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さらなる高みを目指す、表現者へ。
最新鋭の AF センサーモジュールによる、低輝度下でも確実な AF。高性能画像処理エンジン EXPEED 4
により、高感度時にも鮮鋭感を維持しつつノイズを低減した高画質を実現。十分なバッファー容量が可能
にした、DX 時で最高約 6 コマ / 秒の速度で撮り続けられる連続撮影性能。数々の高度な仕様を凝縮
したニコン DX フォーマットの小さく軽いボディーを手にするとき、溢れだす撮ることへの衝動に、イマジ
ネーションは限りなく拡がる。決して譲ることのできない独自の世界で、さらなる高みを目指す表現
者たちへ。レンズの向こうにあるすべての鼓動が、いま、美しく輝きだす。

■ 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採用。

■ D X 時、約 6 コマ / 秒で J P E G・100 コマまでの高速連続撮影を可能

－3 EV 対応で暗いシーンでも威力を発揮する51 点 AFシステム。
■ さらに拡大した ISO 100 ～ 25600 の常用感度域と、全域で実現した

にした大容量バッファーメモリー。
■ 渾身の作品をスマートフォン /タブレットを介して簡単にシェアできる、内蔵

高画質。

Wi-Fi ® 機能（NFC 対応

■ 高感度時でも鮮鋭感を保ちながらノイズを効果的に低減する、画像処理
エンジン EXPEED 4。

）。

※1

■ 露出のスムージング機能も備えた、DXフォーマットモデル初の微速度撮影機能。
■ 使いやすさをさらに高めたフルHD Dムービー。1080/60pにも対応※2。
※1

Android™ OSのみ対応。スマートフォン/タブレットがNFCに対応している必要があります。 ※ 2

1.3×時。

○ D7200 価格：オープンプライス JANコード
［4960759 145604］
付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15、バッテリーチャージャー MH-25a、USB ケーブル UC-E17、
ストラップ AN-DC1 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-23
○ D7200 18-140 VR レンズキット 価格：オープンプライス JANコード
［4960759 145628］
キット内容：D7200・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
○ D7200 18-300 VR スーパーズームキット 価格：オープンプライス JANコード
［4960759 174628］
キット内容：D7200・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
○ D7200 バッテリーパックキット【数量限定】 価格：オープンプライス JANコード
［4960759 174710］
キット内容：D7200・マルチパワーバッテリーパック MB-D15
●記録媒体は別売りです。 ●オープンプライス製品の価格は販売店にお問い合わせください。

• 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：絞り優先オート、 1/1.6 秒、 f/11

• ホワイトバランス：晴天

• ISO 感度：200

• ピクチャーコントロール：風景

© 星野佑佳
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• 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：絞り優先オート、 1/400 秒、 f/11

• ホワイトバランス：晴天

• ISO 感度：100

• ピクチャーコントロール：風景

© 星野佑佳

• レンズ：AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR

• 画質モード：14 ビット RAW（NEF） • 撮影モード：マニュアル、 1/1600 秒、 f/8

• ホワイトバランス：色温度（5260 K） • ISO 感度：800

• ピクチャーコントロール：スタンダード © 野口純一

• レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

• 画質モード：14 ビット RAW（NEF） • 撮影モード：絞り優先オート、 1/15 秒、 f/11

• ホワイトバランス：晴天

• ISO 感度：100

• ピクチャーコントロール：風景

© 星野佑佳

• レンズ：AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

• 画質モード：14 ビット RAW（NEF） • 撮影モード：絞り優先オート、 1/1250 秒、 f/8

• ホワイトバランス：晴天

• ISO 感度：400

• ピクチャーコントロール：風景

© 中井精也

1.3 ×で撮影

• レンズ：AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

• 画質モード：14 ビット RAW（NEF） • 撮影モード：マニュアル、 1/1600 秒、 f/8

• ホワイトバランス：晴天日陰

• ISO 感度：400

• ピクチャーコントロール：風景

© 中井精也

• レンズ：AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

• 画質モード：14 ビット RAW（NEF） • 撮影モード：マニュアル、 1/15 秒、 f/5.6

• ホワイトバランス：AUTO1

• ISO 感度：6400

• ピクチャーコントロール：スタンダード © 中井精也

• レンズ：AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

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

• ホワイトバランス：晴天

• ISO 感度：100

• ピクチャーコントロール：スタンダード © 熊切大輔

• 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：絞り優先オート、 1/80 秒、 f/3.5

• ホワイトバランス：AUTO2

• ISO 感度：3200

• ピクチャーコントロール：ビビッド © 熊切大輔

多様なシーンで狙った瞬間を逃がさない。
-3 EV

飛躍的に向上した 51 点 AF システム

100 shots

光の少ないシーンでの AF 性能が一段と向上

止まらずに撮り続ける余裕のバッファー容量

撮影条件に縛られない高画質。
ISO 100-25600

約 6コマ/ 秒のスピードで JPEG・100コマまでの高速連続撮影が可能

常用感度 ISO 100 ～ 25600

EXPEED 4

静止画も動画も、全感度域で高画質を実現

撮影したそのままで際立つニコン画質
一段と美しくなったＤ7200 の JPEG 画像

画像処理エンジン EXPEED 4 により、常用での最高感度は D7100 より 2 段高い ISO 25600 にまで

画像処理エンジン EXPEED 4 によるオートホワイトバランスの

向上。高感度でも鮮鋭感を残しつつ効果的にノイズを低減するので、光の少ない状況で動きの速い被写

精度向上や画づくりのさらなる改良により、一段と抜けのよい発

体を捉えたい場合でも、最適なシャッタースピードで撮影できます。動画においても同様の高感度性能

色を実現。空の青をより忠実に再現し、人物の肌もより健康的に

を発揮し、薄暗いシーンでも照明を追加することなく、クリアーな映像を撮影できます。また、Hi-BW1

描写します ※。さらに、高画素のポテンシャルをフルに引き出す
NIKKOR レンズの優れた光学性能と、ローパスフィルターレス

（ISO 51200 相当）※、Hi-BW2（ISO 102400 相当）※にも設定可能。撮影可能なシーンが拡がります。

仕様のニコン DX フォーマット CMOS センサーがもたらす、有効画素数 2416 万

※ JPEG、モノクロでの撮影となります。

画素の解像力との連携によって、被写体を高精細かつ立体的に描写します。
※ ピクチャーコントロール［スタンダード］の場合。
● 上の写真にある Nikon ロゴおよび EXPEED ロゴは実際には印刷されていません。

