
簡単操作ガイド簡単操作ガイド

 セット内容の確認

カメラ本体に装着

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ご確認ください。

・ SDメモリーカード（以下SDカードと表記します）は別売です。使用説明書169ページ
に記載の推奨メモリーカードをお使いください。

・ レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズ（その付属品も含む）が
付属しています。レンズフードの取り付け方法は、使用説明書196ページをご覧ください。

❏ クイックチャージャー
MH-18a（電源コード付）

❏ USBケーブル UC-E4

❏ オーディオビデオケーブル
EG-D2

❏ Li-ion リチャージャブル
バッテリー EN-EL3e
（端子カバー付）

Li-ion BATTERY PACK

❏ ストラップ

付属品

❏ アイピースキャップDK-5
（クリップ部でストラップにはさ
んでください。セルフタイマー
撮影時に使います）

❏ 簡単操作ガイド（本紙）
❏ 使用説明書
❏ 保証書

❏ PictureProject ソフトウェアCD-ROM（灰色）
❏ PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM（銀色）
❏ カスタマー登録カード

 各部の名称（本書で操作する部分のみ）

接眼目当て

 メニュー
ボタン 

液晶モニター

視度調節ダイヤル

マルチセレクター

SDカードカバー

SDカードアクセスランプ

バッテリーカバー開閉ノブ

内蔵フラッシュ

フォーカスモード
ダイヤル

 再生ボタン 

電源をONにする電源をONにする

ストラップを取り付けるストラップを取り付ける

撮影モードを 撮影モードを   に合わせるに合わせる

これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。
カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。
裏面では、付属のソフトウェア「PictureProject」を使って、撮影した画像をパソコンに転送する方法や、
カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明しています。

フォーカスモードダイヤルを「AF」に合わせるフォーカスモードダイヤルを「AF」に合わせる

❏ 液晶モニターカバー BM-7

 削除ボタン 

❏ アクセサリーシューカバー

❏ ボディーキャップ

ピントを合わせて撮影するピントを合わせて撮影する

シャッターボタンを半押し（軽く押す）してください。

・ カメラが自動的に、フォーカスエリアに重なっている被写体か
らピントを合わせる部分を選びます。

・ 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光る場合や、内蔵フラッ
シュが上がる場合があります。

・ ピントが合うと、

• 「ピピッ」という電子音が鳴り、ファインダー内下部のピン
ト表示●が点灯します。

• ファインダー内で、ピントが合ったフォーカスエリアすべ
てが、約1秒間強調表示されます。

半押ししたままで、シャッターボタンを下まで押し込む（全押し
する）と、撮影できます。

・ 撮影した画像がSDカードに記録されます。

・ SDカードアクセスランプが点灯している間は、SDカードや
バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外したりし
ないでください。
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 裏面へ

CHARGE
END

❏ 接眼目当てDK-21

カメラを構えるカメラを構える

片足を少し
前に踏み出す

わきを軽く締める
右手：カメラのグリップを包み込むよ
うにしっかりと持つ

左手：レンズを支える

ファインダー内の見え方を調節するファインダー内の見え方を調節する
ファインダーをのぞきながら視度調節ダイ
ヤルを左右に回し、フォーカスエリアが最
もはっきり見えるように調節してください。
・ 爪や指先で 目を傷つけないようにご注意
ください。

ファインダーをのぞきながら、構図を決めてください（撮影時には、
液晶モニターは消灯します。液晶モニターを見ながら撮影はできま
せん）。

・ 11カ所あるフォーカスエリアの少なくとも1つに、被写体が重
なるようにしてください。

・ 被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側（焦点距離目
盛の大きい数値側）に、広い範囲を写したいときはズームリングを
広角側（焦点距離目盛の小さい数値側）に回してください。

構図を決める構図を決める

望遠側

広角側

レンズ
着脱指標

撮影モードダイヤル
シャッターボタン

電源スイッチ

表示パネル

ファインダー接眼窓

 OKボタン

D80カメラ本体

SDカード（別売）を入れるSDカード（別売）を入れる

カチッと音がするまで挿
入してください。

向きに注意！
SDカードが正しく挿入される
と、SDカードアクセスランプ
が約1秒間点灯します。

おもて面

デジタル一眼レフカメラ

撮影した画像を確認する撮影した画像を確認する
撮影した画像は、撮影直後に約4秒間、液晶モニターに表示されます。画像が表示されていな
いときに撮影した画像を確認したい場合は、  ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示
されます。

