各部名称
シャッター
ボタン

スライドスイッチ

レンズを出します
COOLPIX2500はレンズ部が回転式になっています。お買い上げ時には、レ
ンズ部がカメラボディに収納されているため、そのままでは撮影できません。
撮影するときは、レンズ部を回転させて撮影可能な状態にする必要があります。

レンズが収納されている状態

ストラップ
取り付け部

ズームボタン
バッテリー／コンパクト
フラッシュカードカバー
カバーロック解除ノブ

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていること
を確認します。

①

④

②

⑤

⑦

⑥

⑧

⑨

③

COOLPIX2500 カメラ本体
ストラップ
USB ケーブル
コンパクトフラッシュカード
バッテリーチャージャー MH-60
リチャージャブルバッテリー EN-EL2
クイックスタートガイド
（本紙）
使用説明書
保証書
Important Information
（「重要なご案内」）
⑪ Nikon View 5 CD-ROM
⑫ Nikon View 5 リファレンスマニュアル
CD-ROM

⑪

EN- EL 2

カバーを持ち上げ、開きます。

コンパクトフラッシュ
カード挿入口にある図
に合わせて、正しく入
れてください。

コンパクトフラッシュカードを
奥まで入れます。
※ おもて面を上にして無理に押し込むと、
破損のおそれがあります。

首からかける
ときの長さ

3

2

レンズ部の中央をはさみ、すべり止めパッドが見
える角度までゆっくりとレンズ部を傾けます。

3

図のようにレンズ部を持ちかえて、好みの位置に合わせます。

半押ししたままシャッターボタンを押し込み、撮影します。
シャッターボタンの押し方には2段階あり
ます。シャッターボタンを途中で止める
（半押し）とピントと露出が決まります。半
押ししたままさらに押し込むとシャッター
が切れます。

操作中、
バッテリー節約のため液晶モニタが消灯することがあります。
液晶モニタを再度点灯させるためには、シャッターボタンを半押しし
てください。

撮影した画像をすぐに確認できます
撮影した画像を見るには、液晶モニタの右下にある
（クイック
1 レビュー）ボタンを押します。

2

（クイックレビュー）ボタンを1回押すと、液晶モニタ画面の左上に縮小画
面が表示されます。もう 1 回押すと液晶画面全体に表示されます。さらにもう 1 回
押すと、撮影画面に戻ります。

2
液晶モニタ上の「バッテリーチェック表示」を見て、バッテリーの容量
を確認します。
表示なし： バッテリー容量は十分です。
［
］： バッテリーの残量が少なくなりました。予
備のバッテリーを用意することをおすすめ
します。
［電池残量がありません］：
バッテリーの残量がありません。充電済み
のバッテリーと交換してください。

マルチセレクターの▼/▲を押すと、撮影した画像
を画面上で順（逆順）に表示することができます。
シャッターボタンを半押しすると、再び撮影画面が表示
されていつでも撮影できます。

バッテリーチェック表示

3

撮影を終了する場合は、スライドスイッチを OFF（オフ）にしてレンズ
を収納します。

EN- EL 2

バッテリーを奥まで入れ
ます。

ストラップの長さは、
留め具で調整します。

スピードライトランプ

バッテリーの容量を確認します
スライドスイッチを （撮影モード）
に合わせます。
1 電源がオンになり、撮影画面になります。

バッテリー／コンパクトフラッシュカードカバーを図のように開け、
充
電したバッテリー（EN-EL2）とコンパクトフラッシュカードをカメラ
の中に入れます。

カバー裏面の図に
合わせて、＋と−
の方向を正しく入
れてください。

残量のない状態のバッテリーを充電する
場合、約 2 時間で充電が完了します。

※ COOLPIX2500 は首から下げてご使用いただけます。

液晶モニタ側を自分の方に向けて、カメラを持ち
ます。

指でレンズやスピードライトに触れないようにご注意ください。レ
ンズに指紋などの汚れが付いて、撮影する画像に汚れが写り込むこ
とがあります。汚れが付いてしまった場合は、柔らかい布で軽く拭
いてください。