高 速 な 画 像 処 理 エ ン ジ ン EXPEED 4 の 採 用 と 内 蔵 バ ッ
ファーメモリーの容量拡大により、連続撮影時の撮影可能コ
マ数が大幅に増大。撮像範囲が DX 時は約 6 コマ / 秒※ 1 で、
1.3 ×時は約 7 コマ / 秒 ※ 1 で、いずれも 100 コマ ※ 2 まで
（JPEG 時）の高速連続撮影が可能です。また、14 ビット
ロスレス圧縮 RAW 時の連続撮影可能コマ数も向上。DX 時
18 コマ、1.3 ×時 29 コマを達成しています。さらに、ミラー
光の少ないシーンでも確実な AF が可能

駆動時の衝撃を抑制するミラーバランサーを採用。動きの速

© 熊切大輔
1.3 ×の撮像範囲

D7200 は、D750 で好評のアドバンストマルチ CAM 3500Ⅱオート

DX フォーマットの撮像範囲

フォーカスセンサーモジュールを採用。その優れた高感度性能により、

い被写体を高速連続撮影する際にも、常に安定したファイン
ダー像を確保できます。
※1

CIPA ガイドライン準拠。JPEG または 12 ビット RAW 時。

中央 1 点は－ 3 EV 環境下でも AF が可能です。さらに、残りの 50

※2

点も低輝度限界で－ 2 EV ～－ 3 EV 未満を達成しており、屋内の

SanDisk 製 16 GB の SDHC UHS-I カード（SDSDXPA-016G-J35）を使用し、
ISO 感度が 100 の場合。

● ライブビュー撮影時の連続撮影速度は最高 3.7 コマ/ 秒になります。

人物の肌色を健康的に再現

© Andrew Hancock

暗いシーンやコントラストの低い被写体でも卓越した AF 性能を発揮
します。使用頻度の高い中央部 15 点には、捕捉性能の高いクロスタ
イプセンサーを採用。さらに、51 点すべてのフォーカスポイントが

－ 3 EV 対応のフォーカスポイント

f/5.6 に対応するだけでなく、中央の 1 点は f/8 に対応し、テレコン

－ 2 EV ～－ 3 EV 未満対応の
フォーカスポイント

バーター装着時も確実な AF が可能です。D7200 の卓越した AF 性能、
広いフォーカスポイントのカバーエリアとレンズ対応力で、暗い室内
からスポーツ、野生動物の撮影まで、幅広い被写体をシャープに捉え
ます。

クロスタイプセンサー

視野率約100％の光学ファインダー
撮像範囲をくまなく確認できるクリアーな視界

ISO 25600 で撮影

© 熊切大輔

視野率約100%（DX 時）を確保しながら、より明るく正確な色味の像を実現。ファイン
ダー内表示（撮像範囲下の情報表示部）には、高輝度、高コントラスト、低消費電力
を実現する有機 EL 表示素子を採用しており、屋外の強い逆光下でも高い視認性を
維持します。
空の青さを忠実に再現
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© Andrew Hancock
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自分だけの画づくりを極める。

特別な一台で撮る楽しみを満喫する。
内蔵 Wi-Fi® 機能（ NFC 対応 ）

高耐久性・高精度シャッターユニット

D7200 の高画質をスピーディーにシェア

15 万回以上のレリーズテストをクリアー

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスと双方向ワイ

シャッタースピードは 1/8000 秒から 30 秒まで。フラッシュ同調シャッ

ヤレス通信ができる Wi-Fi 機能を内蔵。撮影画像（静止画）をスマートデ

タースピードは 1/250 秒。シャッターユニットは、カメラに実装した状態

バイスに簡単に取り込めるので、あなたの作品を多くの人と迅速に共有

で 15 万回のレリーズテストをクリアーし、高い耐久性を実現しています。

できます。さらに D7200 は、ニコンデジタル一眼レフカメラで初めて

［スタンダード］で撮影

［フラット］で撮影後に調整

［明瞭度］－ 5：肌を滑らかに再現

NFC に対応※。カメラの NFC マークにスマートデバイスをタッチすることで、より容易

防塵・防滴ボディー

に Wi-Fi 接続することもできます。また、Wi-Fi 接続したスマートデバイスから、静止画

フィールドでの撮影を強力にサポート

のリモート撮影も可能。自分撮りやグループ写真など撮影の幅が拡がります。

［明瞭度］＋ 5：岩肌の質感を強調

D7200 は 軽 量 で 堅 牢 な マ グ ネ シ ウ ム 合 金 を 上 面・ 背 面

※ Android™ OS のみ対応。スマートデバイスが NFC に対応している必要があります。 ● Wi-Fi 機能を使用するには、事前に、スマートデバイスに Wireless Mobile