液晶モニターに画像が表示されている状態で  
ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。

・ もう一度  ボタンを押すと、表示中の画像が
削除されて、再生画面に戻ります。

・ 削除するのをやめたいときは、  ボタンを押し
てください。

・ カメラ背面にあるマルチセレクターの◀または
▶を押す（またはメインコマンドダイヤルを回
す）と、ほかの画像を見ることができます。

・ 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押しし
てください。

撮影の準備をしよう

いよいよ撮影！

ズームリング

レンズを取り付けるレンズを取り付ける
ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。

着脱指標

・ レンズとカメラの着脱指標を合わせながらレン
ズを差し込み、矢印の方向に回してください。
カチッと音がするところまで回すと、取り付け
は完了です。

・ A/M切り換えスイッチまたはフォーカスモー
ドスイッチのあるレンズを使用する場合は、A
（オートフォーカス）またはM/A（マニュアル優
先オートフォーカス）に合わせてください。

SDカードを初期化（フォーマット）するSDカードを初期化（フォーマット）する
D80で初めてお使いになるSDカードは、まずD80で初期化してからお使いください。SDカー
ドを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っ
ている場合は、初期化の前にパソコンなどに保存してください。なお、SDカードをカメラから抜
くときは、その前に必ず電源をOFFにしてください。

電源をONにして、赤色の  マークが付いた2つの
ボタン（  ボタンと  ボタン）を同時に約2秒以上押す

・ 表示パネルとファインダー内下部に、左のように点滅表
示されます。

初期化が完了する

・ 液晶モニターが消灯し、表示パネルに記録可能コマ数（これ
から撮影できるコマ数）が表示されます。
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もう一度  マークが付いた２つのボタンを押す

・ 表示パネルの記録可能コマ数の箇所に  が表示され、初期化が始まります。初期化
中は、電源をOFFにしたり、バッテリーやSDカードを取り出したりしないでください。

2

バッテリーをカメラに入れるバッテリーをカメラに入れる

接点を下にして入れてください。

向きに注意！

日付と時刻を設定する日付と時刻を設定する
ご購入後、はじめて電源をONにしたときは、液晶モニターに「ワールドタイム」の画面が表示さ
れます。以下の手順でカメラの内蔵時計を合わせてください。

「ワールドタイム」のその他の項目について
「現在地の設定」は、初期設定で日本のタイムゾーン (Tokyo, Seoul) に設定されていますが、他のタイムゾーンに変
更することもできます。詳しくは使用説明書17ページ、138ページをご覧ください。タイムゾーンを変更すると、
時差に基づいて設定日時が自動的に修正されます。

2

マルチセレクターの▲または▼で「年」を合
わせてください。

▼を押すごとに、「月」「日」「時」「分」「秒」
が順番に切り換わります。それぞれの項目につ
いて、▲または ▼ で数値を合わせてください。
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 ボタンを押すと、日時が設定されて、
液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できる
状態になります。

1

「日時の設定」画面が表示されます。

このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D80 を
はじめてお使いになる方のために、かんたんな撮影
の方法と、撮影した画像をパソコンに転送したり、
プリントする手順を説明しています。さらに詳し
い内容については、使用説明書やP

ピク チ ャ ー プ ロ ジ ェ ク ト
ictureProject

ソフトウェア使用説明書CD-ROMをご覧ください。

「見て聞くマニュアル」デジチューター
デジチューターでは、インターネット上でD80の基
本的な操作方法を、動画や作例写真を交えながら説
明しています。詳しくは以下のURLをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

フォーカスエリア

焦点距離目盛

メイン
コマンドダイヤル

液晶モニターカバーを取り付ける液晶モニターカバーを取り付ける
液晶モニターカバーを取り付けるときは、液晶モニターの上にある溝に液晶モニターカバーの
上部をはめ込み（①）、液晶モニターカバーの透明な部分が液晶モニターと重なるように置き、
カチッと音がするまで上から軽く押してください（②）。

��

��

向きに注意！

バッテリーを充電するバッテリーを充電する
充電には、およそ２時間15分かかります（残量の無いバッテリーの場合）。

充電完了

点灯
充電中

点滅

Li-ion BATTERY PACK



Windows XPをお使いの方は
カメラの電源をONにすると、右のような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（PictureProject 使
用）］を選んで［OK］ボタンをクリックすると、PictureProject が起動
します。常にPictureProjectTransfer 画面の［転送］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。

   カメラの電源をOFFにして、画像が記録されているSDカードを入れてください。・ SDカードの入れ方については本紙表面「撮影の準備をしよう」の   をご覧ください。

画像転送時の電源について
確実に電源を供給できる別売のACアダプター EH-5 をお使いになることをおすすめします。その他のAC
アダプターは絶対にお使いにならないでください。

