わず、
表現意図に応じて被写体をドラマティックに演出できます。

レリーズモード
連続撮影速度※ 3
セルフタイマー
リモコンモード（ML-L3 ）
測光方式
測光モード

測光範囲

ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」に対応
D7500 は“SnapBridge”アプリをインストールしたスマートフォン / タブレットと
Bluetooth® で常時接続。多彩な機能が撮影画像の活用シーンを拡大し、撮影の
利便性を高めます。より高速での通信が可能な Wi-Fi® も搭載しており、アプリで

撮影画像の自動送信

・高画質な作品を簡単に SNS にアップロード可能
・Wi-Fi®

を利用して、アプリから手動で
選択して取り込みも可能

Wi-Fi® に切り換えれば、画像をよりスピーディーに自動転送でき、スマートフォン / タ
ブレットからリモート撮影も可能です。

NIKON IMAGE SPACE へ
自動画像アップロード

機能の詳細については、弊社ホームページにてご確認ください。

●カメラ内蔵の Wi-Fi® 機能、Bluetooth® 機能は、
“SnapBridge”アプリがインストールされたスマートフォン/ タブレットとの接続時の
み有効です。 ● iOS 端末の動作環境は、iOS 11.4、iOS 12.4、iPhone 5S 以降、iPad 第 5 世代以降、iPhone X 以降、Bluetooth
4.0 以上をサポート可能な端末になります。本アプリケーションはすべての端末での動作を保証しておりません。
端末の動作環境は、Android 6.0.1 以降、7.0 以降、8.0 以降、9.0 以降、10、Bluetooth 4.0

● Android™

以上を搭載した（Bluetooth ®

での

動作が可能な）端末になります。本アプリケーションはすべての Android 端末での動作を保証しておりません。Intel Atom CPU 搭載
の端末では動作いたしません。

●最新の動作環境は Apple App Store® または Google Play™ の各アプリページをご覧ください。

● SnapBridge アプリは、Apple App Store® または Google Play™ から無料でダウンロードできます。常に最新バージョンをダウンロー
ドしてお使いください。

14

・スマートフォンに転送された画像を自動的にアップ
ロード可能

リモート撮影

・スマートフォンをリモコンとして使用可能
・集合写真やクローズアップ撮影時にも有効

スマートフォン
SnapBridge アプリ

露出計連動
撮影モード

スマートフォンからの画像閲覧

・カメラの電源が OFF でもスマートフォンから
画像閲覧が可能

日時 / 位置情報の同期

・スマートフォンのタイムゾーンや時刻 / 位置
情報をカメラに同期
・海外でも到着した瞬間から撮影可能

クレジット情報の付加

・著作権情報や撮影情報など 1項目を
選択して画像に付加可能

ファームウェア更新案内

・カメラのファームウェアアップデートの通知を受信。
わすれがちなファームの更新も安心

露出補正
AE ロック
ISO 感度（推奨露光指数）
アクティブ D- ライティング
オートフォーカス方式
検出範囲
レンズサーボ
フォーカスポイント
AF エリアモード
フォーカスロック
内蔵フラッシュ