カバーロック解除ノブを
の方向にスライドさ
せて、バッテリー／コンパクトフラッシュカード
カバーのロックを解除します。ロックが解除され
ると、ノブの横に赤い印が出ます。

EN- EL 2

CHARGE
ランプ

ストラップを図のようにカメラに取り付けます。

1

バッテリーとコンパクト
フラッシュカードを入れます
（オフ）になっ
1 カメラのスライドスイッチがOFF
ていることを確認します。

カバーをスライドします。

ストラップを取り付けます

1600

スピードライトランプ

リチャージャブルバッテリー（EN-EL2）
を図のようにバッテリーチャージャーに
セットします。セットと同時に充電が始ま
ります。バッテリーの充電中は、バッテ
リーチャージャーのCHARGEランプが点
滅します。
CHARGE ランプが点灯したら、充電完了
です。

AF 表示

液晶モニタ

3

ンセントに差し込みます。CHARGE ラン
プが点灯します。

3

（クイック
レビュー）
ボタン

2

バッテリーを充電します
1 バッテリーチャージャー（MH-60）に付
属の電源コードを接続し、電源プラグをコ
2

⑫

シャッターボタンを半押しして、
ピントが合っていることを確認します。
ピントが合うと液晶モニタ画面右上の AF 表示が緑色に点灯します。ピン
トが合わないときは、赤色点滅します。

マルチセレクター

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

⑩

2

レンズ

すべり止め
パッド

セットの内容を確認します

ズームボタンの ボタンで広角
側に、 ボタンで望遠側にズーム
します。

レンズ部を傾けるとき、レンズ部とカメラボ
ディの間に爪や指、髪の毛などをはさまない
ようにご注意ください。

スピードライト

COOLPIX2500を手軽にご使用になれるガイドです。手順通りに
進んでいくだけで、すぐに撮影できます。

レンズが出ている状態

撮影します
1 液晶モニタを見ながら撮影する画像の構図を決めます。

バッテリー／コンパクトフラッシュカードカバーに無理な力を与えない
でください。破損のおそれがあります。

4

マルチセレクターの操作

カメラの持ち方

撮影時にマルチセレクターを操作すると、液晶モニタにセルフタイマーの
リスト表示、撮影モードのリスト表示、画像情報などが表示されます。

ON
OFF

レンズに指がかかっ
ています。レンズに
指紋などの汚れが付
いて、撮影する画像
に汚れが写り込むこ
とがあります。

セルフタイマーモードのリスト表示
または を押して ON、OFF を切り換
えます。 を押すと撮影画面に戻ります。

バッテリーとコンパクトフラッシュカードを奥まで差し込んだら、
カバー
を閉じてカバーロック解除ノブを の方向にスライドします。ノブの横
に赤い印が見えていないことを確認してください。
設定内容や画像情報の
表示 / 非表示
カメラの設定内容や画
像情報の表示 / 非表示
を切り換えます。

撮影モードのリスト表示
または を押して
、
、 を選択します。 を
押すと撮影画面に戻ります。

レンズやスピードライトに指がかから
ないように、カメラの上下を挟むよう
にして持ちます。レンズ部を回転させ
る際は、レンズやスピードライトに指
が触れないようにしてください。

推奨する持ち方

スピードライトに指
がかかっています。
撮影する画像に影が
写ったり、画像全体
が暗くなったりする
おそれがあります。

不適切な持ち方の例

画像をパソコンで見る（Windows をご使用の場合）

画像をパソコンで見る（Macintosh をご使用の場合）

対応 OS：Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE)
（すべてプリインストールモデルに限る。）

対応 OS：Mac OS 9.0、Mac OS 9.1、Mac OS 9.2、Mac OS X（10.1.2 以降）

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン
上で管理することができます。画像をパソコンに転送するにはNikon View 5を
使用します。Windows をご使用の場合は、以下の手順で Nikon View 5 のイン
ストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5 の詳細については、
Nikon View 5 リファレンスマニュアル（CD-ROM）をご参照ください。