 カメラと起動しているパソコンを付属のUSBケーブルUC-E4で下図のように接続してください。

USBハブについて
USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

 カメラの電源をONにしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンにPictureProject Transfer が表示されます。［転送］ボタンをクリックすると、SD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。

 画像の転送が完了すると、パソコンにPictureProject が表示されます。インターネットに接続したパソコンでPictureProject
を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお
知らせするダイアログが表示される場合があります。
画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、
常に最新バージョンのPictureProject をお使いに
なることをおすすめします。

カメラとパソコンの接続を外すには

Macintosh でのインストール手順
表示される画面やインストール時の動作はPictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって
異なる場合があります。

  パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェアCD-ROM（灰色）をCD-ROM ドライブに入れてください。  の「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合は
［スタート］メニューから［マイコンピュータ］を選んで（Windows 2000はデスクトップの
［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックして）、マイコンピュータウィンドウを開き、その
中のCD-ROM（PictureProject）アイコンをダブルクリックしてください。

付属の「PictureProject」ソフトウェアをパソコンにインストールして、撮影した画像をパソコンに転
送する方法について説明します。PictureProject にはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工し
たり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくはPictureProject ソフトウェア使用説明書
CD-ROM（銀色）をご覧ください。

ここでは、Windows XPの画面で説明します。他のOSでも同様の操作です。

P
ピクチャ ー プ ロ ジ ェ ク ト

ictureProject のインストール

画像をパソコンに転送する

PictureProject の主な機能は次のとおりです。

インストールの前にご確認ください
対応OS（日本語版）：
Windows
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows 2000 Professional
（すべてプリインストールモデルに限る）

Macintosh
Mac OS X (10.3.9 以降、
PowerPC G4/G5以上 )

･ ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
･ 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
･ PictureProject をお使いになるとき（インストール /アン
インストールするときも含む）は、「コンピュータの管理者」
アカウント（Windows XP Home Edition/Professional）、
「Administrators」アカウント（Windows 2000 Professional）、
または「管理者」アカウント（Mac OS X）でログオンしてください。

･ カメラをパソコンに接続する前に、必ずPictureProject をインス
トールしてください。インストール前に接続して「新しいデバイス
の検出」が起動した場合は、[キャンセル ] ボタンをクリックして
ウィザードを終了してください。

Windowsでのインストール手順
表示される画面やインストール時の動作はPictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって
異なる場合があります。

編集モード :写真の明るさ・色合いの補正や、写真の一部
を切り取ること（トリミング）ができます。

デザインモード :写真をいろいろな
レイアウトに並べ換えることができ
ます。

写真表示エリア :フォルダやアルバム内の写真が
表示されます。

ほかにも以下のような機能があります。

 
 

※ インストール先のフォルダを変更したいときは、［参照］
をクリックしてフォルダを選んでください。

［次へ］をクリック

［転送］ボタン

このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像
ファイルについて、PictureProject 登録前には「画
像」、登録後には「写真」と表記しています。

  パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェアCD-ROM（灰色）をCD-ROMドライブに入れてから、デスクトップのCD-ROM（PictureProject）アイコンをダブルクリックしてください。
開いたフォルダ内の［Welcome］アイコンをダブルクリックすると、  の「Welcome」ウィンド
ウが開きます。

USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

 
［OK］をクリック

※ パソコンを再起動するダイアログが表示
された場合は、ダイアログにしたがって
パソコンを再起動してください。

［はい］をクリック

画面の指示にしたがって、[D1シリーズ用ドライバ ]を
インストールしてください。

 プリンターの電源をONにしてください。

 「PTP」を選んで  ボタンを押してください。

 カメラの電源をOFFにしてください。

 カメラに付属のUSBケーブルUC-E4で、カメラとプリンターを接続してください。

USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

   左の画面でマルチセレクターの ▲または ▼を押して、プリントしたい画
像を選んでください。
・  ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこともできます。

・  ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確認しなが
ら画像を選ぶことができます。

  ボタンを押してください。

・ 左の画面が表示されます。▲または▼で設定したい項目を選んで ▼を
押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

プリンターに直接つないでプリントする

よくお読みください

［はい］をクリック

  
DirectX 9 のインストール
お使いのパソコンにDirectX 9
以降がインストールされていな
い場合は、DirectX 9 のインス
トールが始まります。画面の指
示にしたがってインストールし
てください。［完了］をクリック

 
Apple QuickTimeのインストール
古いバージョンのQuickTime がインストールされている場合
は、QuickTime のインストールが始まります。画面の指示にし
たがってインストールしてください。