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
ニコン F マウント（AF カップリング、AF 接点付）
APS-C サイズ /DXフォーマッ
ト、焦点距離が約 1.5倍のレンズのフルサイズ /FXフォーマッ
トでの画角に相当
2088 万画素
23.5× 15.7 mm サイズ CMOS センサー
2151 万画素
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（NX Studio が必要）
• 撮像範囲［DX（24× 16 ）
］の場合：5568× 3712（L）
、4176× 2784（M）
、2784× 1856（S）
• 撮像範囲［1.3×（18× 12 ）
］の場合：4272× 2848（L）
、3200× 2136（M）
、2128× 1424（S）
• 撮像範囲［DX（24× 16 ）
］で動画撮影中に静止画撮影する場合：5568× 3128（L）
、4176
× 2344（M）
、2784× 1560（S）
• 撮像範囲［1.3×（18× 12 ）
］で動画撮影中に静止画撮影する場合：4272× 2400（L）
、
3200× 1800（M）
、2128× 1192（S）
• 動画の画像サイズを 3840× 2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合：3840× 2160
• RAW ※ 1 12ビット /14ビット（ロスレス圧縮、圧縮）
：FINE（1/4 ）
、NORMAL（1/8 ）
、BASIC（1/16 ）サイズ
• JPEG-Baseline 準拠、圧縮率（約）
優先または画質優先選択可能
• RAW と JPEG の同時記録可能
オート、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）
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）
DCF 2.0 、Exif 2.31 、PictBridge
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
• 撮像範囲［DX（24× 16 ）
］
：上下左右とも約 100%（対実画面）
• 撮像範囲［1.3×（18× 12 ）
］
：上下左右とも約 97%（対実画面）
約 0.94 倍（50mm f/1.4レンズ使用、∞、–1.0 m–1 のとき）
接眼レンズ面中央から 18.5 mm（–1.0 m–1 のとき）
− 2 ～＋ 1 m–1
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）
クイックリターン式
瞬間復元式、電子制御式
• 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
• 非 CPU レンズ（ただし、非 AI レンズは使用不可）
：撮影モード 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
電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター（ミラーアップ撮影時）
1/8000 ～ 30 秒（1/3ステップ、1/2ステップに変更可能）
、Bulb、Time、X250
X=1/250 秒、1/320 秒以下の低速シャッタースピードで同調
（1/250 ～ 1/320 秒はガイドナンバーが減少）
、
CH（高速連続撮影）
、Q（静音撮影）
、QC（静音連続撮影）
、
S（1コマ撮影）
、
CL（低速連続撮影）
E（セルフタイマー撮影）
、MUP（ミラーアップ撮影）
CL：約 1 ～ 7コマ / 秒
CH：約 8コマ / 秒
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
2 秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン（ML-L3は販売終了品）
180K ピクセル（約 180,000ピクセル）RGB センサーによる TTL 開放測光方式
• 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）
• 中央部重点測光：Φ 8 mm 相当を測光（中央部重点度約 75%）
、
Φ 6 mm、Φ 10 mm、Φ 13 mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能
• スポット測光：約Φ 3.5 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
• 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
• 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 ～ 20 EV
※ ISO 100 、f/1.4レンズ使用時、常温 20℃
CPU 連動方式
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、S：極彩色、T：ポップ、U：フォトイラスト、'：トイカ
メラ風、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
P、S、A、M、SCENE、EFFECTS 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
輝度値ロック方式
ISO 100 ～ 51200（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 51200に対し約 0.3 、0.5 、0.7 、1 段、2 段、3 段、4 段、5 段（ISO 1640000
相当）の増感、感度自動制御が可能
オート、より強め、強め、標準、弱め、しない
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、1 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
− 3 ～＋ 19 EV（ISO 100 、常温（20℃）
）
• 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
• 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
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
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
S、
T、U、
' 時：オートポップアップ方式による自動発光
i、k、p、n、o、s、w、
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
（ISO 100・m、20℃）
• ガイドナンバー：約 12（マニュアルフル発光時約 12 ）