7

Nikon View 5 のインストール先が［インストール先のフォルダ］に表示さ
れますので［次へ］ボタンをクリックします。

4

Nikon View 5（ニコン トランスファ）画面の

ボタンをクリックします。

コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコンに転送
されます。
カメラの
（トランスファ）ボタンを使用して画像を転送する方法については、使用
説明書の 44 ページをご参照ください。

表示される画面およびインストール時の動作は、Nikon View 5 のバージョンに
より異なる場合があります。

表示される画面およびインストール時の動作は、Nikon View 5のバージョンに
より異なる場合があります。
Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000
Professional をご使用になる場合のご注意
Nikon View 5 をご使用になる場合（インストール / アンインストール
する場合も含む）は、
「コンピュータの管理者」アカウント（Windows
XP Home Edition/Professional の場合）もしくは「Administrator」
アカウント（Windows 2000 Professional の場合）でログオンして
ください。

カメラをパソコンに接続する時のご注意
カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストール
してください。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン上
で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 5 を使
用します。Macintosh をご使用の場合は、以下の手順で Nikon View 5 のインス
トール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5 の詳細については、Nikon
View 5 リファレンスマニュアル（CD-ROM）をご参照ください。

8

カメラをパソコンに接続する時のご注意
カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストール
してください。

［はい］ボタンをクリックして、フォルダを作成します。

5
9

画像の転送が完了すると、パソコンの画面に Nikon View 5 のニコン ブラウ
ザが表示されます。

インストール中です。

Step1

Nikon View 5 のインストール

1

パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。

2

Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、
［Welcome］ウィ
ンドウが自動的に開きます。

9

インストールが完了すると、右の画面のど
ちらかが表示されます。［再起動］または
［はい］ボタンをクリックして、パソコンを
再起動します。

View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブ
10 パソコンが再起動したら、Nikon
から取り出します。
・ 再起動時に［Welcome］ウィンドウが開いた場合は、
［終了］ボタンをクリック
して［Welcome］ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出
してください。

Step2

1

画像の転送

カメラのスライドスイッチをOFFに合わせて、画像が記録されているコンパ
クトフラッシュカードをカメラに入れます。
・ コンパクトフラッシュカードの入れ方について
はおもて面 Step4 をご覧ください。

・ Mac OS X（10.1.2 以降）の場合

Step1

1
2
3

自動起動しませんので、デスクトップ上の Nikon View 5（CD-ROM）を開き、その中の
［Welcome］アイコンをダブルクリックして［Welcome］ウィンドウを開いてください。

Nikon View 5 のインストール

パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。

10

パソコンに転送された画像は、My Pictures（または My Documents）フォルダの
中に作成される Imgxxxx という名称のフォルダに保存されます（初期設定）
。

Nikon View 5 のショートカットをデスクトップに作成する場合は、［はい］
ボタンをクリックします。

3

※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

［インストール］ボタンをクリックして、
インストールを開始します。
・ Mac OS 9 の場合

Nikon View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、
［Welcome］
ウィンドウが自動的に開きます。

6

［標準インストール］ボタンをクリックして、インストールを開始します。

11 ［完了］ボタンをクリックして、インストールを完了します。

初期設定では［PanoramaMaker］、［Nikon
View 5］
、［QuickTime 5.0.2］がインストー
ルされます
（チェックボックスにチェックが入っ
ているソフトウェアがインストールされます）。

カメラとパソコンの接続を終了します。
画像の転送が完了し、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送した画像が表示された
ら、必ず次の操作をしてからカメラのスライドスイッチをOFFに合わせて、USBケー
ブルを抜いてください。