ピクチャーコントロール［フラット］

画像のくっきり感を調整できる［明瞭度］も搭載

明部から暗部までの豊富な情報をフルに活用

0.25 ステップ刻みで撮りたいイメージに近づける

静止画や動画の仕上がりを自在にコントロールできるニコン独自の画づくり

● NFC では、使用するスマートデバイスや使用環境により、つながりにくい場合があります。その場合は通常の方法で Wi-Fi に接続してください。

好評のピクチャーコントロール［フラット］を搭載しました。［フラット］は

することで、よりイメージに近い画づくりで撮影できます。また、新たに加わった
［明瞭度］※ を使えば、シャドー側とハイライト側の階調や明るさを極力保持

スチャーの情報を最大限に取得可能。好みの画づくりをするために調整・加工

したまま、画像のソフト感やクリアー感を調整可能。女性の肌のしわやシミ

を行っても白とび、黒つぶれ、色飽和が起きにくく、明暗、色ともに、階調豊かに仕上げることができ

を軽減したい時はマイナス側に、逆に質感を強調したい場合はプラス側にすると効果的です。ピクチャー

るため、人物の頬の赤味を強調したいときや、白い花びらなどのハイライト部のディテールを表現した

コントロールの調整はカメラだけでなく、「Picture Control Utility 2」を使って、PC 上で画像への

いときなどに効果的です。また、カラーグレーディングを前提とした動画撮影にも有効です。

効果を確認しながらより細かく行うことも可能。調整したピクチャーコント

画づくりを直接適用することも可能です。

ミニチュア効果

消費電力を低減。付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15 を

上級者まで、気軽にクリエイティブな表現が楽しめます。

装填すれば、1 回の充電で約 1110 コマ（CIPA 規格準拠・1 コマ撮影モード）
、

・ 動画撮影の場合は、早送り動画として

約 4090 コマ（当社 試 験 条 件・連 続 撮 影モード）の静止画撮 影、または

記録されます。

約 80 分（CIPA 規格準拠）の動画撮影ができます。さらに、マルチパワー

液晶モニターは、3.2 型、約 122.9 万ドットと大サイズで高精細。高輝

※ 静止画のみ適用。

電源回路の効率化、電力消費効率のよい EXPEED 4 の採用などにより

静止画・動画の撮影時に、特殊効果を付けて撮影できます。初心者から

明るい場所でもクリアーな表示を実現

を介してカメラに登録できるので、JPEG での撮影時にカスタマイズした

安心してより長時間の撮影が可能

デジタル映像ならではの表現効果を楽しめるスペシャルエフェクトモード。

カラーカスタマイズ可能な高解像度液晶モニター

ロールはカスタムピクチャーコントロールとして保存でき、メモリーカード

低消費電力設計・長寿命バッテリー

デジタルならではの映像表現を簡単に実現

［コントラスト］、［色の濃さ（彩度）］などを 0.25 ステップ刻みで細かく調整

［ニュートラル］よりもトーンカーブが直線に近く、被写体の色や輝度、テク

D810、D750 と同等の防塵・防滴性能を確保しています。

スペシャルエフェクトモード

選択したピクチャーコントロールは好みに応じて調整が可能。D7200 では、

システム「ピクチャーコントロールシステム」に、上位機種 D810 などでも

カバーに使用。接合部には複合的なシーリングを施しており、

Utility（iOS/Android™ OS に対応）をインストールする必要があります。Wireless Mobile Utility は各スマートデバイスのアプリストアからダウンロード（無料）できます。

D7200 に MB-D15（別売）を装着

バッ テリー パック MB-D15 を D7200 に 装 着（ 双 方 に
EN-EL15 を使 用）すると、カメラ単体時の約 2 倍の

撮影が可能。また、AC アダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5B 併用、いずれも
別売）も電源として利用できます。

度な RGBW 配列やガラスとパネルの一体型構造の採用により、明るい日

● Picture Control Utility 2 は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。

Picture Control Utility 2

Li-ion リチャージャブル
バッテリー EN-EL15（付属）

中の屋外などでもクリアーな視認性を実現。メニュー操作で液晶モニター
の色調をカスタマイズすることもできます。

RAW 画像現像ソフトウェア Capture NX-D（無料ダウンロード）

静止画・動画活用ソフトウェア ViewNX-i（無料ダウンロード）

ニコン独自の RAW（NEF / NRW）ファイルの現像に特化したフリーソ

JPEG、RAW、動画ファイルのブラウザー機能に特化したニコンのフリー

P ボタン

フトウェア。露出補正、ホワイトバランスなどの調整のほか、ピクチャー

ソフトウェア。フォルダーをまたいで必要なファイルを一時的に保管でき

コントロールやアンシャープマスクなどの調整が可能。JPEG、TIFF

る「フォトトレイ機能」を搭載。Capture NX-D で編集した RAW ファイ

使用頻度の高い機能に素早くアクセス

ファイルの編集にも対応しています。

ルを見ることもできます。動画編集は初めてでも気軽に使える動画編集ソ

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

フトウェア ViewNX-Movie Editor と連携して行います。各 Web サー

撮影、静止画ライブビュー、動画ライブビューそれぞれの状況で、使用

● Capture NX-D は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。

h t t p : //n i ko n i m g li b . c o m /n c n xd /

ビスへのアクセスにも対応しています。
● ViewNX-i は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。

h t t p : //n i ko n i m g li b . c o m /nv n xi /

頻度の高い設定項目へダイレクトにアクセス可能。再生時には画像編集
メニューへジャンプできるほか、スマートフォン / タブレットに送る写
真の指定もできます。
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その他の機能
■ 動きのある被写体を含むシーンでもハイライト部とシャドー部のディテールを保持する
アクティブ D- ライティング
■ 露出の異なる 2 コマの画像をカメラ内で瞬時に自動合成し、よりダイナミックレンジの広い階調豊か
な画像を生成する HDR（ハイダイナミックレンジ）
■ つなぎ目の目立たない光跡写真の素材が撮れるコマ数無制限の連続撮影※
※ レリーズモードが C H 、C L で、シャッタースピードを 4 秒以上の長秒時に設定したとき。

■ 2 枚の SD カードを効率よく使用できるメモリーカードダブルスロット
15

多彩な眼でイメージを追究する。

光を自在にコントロールする。

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm
f/3.5G ED VR

D7200（DX フォーマット）での撮影時：30mm レンズの
画角に相当（FX フォーマット /35mm 判換算）

コマンダー機能搭載のフラッシュを内蔵

スピードライト SB-500（別売）

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も対応

高性能 LED ライト搭載の小型・軽量スピードライト

D7200（DX フォーマット）での撮影時：127.5mm レン

最新の光学設計で小型・軽量・高画質

ズの画角に相当（FX フォーマット /35mm 判換算）

i-TTL 調光に対応したポップアップ式

ガイドナンバー 24（ISO 100・m、23 ℃）、照射角 16mm（DX フォーマット）。

を実現。カメラの高い鮮鋭感を活かし

ダイナミックなクローズアップ撮影が

の内蔵フラッシュは、ガイドナンバー

小型・軽量で携行しやすく、単 3 形電池 2 本で気軽に使えるスピードライトです。

て、目の前の空間を広く写し込むよう

気軽に楽しめる、中望遠マイクロレンズ。

約 12（ISO 100・m、20 ℃）、 広 角

上 90°、左 180°、右 180°のバウンスが可能。内蔵の高輝度タイプの LED ライ

な描写や、主要被写体に大胆に近づい

自然な遠近感の描写と美しいボケ味

16mm の画角をカバー。アドバンスト

て背景との遠近感を強調した表現が可

で、ポートレートや風景の撮影など普

能。開放 F 値 1.8 ならではの美しいボ

段使いにも最適です。VR 機構（ 手 ブ

ワイヤレスライティング対応のコマン

ケ味も楽しめます。

レ補正効果 3.0 段 ※1※ 2 ）を搭載してい

ダー機能を搭載しており、内蔵フラッ
シ ュ を 主 灯 / コ マ ン ダ ー と し て、2

ます。

グループまでの別売スピードライト
希望小売価格 : ￥72,500（税別）

希望小売価格： ¥105,000（税別）
© 星野佑佳

希望小売価格：
¥32,500（税別）
JAN コード
［4960759 028792］

しても有効です。SB-500 をカメラから外してさまざまな角度から照明でき、
ライティングの効果をカメラのライブビューやファインダーで確認しながら気軽
に撮影できます。