調光方式

180K ピクセル（約 180,000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
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、
フラッシュモード
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
i-TTL 調光、電波制御アドバンストワイヤレスライティング、光制御アドバンストワイヤレスライティング、
ライティングシステム
モデリング発光、FV ロック、発光色温度情報伝達、オート FP ハイスピードシンクロ、マルチポイント AF
補助光
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
ブラケティング
AE ブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブ D- ライティン
グブラケティング
C（静止画ライブビュー）モード、1（動画ライブビュー）モード
ライブビュー撮影モード
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
：30p/25p/24p
動画記録画素数 /フレームレー
ト • 3840× 2160（4K UHD）
（標準 / 高画質選択可能）
• 1920× 1080：60p/50p/30p/25p/24p
（3840× 2160は高画質のみ） • 1280× 720：60p/50p
※ 60p：59.94 fps、50p：50 fps、30p：29.97 fps、25p：25 fps、24p：23.976 fps
動画最長記録時間
29 分 59 秒
動画ファイル形式
MOV、MP4
動画映像圧縮方式
H.264/MPEG-4 AVC
動画音声記録方式
リニア PCM、AAC
動画録音装置
内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能
、ISO 51200に対し約 0.3 、0.5 、0.7 、1 段、2
動画 ISO感度（推奨露光指数）• M：ISO 100 ～ 51200（1/3 、1/2ステップ ）
段、3 段、4 段、5 段（ISO 1640000 相当）の増感、感度自動制御（ISO 100 ～ Hi 5 ）が可能、
制御上限感度が設定可能
、制御上限感度が設定可能
• P、S、A：感度自動制御（ISO 100 ～ Hi 5 ）
• i、j、SCENE、EFFECTS（% 以外）
：感度自動制御（ISO 100 ～ 12800 ）
• EFFECTS（%）
：感度自動制御（ISO 100 ～ Hi 5 ）
動画アクティブ D- ライティング 静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない
その他の機能
インデックスマーク、タイムラプス動画、電子手ブレ補正
画像モニター
チルト式 3.2 型 TFT 液晶モニター（タッチパネル）
、約 92.2 万ドット（VGA）
、視野角約 170°
、視野
率約 100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能
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、拡大再生中のトリミング、
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、レーティング
（標準装備された USB ポートへの接続を推奨）
USB
Hi-Speed USB（Micro-B 端子）
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（別売：販売終了品）
、WR-R11b（別売）
、WR-R10（別売：
販売終了品）
• リモートコード：MC-DC2（別売）
• GPS ユニット：GP-1A（別売：販売終了品）
外部マイク入力
ステレオミニジャック（φ 3.5 mm）
、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（φ 3.5 mm）
Wi-Fi（無線 LAN）準拠規格
IEEE802.11b、IEEE802.11g
Wi-Fi 周波数範囲（中心周波数）2412 ～ 2462 MHz（1 ～ 11ch）
Wi-Fi 出力
8.4 dBm（EIRP）
Wi-Fi 認証方式
オープンシステム、WPA2-PSK
Bluetooth 通信方式
Bluetooth 標準規格 Ver.4.1
Wi-Fi・Bluetooth
約 10 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）
通信距離（見通し）
画像編集
RAW 現像、
トリミング、
リサイズ、D- ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、
ゆがみ補正（オー
ト、マニュアル）
、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果（スカイライト、ウォームトーン、クロススクリー
ン、ソフト）
、モノトーン（白黒、セピア、クール）
、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミ
ニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、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-EL15b（付属）※ または EN-EL15c（別売）1 個使用
※ EN-EL15c が付属されていることがあります。
AC アダプター
AC アダプター EH-5d/EH-5c/EH-5b（パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用）
（別売：
EH-5c/EH-5b は販売終了品）
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-EL15b 使用時）
CIPA 規格準拠
三脚ネジ穴
1/4（ISO 1222 ）
寸法（W × H × D）
約 135.5× 104× 72.5 mm
質量
約 720 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 640 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-EL15b ※、バッテリーチャージャー MH-25a、
USB ケーブル UC-E20 、ストラップ AN-DC3 BK、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-28  ※ EN-EL15c が付属されていることがあります。
※1 復元には NX Studio（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。D7500 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。
※ 3 フォーカスモードがAF-C で、カスタムメニュー a1［AF-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）、1/250 秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時。
● 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）規格またはガイドラインに準拠しています。
● 仕様中のデータは、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。
● Apple ®、App Store ®、Apple ロゴ、iPhone ®、iPad ®、iPod touch ®、Mac、macOS および OS X は米国およびその他の国々で登録され
た、Apple Inc. の商標です。
● iPhone の商標は、アイホン株式会社（http://www.aiphone.co.jp/）のライセンスに基づき使用しています。
● iOS の商標は、米国およびその他の国における Cisco のライセンスに基づき使用しています。
● Android™ および Google Play™ は Google Inc. 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。
● Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセ
ンスに基づいて使用しています。
● 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。
● 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画像モニター、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。

使用できる SD カード
• SD メモリーカード、
SDHC メモリーカード、
および SDXC メモリーカードが使用できます。
• UHS-I に対応しています。
• 動画の撮影には、
UHS スピードクラス 3 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、
動画の記録が途中で終了
することがあります。
• カードリーダーなどをお使いの場合は、
お使いのメモリーカードに対応していることをご確認ください。
• メモリーカードの機能、
動作の詳細、
動作保証などについては、
各カードメーカーにお問い合わせください。

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 SDHC UHS-I カード（SDSDXPA-016G-J35）を使用時】
［撮像範囲設定］
が
［D X（24×16）］
の場合
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