Mac OS X（10.1.2 以降）
カメラをパソコンに接続する前に、Finder の［移動］メニューから［アプリケー
ション］を選択してください。その中の［Image Capture］アイコンをダブルク
リックすると、下のようなウィンドウが表示されます。
［自動処理］と［ホットプラ
グ時の動作］を［なし］に設定してください。また、Nikon View 5 をインストー
ルした後にApple iPhotoをインストールした場合も上記の手順を行ってください。
なしに設定

・ Mac OS X（10.1.2 以降）の場合
初期設定では［PanoramaMaker］、［Nikon
View 5］がインストールされます（チェック
ボックスにチェックが入っているソフトウェアが
インストールされます）
。

・ Windows XP Home Edition/Professional の場合
パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り
外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記
憶装置デバイス−ドライブ（E:）を安全に取り外
します」を選択してください。

4

Panorama Maker のインストールが開始
されると右の画面が表示されます。画面の
指示に従ってインストールしてください。

なしに設定

2

・ Windows 2000 Professional の場合

・ 初期設定では［Panorama Maker］
、［QuickTime 5.0.2］
、［Nikon View 5］
がインストールされます。
・ Windows 98SE の場合は、最初に［マスストレージドライバ］のインストール
が開始されます。下の画面が表示されたら、
［OK］ボタンをクリックしてくださ
い。インストールが完了したら再度［OK］ボタンをクリックしてください。

12 ［はい］ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しま
たは取り出し」アイコンをクリックして「USB大
容量記憶装置デバイス−ドライブ（E:）を停止し
ます」を選択してください。

Mac OS X（10.1.2 以降）
Nikon View 5のインストールを開始する前に、
右のようなウィンドウが表示されます。
管理者の名前とパスワードを入力してください。

・ Windows Millennium Edition (Me)の場合

13

パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブ
から取り出します。

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」
アイコンをクリックして「USB ディスク−ドラ
イブ（E:）の停止」を選択してください。

3

・ 再起動時に［Welcome］ウィンドウが開いた場合は、
［終了］ボタンをクリックし
て［Welcome］ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出して
ください。
・ Windows XP の場合は、Nikon View 5 のバージョンや、ご使用になるパソコ
ンの環境によって、PTP ドライバのインストール、セットアップウィザードが開
始される場合があります。
このような場合は、ウィザードの最後で再起動を選ばずに、ウィザードを終了し、
次のインストーラへ進んでください。

4

5
・ Windows 98 Second Edition (SE)の場合

Step2

1

Panorama Makerのインストールが開始されると下の画面が表示されます。
画面の指示に従ってインストールしてください。

画像の転送

マイコンピュータの中の「リムーバブル ディス
ク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を
選択してください。

カメラのスライドスイッチを OFFに合わせて、画像が記録されているコンパ
クトフラッシュカードをカメラに入れます。

6
※ 「ドライブ（E:）
」の E はご使用のパソコンによって異なります。

5

QuickTime 5.0.2のインストールが開始されると下の画面が表示されます。
画面の指示に従ってインストールしてください。

に合わせて、カメラの電源を

4

Nikon View 5 Installerウィンドウの［イ
ンストール］ボタンをクリックすると、イ
ンストールが開始されます。

Nikon View 5（ニコン トランスファ）画面の
ボタンをクリックし
ます。
コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコ
ンに転送されます。
カメラの （トランスファ）ボタンを使用して画像を転送する方法については、使用
説明書の 44 ページをご参照ください。

ニコン ブラウザ

Dock への登録（Mac OS X) / エイリアスの作成 (Mac OS 9)
Nikon View 5をインストールすると、
右ような画面が表示されます。Dock
へ登録する場合（Mac OS X) 、また
はエイリアスを作成する場合 (Mac
OS 9)は、
［OK］ボタンをクリックし
てください。
Mac OS X
Mac OS 9

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。

カメラのスライドスイッチを
ンにします。

または

に合わせて、カメラの電源をオ

7

・ カメラの電源をオンにしても、カメラの液
晶モニタには何も表示されません。パソコ
ンが自動的にカメラを認識して、パソコン
のモニタ画面にNikon View 5（ニコン ト
ランスファ）を表示します。