をワイヤレスで制御できます。

JAN コード［4960759 025999］

JAN コード［4960759 029157］

ト（3 段階に照度変更可能）は色温度が自然光に近く、動画撮影時の補助照明と
スピードライト SB-500

© 熊切大輔

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G
ED VR

D7200（DX フォーマット）での撮影時：15-36 mm レン

D7200（DX フォーマット）での撮影時：105-300mm レ

ズの画角に相当（FX フォーマット /35mm 判換算）

ンズの画角に相当（FX フォーマット /35mm 判換算）

画 角 109 °か ら の 超 広 角 ズ ー ム レ ン

中望遠～望遠域を開放 F 値 4 一定でカ

ズ。狭い室内、建造物、風景等の撮影

バーする、小型・軽量の望遠ズームレ

や、遠近感を強調したいシーンに最適。

ンズ。手ブレ補正効果 4.0 段※ 1 とブレ

また、最短撮影距離が短いため、望遠

軽減効果の高い VR 機構を搭載。最短

側ではクローズアップ撮影にも使用で

撮影距離 1.0 m、最大撮影倍率 1/3.6

きます。

倍で、クローズアップ撮影にも威力を

© Andrew Hancock

ニコンクリエイティブライティングシステム
スタジオクオリティーのライティングをフィールドで手軽に実現

発揮します。
希望小売価格：￥120,000（税別）

希望小売価格：¥195,000（税別）

JAN コード［4960759 025869］

JAN コード［4960759 026736］

© 熊切大輔

© 野口純一

※1 CIPA 規格準拠。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使用時、
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使用時。ズームレンズは最も望遠側で測定。 ※ 2 撮影距離が約 2.6 m より近距離になるにしたがい、
手ブレ補正の効果は徐々に減少します。

PF レンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ
希望小売価格： ￥247,500（税別） JAN コード［4960759 029126］

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

アドバンストワイヤレスライティングで被写体に立体感をつける

D7200（DX フォーマット）での撮影時：450mm レンズの画角に相当（FX フォーマット /35mm 判換算）

NIKKOR 初採用の PF（位相フレネル）レンズにより大幅な軽量・小型化を実現。世界最軽量※ 1 のレンズボディーで、焦点距離 300mm、開放 F 値 4 の写真表現が手持ち撮影で可能です。

D7200 はニコンクリエイティブライティングシステムの幅広い機能に対応。高い調光精度で定評のあ

手ブレ補正効果が 4.5 段※ 2 と高く、VR モードには、動きの変化が激しい被写体を追いやすい安定したファインダー像を提供する「SPORT モード」も搭載。また、逆光時のゴースト

2015 年 1 月 14 日現在、焦点距離 300mm の FX フォーマット対応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

FX フォーマット /35mm 判換算。

※2

CIPA 規格準拠。NORMAL モード。FX フォーマットデジタル一眼レフカメラ使用時。

● 光の回折現象を利用して色収差を補正する PF レンズ使用の AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR は、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

© Andrew Hancock

ワイヤレスライティングや、明るい日中の光の中で動きの速い被写体を捉えたり、逆光の人物の背景を

面のフッ素コートなど、高度な仕様を備えています。軽量・小型のこのレンズは、コンパクトな DX フォーマットの D7200 との組み合わせにおすすめ。今まで以上

※1

オート FP ハイスピードシンクロで速い動きを捉える

る i-TTL 調光をはじめ、複数のスピードライトを使った増灯撮影をワイヤレス制御できるアドバンスト

の発生を抑えるナノクリスタルコートのほか、PF レンズ、ED レンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。さらに、電磁絞り機構やニコン独自のレンズ前
に手軽に 450mm レンズに相当※ 3 する画角での撮影が楽しめます。撮像範囲が 1.3 ×のときには、焦点距離 583mm レンズに相当※ 3 する画角で撮影可能です。

オート FP ハイスピードシンクロで背景をぼかす

ソフトにぼかしたりする撮影に有効なオート FP ハイスピードシンクロなど、撮影意図に即して効果的
従来の AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED
から大幅な軽量・小型化を実現。

に光を制御し、作品づくりをサポートします。機動力の高い D7200 と携行性に優れた別売スピード
ライトを組み合わせることで、さまざまな撮影現場でより一層の立体感と躍動感を表現できます。

します。色つきのフレアが発生した場合、Capture NX-D（Ver.1.1.0 以降）に搭載の「PF フレアコントロール」機能で軽減可能です。

16
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クリエイティブな動画撮影を気軽に楽しむ。
DX モデル初搭載の微速度撮影機能

独立した動画撮影メニュー

映像のチラツキを低減してカメラ内で簡単生成

設定操作を効率化

ニコン D7200 主な仕様
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）

ニコン DX フォーマットモデルでは初の微速度撮影機能を搭載。ゆっくりと

動画撮影時の使用頻度の高い機能を集めた「動画撮影メニュー」を、独立した

変化する雲の流れや星の動きなどを、時間を凝縮してドラマチックに再現する

メニューとして配置。ホワイトバランスやピクチャーコントロールなどが、

「微速度動画」がカメラ内で簡単に生成できます。D7200 は露出の平滑化機能

静止画とは別に動画専用で設定できるので、動画と静止画の両方を撮影すると

を備えているので、露出変化を平滑化するスムージング制御が可能。夜明けや

きに便利です。

夕暮れのような明るさが大きく変化するシーンでも、絞り優先オートなどで
自動的に露出を合わせながら、チラツキを効果的に抑えます。露出平滑化は
インターバルタイマー撮影でも設定可能。9999 回まで指定できる撮影回数とあわせて、タイムラプス
動画制作に威力を発揮します。