RAW（ロスレス圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 20.5 MB

436 コマ

74 コマ

RAW（ロスレス圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 25.5 MB

339 コマ

50 コマ

587 コマ

100 コマ

連続撮影可能
コマ数※ 1 ※ 2

RAW
（圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 17.5 MB

RAW
（圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 21.5 MB

492 コマ

73 コマ

L

約 10.4 MB

1000 コマ

100 コマ

FINE ※ 3

M

約 6.3 MB

1700 コマ

100 コマ

S

約 3.4 MB

3300 コマ

100 コマ

L
NORMAL ※ 3

2000 コマ

100 コマ

約 3.3 MB

3300 コマ

100 コマ

S

約 1.8 MB

6300 コマ

100 コマ

L
BASIC ※ 3

約 5.3 MB

M

約 2.8 MB

4000 コマ

100 コマ

M

約 1.8 MB

6300 コマ

100 コマ

S

約 1.0 MB

11300 コマ

100 コマ

連続撮影可能
コマ数※ 1 ※ 2

［撮像範囲設定］
が
［1.3×
（18×12）］
の場合
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

RAW（ロスレス圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 13.1 MB

713 コマ

100 コマ

RAW（ロスレス圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 15.6 MB

559 コマ

100 コマ

RAW
（圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 11.0 MB

949 コマ

100 コマ

RAW
（圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 13.4 MB

803 コマ

100 コマ

L

約 6.6 MB

1700 コマ

100 コマ

FINE ※ 3

M

約 4.2 MB

2700 コマ

100 コマ

S

約 2.4 MB

4600 コマ

100 コマ

L

約 3.4 MB

3300 コマ

NORMAL ※ 3

M

約 2.2 MB

5100 コマ

100 コマ

S

約 1.3 MB

8600 コマ

100 コマ

BASIC ※ 3

100 コマ

L

約 1.8 MB

6200 コマ

100 コマ

M

約 1.2 MB

9500 コマ

100 コマ

S

約 0.8 MB

14700 コマ

100 コマ

※ 1 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。
※ 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。
•［画質モード］で画質を優先した（［★］が付いた）項目に設定して JPEG 画像を撮影した場合。
•［自動ゆがみ補正］を［する］に設定した場合。
※ 3 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、
［画質モード］でサイズを優先した（［★］が付いていない）項目に設定されている場
合です。画質を優先した（［★］が付いた）項目に設定した場合、記録可能コマ数は減少します。

「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
（ニコン カレッジ）

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。
https://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。
https://www.nikon-image.com/activity/nikkor/
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D7500 システムチャート
ファインダー用アクセサリー

マイクロホン

接眼補助レンズ DK-20C
（‒5〜+3m ）
-1

・‒4.0、0、+3.0は販売を終了しました。

マグニファイヤー DG-2

希望小売価格：
5,500円
（税込）
JANコード
［4960759 001689］

レンズ
ステレオマイクロホン
ME-1

希望小売価格：各880円
（税込）

・販売を終了しました。

マグニファイングアイピース DK-21M

スピードライト SB-700

希望小売価格：49,500円
（税込）
JANコード
［4960759 026071］

・販売を終了しました。

アイピースキャップ DK-5★

希望小売価格：
27,500円
（税込）
JANコード
［4960759 024343］

接眼目当て DK-28★

希望小売価格：79,750円
（税込）
JANコード
［4960759 146335］
希望小売価格：26,400円
（税込）
JANコード
［4960759 025746］

希望小売価格：220円
（税込）
JANコード
［4960759 001733］

角窓用変倍アングル
ファインダー DR-6

コイルシンクロコード SC-15

ワイヤレスマイクロホン ME-W1

・販売を終了しました。

希望小売価格：1,650円
（税込）
JANコード
［4960759 003782］

スピードライト SB-5000

パワーアシストパック SD-9

アイピースアダプター DK-22

・単体での販売を終了しました。

スピードライト

スピードライト SB-500

ワイヤレススピードライト
コマンダー SU-800

スタジオ用フラッシュ★★

スピードライト
SB-5000

ホットシューアダプター AS-15

希望小売価格：2,200円
（税込）
JANコード
［4960759 015037］

希望小売価格：44,000円
（税込）
JANコード
［4960759 024862］

スピードライト SB-5000/
SB-700/SB-500

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：115,500円
（税込）
JANコード
［4960759 024978］