お使いのパソコンによっては、インストールに時間がかかる場
合があります。

 「プリント実行」を選んで  ボタンを押してください。
・ プリントが始まります。プリントが終わると、 - ② の画面に戻ります。

・ プリントを途中で中止したいときは、もう一度  ボタンを押してください。

 カメラの電源をONにしてください。・ 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画
面が表示されます。

① ②

 PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。登録アシスタントは、パソコン内にある画像を自動的に
検索して、PictureProject に登録します。登録した画
像はPictureProject で加工したり、整理したりできる
ようになります。
1. ［登録］ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」
にあるすべての画像がPictureProject に登録され
ます。

※ フォルダ内に画像がたくさんある場合は、登録に時間がか
かります。

2. 登録の完了を示すダイアログが表示されたら、
［完了］ボタンをクリックして登録を終了してください。

パソコン内の画像をPictureProject に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は、
［閉じる］ボタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。
※ パソコン内の画像は、後からでもPictureProject に登録できます。詳しくはPictureProject
ソフトウェア使用説明書CD-ROM（銀色）をご覧ください。

※ インターネットに接続したパソコンでPictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョン
アップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョン
アップを行い、常に最新バージョンのPictureProject をお使いになることをおすすめします。

登録元フォルダ

［登録］ボタン

［閉じる］ボタン

 
次のソフトウェアがインストールされます。
 ･ D1 シリーズ用ドライバ
 ･ Apple QuickTime 7
 ･ PictureProject
 ･ Camera Control Pro Updater
 ･ Microsoft® DirectX 9

［標準インストール］をクリック

Capture NX Free Trial
Capture NXソフトウェアの体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。

PictBridge（ピクトブリッジ）対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリン
ターを直接接続してSDカード内の画像をプリントすることができます。これを「ダイレクトプリント」
といいます（RAW画像はダイレクトプリントできません）。ダイレクトプリントは、次の手順で行うこ
とができます。
「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の85ページをご覧ください。

PictureProject についてPictureProject について

必ず次の操作をしてから、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜いてください。
・ Windows XP Home Edition/Professional：
 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」を選んでください。

・ Windows 2000 Professional：
 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」を選んでください。

   ※「ドライブ（E:）」の Eはお使いのパソコンによって異なります。

・ Mac OS X：
 デスクトップ上の［NIKON D80］アイコンをゴミ箱に捨ててください。

    ボタンを押して、「セットアップメニュー」（ ）を表示してください。

 「USB設定」を選んでマルチセレクターの ▼を押してください。

             
※ 続いて「お読みください」画面が表示されます。
よくお読みの上、［続ける］をクリックしてください。

［同意する］をクリック

よくお読みください

整理モード :写真を表示したり、整理
したりできます。

 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェアCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブから取り出してください。
これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。

 ※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、
ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。

［はい］をクリック

 PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。（詳しくは「Windowsでのインストール手順   」を参照してください）

用紙設定 枚数 フチ設定

日付プリント 範囲指定  設定終了後、  ボタン
を押すとプリント設定
画面に戻ります。

次のソフトウェアがインストールされます。
 ･ PictureProject
 ･ Camera Control Pro Updater
 ･ Apple QuickTime

 

 ［はい］をクリック

［はい］をクリック

［標準インストール］をクリック

Capture NX Free Trial
Capture NXソフトウェアの体験版をダウンロードできるホームページに接続できます。

管理者の名前とパスワードを入力

［OK］をクリック

 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェアCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブから取り出してください。
これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。

［はい］をクリック

［はい］をクリック

［終了］をクリック

［インストール］をクリック
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「画像をパソコンに転送する」の詳細については、使用説明書の82ページをご覧ください。

･ 写真を印刷する
･ 写真付きメールを送る

･ スライドショーで写真を見る
･ 写真をCDやDVDに保存する

アルバム一覧 :写真を登録したフォルダや
アルバムが表示されます。

PictureProject の使用説明書を見るには
1　パソコンのCD-ROMドライブに、銀色のCD-ROMを入れる
2　「Nikon」フォルダーを開く
・ Windowsの場合：「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中のCD-ROM
ドライブ（Nikon）をダブルクリックすると、「Nikon」フォルダーが開きます。

・ Macintosh の場合：デスクトップ上のCD-ROM（Nikon）をダブルクリックすると、「Nikon」フォルダーが開きます。
3　「Nikon」フォルダー内の「INDEX.pdf」アイコンをダブルクリックする
 はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ（クリックする）と、使用説明書の目次（INDEX）が表示されます。それぞ
れの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。