ハイライト表示機能
白とびの恐れがあるハイライト領域を確認可能
ハ イ ラ イ ト 表 示 機 能 を 使 え ば、 動 画 ラ イ ブ ビ ュ ー や 動 画 撮 影 時
に、白とびしそうなハイライト領域を斜線表示させて確認できます。
HDMI 出力時には、出力先に映り込まないようにすることも可能。
「ハイライト表示」は、動画撮影中でも P ボタンを使って素早く設定
変更できます。

多彩なシーンに対応するフル HD D ムービー
幅広い ISO 感度域と 2 種類の撮像範囲
動画撮影の常用感度域は、静止画同様に ISO 100 ～ 25600 と広範
囲。画像処理エンジン EXPEED 4 が高感度時も優れたノイズ低減性
能を発揮し、暗いシーンでも、照明を追加することなく撮影できます。
動画の撮像範囲は DX ベースの動画フォーマットと 1.3 ×ベースの動画
フォーマットの 2 種類が使用可能。1.3 ×時は遠くのものをより大き
く撮影でき、1080/60p にも対応しています。さらなる映像品質を
1.3 ×ベースの動画フォーマット
DX ベースの動画フォーマット

追求する場合は、HDMI ケーブル HC-E1（別売）を介して、非圧縮
映像を外部レコーダーに直接記録可能です。

音声もきれいに記録する充実のサウンドコントロール
動画撮影中も音声レベルのモニタリングや設定が可能
D7200 は内蔵ステレオマイクを搭載。感度
レベルはヘッドホンでモニターしながら動画
撮影中でも調整できます。さらに録画シーン

使用できるSD カード

に応じて［音声帯域］を設定でき、内蔵マイク
使用時には［風切り音低減］も選択できます。

SanDisk 製
東芝製
Panasonic 製

接続し、メカニカルノイズを低減したクリアー

LEXAR MEDIA 製
プラチナⅡシリーズ
プロフェッショナルシリーズ
フル HDビデオカードシリーズ

シャッタースピードと絞りを固定しての露出自動追従が可能

2 GB ※ 1

4 GB、 8 GB、 16 GB、 32 GB

―

4 GB、 6 GB、 8 GB、 12 GB、
16 GB、 24 GB、 32 GB

2 GB ※ 1

4 GB、 8 GB、 16 GB、 32 GB

―

8 GB、 16 GB、 32 GB

64 GB、 128 GB、 256 GB、 512 GB
64 GB
48 GB、 64 GB
―
64 GB
64 GB、 128 GB、 256 GB

4 GB、 8 GB、 16 GB

―

※1 カードリーダーなどをお使いの場合、
お使いの機器が 2 GB の SD カードに対応している必要があります。

※ 3 SDXC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、
お使いの機器が SDXC 規格に対応している必要があります。
UHS-I 規格に対応しています。
このカメラは、

マニュアル露出でシャッタースピードと絞りを固定し、感度の自動制御によって適正露出を得られます。

• 動画の撮影には、
SD スピードクラスが Class 6 以上のカードをおすすめします。
動画の撮影が途中で終了することがあります。
転送速度が遅いカードでは、

感度が高くなりすぎないように上限感度（ISO 200 ～ 25600）の設定も可能です。
・ヘッドホンは他社製品です。

• マルチパターン測光、中央部重点測光：0 ～ 20 EV
常温 20℃）
• スポット測光：2 ～ 20 EV（ISO 100、f/1.4レンズ使用時、
CPU 連動方式、AI 方式併用
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、 g：カラースケッチ、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、 h、%モード時に設定可能、範囲：±5 段、補正ステップ：1/3、1/2ステップに		
露出補正
変更可能
AAE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
AEロック
（1/3、1/2ステップ）
、
感度自動制御が可能
ISO 感度
（推奨露光指数）
ISO 100 ～ 25600
P、 S、 A、 M 時：ISO 25600に対し約 1、2 段
（ISO 102400 相当）
の増感が可能
（モノクローム		
の画像のみ撮影可能）
オート、
アクティブD-ライティング
より強め、強め、標準、弱め、
しない
（うち、15 点はクロスタイプセンサー、1 点はf/8 対
オートフォーカス方式
TTL 位相差検出方式：フォーカスポイント51 点
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、
（約 0.5 ～ 3 m）
付
AF 補助光
−3 ～＋19 EV
（ISO 100、常温
（20℃）
）
検出範囲
レンズサーボ
（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
• オートフォーカス
（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
		 ボモード自動切り換え
（M）
：フォーカスエイド可能
• マニュアルフォーカス
• AF51 点設定時：51 点のフォーカスポイントから選択可能
フォーカスポイント
• AF11 点設定時：11 点のフォーカスポイントから選択可能
AFエリアモード
ダイナミックAFモード
（9 点、21 点、51 点）
、3D-トラッキング、
シングルポイント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
フォーカスロック
i、k、p、n、o、s、w、g 時：オートポップアップ方式による自動発光
内蔵フラッシュ
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
ガイドナンバー：約 12
（マニュアルフル発光時約 12）
（ISO 100・m、20℃）
調光方式
（マルチパターン測光、
または中央			
2016 分割 RGBセンサーによるTTL 調光制御：i-TTL-BL 調光
部重点測光）
、
スタンダードi-TTL 調光
（スポット測光）
可能
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、
通常発光オート、
		
フラッシュモード
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、
通常発光、
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
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
レディーライト
アクセサリーシュー
（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
ホットシュー
ニコンクリエイティブライティングシステム 対応
（コマンダー機能あり）
シンクロターミナル
（別売）
ホットシューアダプター AS-15
ホワイトバランス
（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
オート
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
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		
AEブラケティング、
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
• オートフォーカス
ライブビューレンズサーボ
（AF）
：シングルAFサーボ
（AF-S）
、常時 AFサーボ
（AF-F）
（M）
• マニュアルフォーカス
顔認識 AF、
ライブビュー AFエリアモード
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
（顔認識 AFまたはターゲット追尾 AFのときは、
コントラストAF 方式、全画面の任意の位置でAF 可能
		