ワイヤレスリモート
コントローラー WR-R11b

TTL調光コード SC-29

希望小売価格：9,900円
（税込）
JANコード
［4960759 024374］

希望小売価格：35,750円
（税込）
JANコード
［4960759 028792］

注：SB-500使用時にはAF補助光は発光しません。

希望小売価格： 550円
（税込）
JANコード
［4960759 149527］

ヘッドホン

リモートコントロール・GPSアクセサリー

スマートフォン / タブレット用アプリ

ヘッドホン★★

デジスコーピング用アクセサリー

ワイヤレスリモートコントローラー
WR-R11b
希望小売価格:20,790円
（税込）
JANコード
［4960759 905239］
ワイヤレスリモートコントローラー
WR-R11b/T10セット
希望小売価格:25,190円
（税込）
JANコード
［4960759 905246］

テレビ・ビデオ用アクセサリー

SnapBridge

（各スマートフォン/タブレットのアプリストア
から無料でダウンロード可）
★★

スマートフォン/タブレット （iOS/Android TM OS）

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

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：5,500円
（税込）
JANコード
［4960759 144034］

TVモニター★★

クリーニングキット

・販売を終了しました。

クリーニングキットプロ2 CK-P2

HDMI入力
ビデオレコーダー★★

・販売を終了しました。

ワイヤレスリモートコントローラー
WR-T10

希望小売価格：5,500円
（税込）
JANコード
［4960759 138415］

ワイヤレスリモート
コントローラーWR-1

・販売を終了しました。

バッテリー / バッテリーチャージャー / ACアダプター

ワイヤレスリモート
コントローラー WR-1

Li-ionリチャージャブルバッテリー
EN-EL15c/EN-EL15b★※1

・販売を終了しました。

EN-EL15c:希望小売価格：7,260円
（税込） JANコード
［4960759 904430］

・EN-EL15bは単体での販売を終了しました。

GPSユニット GP-1A

・販売を終了しました。

リモートコード MC-DC2

希望小売価格：3,850円
（税込）
JANコード
［4960759 126566］

リモコン ML-L3

バッテリーチャージャー MH-25a★

希望小売価格：4,950円
（税込） JANコード
［4960759 029188］
注：D7500に付属のMH-25aは電源コードなし、電源プラグ付き。

・販売を終了しました。

コンピューター関連アクセサリー
SDメモリーカード★★

パワーコネクター EP-5B

希望小売価格：3,300円
（税込）
JANコード
［4960759 127440］

ACアダプター EH-5ｄ
希望小売価格：13,200円
（税込）
JANコード
［4960759 903105］

プリンター★★

NX Studio※2

SDメモリーカードリーダー★★

Webcam Utility※2
Wireless Transmitter Utility※2
Camera Control Pro 2※3

USBケーブル UC-E21/UC-E20
UC-E21:希望小売価格：2,750円
（税込）
JANコード
［4960759 143839］
★

パーソナル
コンピューター★★

価格：オープンプライス
JANコード
［4960759 125422］

・UC-E20は単体での販売を終了しました。

★はD7500の付属品です。 ★★は他社製品です。 ※1 EN-EL15cが付属されていることがあります。 ※2 弊社ホーム ページより最新版を無料でダ ウン ロードできます。 ※3 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。https://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。 ● EN-EL15a、EN-EL15も使用可能。
EN-EL15a、EN-EL15を使用した場合、EN-EL15c/EN-EL15bを使用したときよりも撮影可能コマ数
（電池寿命）
が減少する場合があります。 ● D7500、
ワ イヤレスリモートコントローラー WR-1
（販売終了品）/ WR-R11b / WR-T10、
ワ イヤレス マイクロ ホ ン ME-W1
（販売終了品）
は、
米国輸出管理規則 Export Administration Regulations（EAR）を含む米国法の対象です。EARの輸出規制国以外への輸出や持ち出しは、
米国政府の許可は不要です。

www.nikon-image.com
www.nikon-image.com/support/

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2022年10月5日現在のものです。
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。

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。

HSB4438C
（2210）
10K