Nikon View 5 のインストールが開始されると、
［使用許諾契約］が表示され
ます。
［使用許諾契約］の内容をよくお読みのうえ、
［はい］ボタンをクリッ
クします。

または

カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。

・ 名前、所属、ユーザ登録番号は入力する必要はありません。すべて空欄のまま［次
へ］ボタンをクリックしてください。

6

カメラのスライドスイッチを
オンにします。

・ カメラの電源をオンにしても、カメラの液晶モ
ニタには何も表示されません。パソコンが自動
的にカメラを認識して、パソコンのモニタ画面
に Nikon View 5（ニコン トランスファ）を表
示します。
・ ニコン ブラウザが起動した後、ニコン トランス
ファが起動します。

・ カメラを安定させるため、レンズ部をカメラボディのフレームの内側に収納し、液晶
モニタを上に向けて安定した場所に置いてください。

転送した画像の楽しみ方
3

Nikon View 5のインストールを開始する
と［ライセンス］ウィンドウに使用許諾が
表示されますので、内容をよくお読みの
うえ［同意］ボタンをクリックして、イン
ストールを続行します。
ライセンスに同意すると、
［お読みくださ
い］ウィンドウが表示されます。
［お読みく
ださい］ウィンドウには、重要な情報が含
まれていますので、必ずお読みください。

・ コンパクトフラッシュカードの入れ方につい
てはおもて面 Step4 をご覧ください。

2

カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。
・ カメラを安定させるため、レンズ部をカメラボディのフレームの内側に収納し、液
晶モニタを上に向けて安定した場所に置いてください。

Windows XP の AutoPlay
カメラの電源をオンにすると、
［リムーバブル
ディスク］ダイアログが表示されます。
［コンピュータにあるフォルダに画像をコピー
する（Nikon View 5使用）
］を選択し、
［OK］
をクリックすると、Nikon View 5 が起動し
ます。常に Nikon View 5（ニコン トランス
ファ）画面の
ボタンで画像を転送する場
合は、
［常に選択した動作を行う］にチェック
を入れることをおすすめします。

「Nikon オンライン
アルバム」で画像
アルバムを作る

8

Nikon のデジタルイメージング・コミュニティーサイト
「Nikonオンラインアルバム」では、画像をアップロードし
てオリジナルアルバムを簡単に作成することができます。
アルバムの公開やプリント・オーダーなど様々なサービス
も楽しめます。

プリンターでプリントする

5

QuickTime5.0.2 のインストールが開始されます。
・［インストール種類の選択］ダイアログでは、
［基本的なインストール］チェックボックスが
ON になっていることを確認して、[続ける]
をクリックします。

※ xxxxには0001から昇順に数字
が入ります。

6
・［ユーザ登録］ダイアログでは、名前、所属、
ユーザ登録番号は入力する必要はありませ
ん。すべて空欄のまま［続ける］をクリック
してください。

画像の転送が完了すると、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送された
画像が表示されます。
パソコンに転送された画像は、書類
（M a c O S 9 の場合）または
Pictures（Mac OS Xの場合）フォ
ルダの中に作成される Imgxxxx と
いう名称のフォルダに保存されます
（初期設定）
。

［終了］ボタンをクリックしてNikon View 5
のインストールを終了します。

http://album.nikon-image.com/
Nikon View 5 使用
を選択

ニコン トランスファ

カメラとパソコンの接続を終了します。
画像の転送が完了し、Nikon View 5 のニコン ブ
ラウザに転送した画像が表示されたら、必ずデスク
トップ上の「名称未設定」
（
「NO̲NAME」
）のアイ
コンをゴミ箱に捨ててからカメラのスライドスイッ
チをOFFに合わせて、USBケーブルを抜いてくだ
さい。
Mac OS 9

Mac OS X
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