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
マルチパターン測光、中央部重点測光
動画測光モード
動画記録画素数 /フレームレー
ト • 1920×1080：60p/50p/30p/25p/24p、1280×720：60p/50p
（標準 / 高画質選択可能）
• 60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
• 1920×1080：60p/50p：撮像範囲が
［1.3×
（18×12）
］
の場合のみ設定可能
（
［画像サイズ /フレームレート］
［
、動画の画質］
の設定によっては最長 20/10 分）
動画最長記録時間
29 分 59 秒
MOV
動画ファイル形式
H.264/MPEG-4 AVC
映像圧縮方式
動画音声記録方式
リニアPCM
内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能
録音装置
（ステレオ録音）
、
マイク感度設定可能
露出計連動
撮影モード

• SD カードの機能、
動作の詳細、
動作保証などについては、
SD カードメーカーにご相談ください。
その他のメーカー製の SD カードにつきましては、
動作の保証はいたしかねます。

動画感度
その他の機能
液晶モニター

ISO 100 ～ 25600
インデックスマーク、微速度撮影
（640×RGBW×480）
（VGA）
、視野角約 170°
、
3.2 型 TFT 液晶モニター、約 122.9 万ドット
視野率約 100%、明るさ調整可能
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、動画再生、
スライドショー
再生機能
（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
（標準装備されたUSBポートへの接続を推奨）
USB
Hi-Speed USB
HDMI 端子
HDMI 出力
（Type C）
装備
アクセサリーターミナル
（別売）•リモートコード：MC-DC2
（別売）
•ワイヤレスリモートコントローラー：WR-1、WR-R10
•GPSユニット：GP-1、GP-1A
（別売）
外部マイク入力
（φ3.5 mm）
、
プラグインパワーマイク対応
ステレオミニジャック
ステレオミニジャック
ヘッドホン出力
（φ3.5 mm）
Wi-Fi
（無線 LAN）
準拠規格
IEEE802.11b、IEEE802.11g
（中心周波数） 2412 ～ 2462 MHz
（1 ～ 11ch）
Wi-Fi 周波数範囲
Wi-Fi 通信距離
（見通し）
（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。）
約 30 m
Wi-Fiデータ転送速度（規格値） 54 Mbps
（表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあり		
ません。）
オープンシステム、WPA2-PSK
Wi-Fi 認証方式
Wi-Fi 無線設定
WPS 対応
インフラストラクチャーモード
Wi-Fiアクセス方式
NFCフォーラム Type 3 Tag
NFC 方式
画像編集
トリミング、
モノトーン
（白黒、
セピア、
クール）
、
フィルター効果
（スカイライト、
D-ライティング、赤目補正、
ウォームトーン、
クロススクリーン、
ソフト）
、画像合成、RAW 現像、
リサイズ、簡単レタッチ、
傾き補正、
（オート、
マニュアル）
、魚眼効果、塗り絵、
カラースケッチ、
アオリ効果、
ミニチュア効果、
ゆがみ補正
セレクトカラー、動画編集
（始点 / 終点の設定、選択フレームの保存）
日本語、英語
表示言語
使用電池
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1 個使用
MB-D15
マルチパワーバッテリーパック
（別売）
：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1個使用、単3形電池
（アルカリ電池、
リチウム電池）
6 本使用
ニッケル水素充電池、
ACアダプター EH-5b
ACアダプター
（パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用）
（別売）
（カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 使用時）
CIPA 基準準拠
電池寿命
（撮影可能コマ数） 約 1110コマ
三脚ネジ穴
1/4
（ISO 1222）
寸法
（W×H×D）
約 135.5×106.5×76 mm
約 765 g
質量
（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）
（本体のみ）
約 675 g
動作環境・温度
0℃～ 40℃
85％以下
（結露しないこと）
動作環境・湿度
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15、
付属品
バッテリーチャージャー MH-25a、
USBケーブル UC-E17、
ストラップ AN-DC1 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-23
※1 復元には ViewNX-i/Capture NX-D（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。D7200 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。●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）規格による温度条件 23℃（± 3℃）で、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別途必要です。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。● SD ロゴ、SDHC
ロゴおよび SDXC ロゴは、SD-3C、LLC. の商標です。● PictBridge は商標です。● 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。● Android™ は Google Inc. の登 録商標です。● 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。● N マークは米国およびその他の国における NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。●
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。● Bluetooth ® は米国 Bluetooth SIG,Inc. の登録商
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液晶モニター、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。

「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
（ニコン カレッジ）

から中級者まで、
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。
http://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。
http://www.nikon-image.com/activity/nikkor/

【SanDisk 製 16 GB の SDHC UHS-I カード（SDSDXPA-016G-J35）を使用時】

［撮像範囲］が［D X（24×16）］の場合

SDXC カード※ 3

※ 2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、
お使いの機器が SDHC 規格に対応している必要があります。
このカメラは、
UHS-I 規格に対応しています。

例えば、暗い廊下を抜けて明るい屋外へと至るシーンを 1 カットで撮影する場合、D7200 なら、
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SDHC カード※ 2

MULTI-USE

な音声の録音も可能です。

測光範囲

画質モード・画像サイズと記録・連続撮影可能コマ数
SD カード

また、ステレオマイクロホン ME-1（別売）を

M モード時の感度自動制御

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
（AFカップリング、AF 接点付）
ニコンFマウント
ニコンDXフォーマッ
ト、
焦点距離が約 1.5 倍のレンズのFXフォーマッ
ト
（35mm 判相当）
での画角に相当
2416 万画素
23.5×15.6 mmサイズ CMOSセンサー
2472 万画素
イメージダストオフデータ取得
（Capture NX-Dが必要）
イメージセンサークリーニング、
［DX
（24×16）
］
の場合：6000×4000
（L）
、4496×3000
（M）
、2992×2000
（S）
• 撮像範囲
• 撮像範囲
［1.3×
（18×12）
］
の場合：4800×3200
（L）
、3600×2400
（M）
、2400×1600
（S）
［DX
（24×16）
］
で、
ライブビュー時にライブビューセレクターを1にして静止画撮影する場		
• 撮像範囲
		 合：6000×3368
（L）
、4496×2528
（M）
、2992×1680
（S）
［1.3×
（18×12）
］
で、
ライブビュー時にライブビューセレクターを1にして静止画撮影する		
• 撮像範囲
		 場合：4800×2696
（L）
、3600×2024
（M）
、2400×1344（S）
（ロスレス圧縮、圧縮）• JPEG-Baseline 準拠、圧縮率
（約）
：
• RAW ※ 1 12ビット/14ビット
画質モード
（1/4）
、NORMAL
（1/8）
、BASIC
（1/16）サイズ優先時、画質優先選択可能 • RAWと		
		 FINE
		 JPEGの同時記録可能
ピクチャーコントロールシステム 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
記録媒体※ 2
カードはUHS-Ⅰ規格に対応）
順次記録、同時記録、RAW＋JPEG 分割記録ならびにカード間コピー可能
ダブルスロット
対応規格
DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、PictBridge
ファインダー
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
視野率
［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）
倍率
アイポイント
（–1.0 m –1 のとき）
接眼レンズ面中央から19.5 mm
視度調節範囲
−2 ～＋1 m –1
ファインダースクリーン
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）
ミラー
クイックリターン式
撮影モードA、 Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、
プレビュー
その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能
レンズ絞り
電子制御式
瞬間復元式、
（PCレンズ一部制限あり）
交換レンズ
• G、EまたはDタイプレンズ
• 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
• DX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A、 Mで使用可能
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、
• 開放 F 値が f/5.6 以上明るいレンズで、
		
		 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
シャッター型式
1/8000 ～ 30 秒
（1/3ステップ、1/2ステップに変更可能）
、Bulb、Time、X250
シャッタースピード
X=1/250 秒、1/320 秒以下の低速シャッタースピードで同調
フラッシュ同調シャッタースピード
（1/250 ～ 1/320 秒はガイドナンバーが減少）
レリーズモード
S：単写、C L：低速連続撮影、C H：高速連続撮影、Q：静音撮影、E：セルフタイマー撮影、
M UP：ミラーアップ撮影
連続撮影速度
［DX
（24×16）
］
でJPEG 画像撮影時または、12ビットのRAW 画像撮影時
• 撮像範囲
		 C L：約 1 ～ 6コマ/ 秒、C H：約 6コマ/ 秒
［1.3×
（18×12）
］
でJPEG 画像撮影時または、12ビットのRAW 画像撮影時
• 撮像範囲
		 C L：約 1 ～ 6コマ/ 秒、C H：約 7コマ/ 秒
［DX
（24×16）
］
で14ビットのRAW 画像撮影時
• 撮像範囲
		 C L：約 1 ～ 5コマ/ 秒、C H：約 5コマ/ 秒
［1.3×
（18×12）
］
で14ビットのRAW 画像撮影時
• 撮像範囲
		 C L：約 1 ～ 6コマ/ 秒、C H：約 6コマ/ 秒
• ライブビュー撮影時の連続撮影速度は最高 3.7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
セルフタイマー
リモコンモード
（ML-L3）
瞬時リモコン、
ミラーアップリモコン
2 秒リモコン、
測光方式
2016 分割 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Ⅱ
測光モード
（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Ⅱ
（その他のCPUレンズ使用時）
、RGBマルチパターン測光
（非 CPUレンズの
		 レンズ情報手動設定時）
（中央部重点度約 75%）
、
φ6 mm、
φ10 mm、
φ13 mm、		
• 中央部重点測光：φ8 mm 相当を測光
		 画面全体の平均のいずれかに変更可能
（非 CPUレンズ使用時はφ8 mm）
• スポット測光：約φ3.5 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
（非 CPUレンズ使用時は中央に固定）

［撮像範囲］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

連続撮影可能
コマ数※ 1 ※ 2

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

連続撮影可能
コマ数※ 1 ※ 2

RAW（ロスレス圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 22.2 MB

379 コマ

27 コマ

RAW（ロスレス圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 15.0 MB

575 コマ

44 コマ

RAW（ロスレス圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 28.0 MB

294 コマ

18 コマ

RAW（ロスレス圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 18.7 MB

449 コマ

29 コマ

RAW（圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 20.6 MB

511 コマ

35 コマ

RAW（圧縮 RAW/12ビット記録）

—

約 13.8 MB

770 コマ

67 コマ

RAW（圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 25.4 MB

428 コマ

26 コマ

RAW（圧縮 RAW/14ビット記録）

—

約 16.9 MB

648 コマ

46 コマ

L

約 12.7 MB

929 コマ

100 コマ

L

約 8.6 MB

1300 コマ

100 コマ

M

約 7.7 MB

1500 コマ

100 コマ

M

約 5.3 MB

2200 コマ

100 コマ

S

約 3.9 MB

2900 コマ

100 コマ

S

約 2.9 MB

4000 コマ

100 コマ

L

約 6.5 MB

1800 コマ

100 コマ

L

約 4.3 MB

2600 コマ

100 コマ

M

約 3.9 MB

3000 コマ

100 コマ

M

約 2.8 MB

4300 コマ

100 コマ

S

約 2.1 MB

5600 コマ

100 コマ

S

約 1.5 MB

7400 コマ

100 コマ

FINE

※3

NORMAL※ 3

BASIC※ 3

L

約 2.7 MB

3500 コマ

100 コマ

M

約 1.9 MB

5700 コマ

100 コマ

S

約 1.1 MB

10300 コマ

100 コマ

※ 1 カードの種類や撮影条件によって、
コマ数は増減することがあります。
※ 2 ISO 感度が ISO100 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。
・［JPEG 圧縮］
を［画質優先］
に設定して JPEG 画像を撮影した場合 ・ISO 感度を 12800 以上に設定した場合
・［自動ゆがみ補正］
を［する］
に設定した場合 ・
［長秒時ノイズ低減］
を［する］
に設定した場合

FINE

※3

NORMAL※ 3

BASIC※ 3

L

約 2.0 MB

5100 コマ

100 コマ

M

約 1.4 MB

7900 コマ

100 コマ

S

約 0.9 MB

13100 コマ

100 コマ

［JPEG 圧縮］
が［サイズ優先］
に設定されている場合です。
※ 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、
［JPEG 圧縮］
を［画質優先］
に設定した場合、
記録可能コマ数は減少します。
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D7200 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

デジスコーピング用
アクセサリー

-1

接眼補助レンズ DK-20C（‒5～+3m ）

スピードライト SB-5000 NEW

希望小売価格：￥3,000
（税別）
JANコード
［4960759 124302］

希望小売価格：￥24,000
（税別）
JANコード
［4960759 025746］

希望小売価格：￥12,000
（税別）
JANコード
［4960759 128874］

アイピースキャップ DK-5★

希望小売価格：￥100
（税別）
JANコード
［4960759 007070］

角窓用変倍アングル
ファインダー DR-6

接眼目当て DK-23★

希望小売価格：
￥25,000
（税別）
JANコード
［4960759 024343］

希望小売価格：￥500
（税別）
JANコード
［4960759 125354］

ワイヤレスマイクロホン ME-W1

リモートコントロール・GPSアクセサリー

希望小売価格：
￥5,000
（税別）
JANコード
［4960759 138415］

ワイヤレスリモート
コントローラー
WR-1

ワイヤレスリモート
コントローラー
WR-R10

希望小売価格：
￥7,000
（税別）
JANコード
［4960759 138422］

スマートフォン / タブレット用アプリ

ヘッドホン★★

ワイヤレスリモート
コントローラー WR-1

希望小売価格：￥66,000
（税別）
JANコード
［4960759 140531］

希望小売価格：￥3,500
（税別）
JANコード
［4960759 126566］

GPSユニット GP-1A

希望小売価格：￥21,000
（税別）
JANコード
［4960759 128331］

リモコン ML-L3

希望小売価格：￥2,000
（税別）
JANコード
［4960759 022233］

★

希望小売価格：￥5,000（税別）
JANコード
［4960759 144034］

TVモニター★★

クリーニングキット

クリーニングキットプロ2 CK-P2

液晶保護ガラス LPG-001

希望小売価格：¥11,250
（税別)
JANコード
［4955478 178910］

希望小売価格：¥2,800
（税別)
JANコード
［4960759 144652］

HDMI入力
ビデオレコーダー★★

バッテリー / バッテリーチャージャー / ACアダプター
Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL15★

希望小売価格：￥5,000
（税別）
JANコード
［4960759 127457］

リモートコード MC-DC2

HDMIケーブル HC-E1
（HDMIミニ端子[Type C]←→HDMI端子[Type A]）

（iOS/Android TM OS）
スマートフォン/タブレット★★

価格：オープンプライス
JANコード
［4955478 177265］

希望小売価格：¥4,000
（税別)
JANコード
［4960759 127426］

テレビ・ビデオ用アクセサリー

Wireless Mobile Utility
（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）

カメラケース・その他

セミソフトケース CF-DC3

SC-28:希望小売価格：￥6,500
（税別）
JANコード
［4960759 024367］
（税別）
SC-29注:希望小売価格：￥9,000
JANコード
［4960759 024374］
注：SC-29でSB-500/SB-300使用時にはAF補助光は発光しません。

希望小売価格：￥32,500
（税別）
JANコード
［4960759 028792］

D7200/D7100用液晶保護
フィルムセット NH-DFL7100SET

ワイヤレスリモート
コントローラー
WR-T10

TTL調光コード SC-28/SC-29

希望小売価格：￥105,000
（税別）
JANコード
［4960759 024978］

スピードライト SB-500

希望小売価格：
￥27,500
（税別）
JANコード
［4960759 146038］

ヘッドホン

スピードライト SB-5000/SB-910/
SB-700/SB-500/SB-300

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：￥45,000
（税別）
JANコード
［4960759 026071］

希望小売価格：￥89,000
（税別）
JANコード
［4571137 583729］

希望小売価格：￥2,000
（税別）
JANコード
［4960759 015037］

希望小売価格：￥40,000
（税別）
JANコード
［4960759 024862］

スピードライト SB-700

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

ホットシューアダプター AS-15

ワイヤレススピードライト
コマンダー SU-800

パワーアシストパック SD-9
ステレオマイクロホン ME-1

スタジオ用フラッシュ★★

希望小売価格：￥20,000
（税別）
JANコード
［4960759 027801］

2016年3月26日発売予定

JANコード
［4960759 001733］

マグニファイングアイピース DK-21M

スピードライト SB-300

希望小売価格：
￥72,500
（税別）
JANコード
［4960759 146335］

アイピースアダプター DK-22
マグニファイヤー DG-2 希望小売価格：￥200（税別）

希望小売価格：
￥5,000
（税別）
JANコード
［4960759 001689］

スピードライト

レンズ

希望小売価格：各￥800
（税別）

コンピューター関連アクセサリー
パワーコネクター EP-5B

マルチパワーバッテリーパック
MB-D15

希望小売価格：￥3,000
（税別）
JANコード
［4960759 127440］

MH-25a：希望小売価格：￥4,500
（税別）
単3形電池6本★★
JANコード
［4960759 029188］
MH-25：希望小売価格：￥4,500
（税別）
JANコード
［4960759 127471］
注：D7200に付属のMH-25aは電源コードなし、
電源プラグ付き。

プリンター★★

SDメモリーカードリーダー★★

SDメモリーカード★★

（別売はありません。）

Camera Control Pro 2※2

価格：オープンプライス
JANコード
［4960759 125422］

ACアダプター EH-5b

希望小売価格：￥12,000
（税別）
JANコード
［4960759 129178］

通信ユニット UT-1

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15★

ワイヤレストランスミッター WT-5

パワーコネクター EP-5B

希望小売価格：￥31,500
（税別）
JANコード
［4960759 137098］
希望小売価格：￥64,000
（税別）
JANコード
［4960759 128881］

ViewNX-i※1
Capture NX-D※1

LANケーブル**

希望小売価格：￥40,000
（税別）
JANコード
［4960759 137029］

バッテリーチャージャー MH-25a★/MH-25

USBケーブル UC-E17★

希望小売価格：￥5,000
（税別）
JANコード
［4960759 127457］
希望小売価格：￥3,000
（税別）
JANコード
［4960759 127440］

パーソナル
コンピューター★★

Camera Control Pro 2 Upgrade※2
価格：オープンプライス
JANコード
［4960759 125453］

ACアダプター EH-5b

希望小売価格：￥12,000
（税別）
JANコード
［4960759 129178］

FTPサーバー★★

★★

はD7200の付属品です。 は他社製品です。 ※1 弊社ホームページより最新版を無償でダウンロードできます。 ※2 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。http://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。
● D7200、
通信ユニット UT-1、
ワイヤレストランスミッター WT-5、
ワイヤレスリモートコントローラー WR-1/WR-R10/WR-T10、
WR用変換アダプター WR-A10、
ワイヤレスマイクロホン ME-W1は、米国輸出規制
（EAR）
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。 ● GPSユニット GP-1Aは
「外国為替及び外国貿易法」
に定める規制貨物に該当します。輸出する場合には政府許可取得など適正な手続きをお取りください。

このカタログは2016年3月1日現在のものです。
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