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私は近代建築をテーマに撮影しています。少人数のスタッフ、もしくは単独で撮影

妥協なき速度、迫力ある画像。ニコン D800 を使った私の印象は、この簡潔な言葉

することが多い私のような写真家には、アーティストとしての要求とクライアント

に集約できます。定評のある中判カメラと同等の画質を、今や、この機動性に優れた

の期待に同時に応える性能を備え、さらに軽量かつコンパクトで信頼性の高いカメ

ニコンの D800 でテンポよく軽快に手に入れることができるのです。D800 の驚異

ラが不可欠です。その意味で、ニコン D800 はハイエンドデジタル一眼レフカメラ

的な技術進化は、36.3 メガピクセルの圧倒的な画質と解像感だけではありません。

の新たな時代を拓くものと確信しています。他に類を見ない画質とディテールの

3D-RGB マルチパターン測光Ⅲ、広いダイナミックレンジ、低輝度下での AF合焦

描写。光の少ない状況で厳密な構図決定とピント合わせを可能にする、ライブビュー

精度。様々な面で驚くほどの進化を遂げています。このカメラで撮影するときには

によるスムーズな撮影。建築写真に必須の PC-E NIKKOR を始めとする卓越した

余計なことに煩わされることがありません。私は光と構図、そして被写体にだけ集

レンズラインナップ。製品を実際に使ってみて、NIKKOR と D800 の優れたマッ

中すればよいのです。かつてウエディング写真といえば中判カメラで最高の画質を

チングが、鮮鋭感豊かな美しい画像を生み出しているのだと実感しました。機材が

求めるのが伝統的な考えでした。やがて 35mm 判が採用されるようになると、撮影

かさばれば作業が困難になる特殊な場所での撮影も、様々な光の環境下での撮影

速度、簡便さと引き換えに最高の画質は失われていきました。今後、私が撮影する

も、このカメラが容易にしてくれるのです。私の撮影能力も、画質も、確実に新たな

ウエディングポートレートは、失われていたあの豊かな立体感を備えることになる

高みに達するでしょう。待ち望んでいたのは、このカメラ、D800 です。

でしょう。しかも、テンポを重視する私の撮影スタイルについて、一切妥協すること
なく。それが私にとっての D800 なのです。
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私にとってカメラは機械というよりも絵筆のようなもの。画素数やカメラの機能よ

スタジオで女性や宝飾類を撮影するうちに、36.3 メガピクセルの威力が業界の常識

り先に、
「写真をどう描くか」を第一に考えます。もちろん機材の選択が重要なとき

を一変させるのを予感しました。画質、ダイナミックレンジ、色再現、最終段階のプ

もありますが、それは必ずしも私にとって最も優先すべきことではありません。これ

リント。そのすべてのクオリティーが変わる。D800 の画像のディテールはまるで

までたくさんのカメラを使ってきましたが、今回の撮影で、D800 という新たな

中判カメラそのものです。しかし、手にする感触とレスポンスの良さはデジタル一眼

“ベストフレンド”に出会うことができました。とは言っても、最初からD800 を

レフ特有のもの。スキントーンやハイライトの階調性、ドレスの生地や毛髪のディ

気に入ったわけではありません。描き出される画像の驚くほどのシャープさに圧倒

テール表現は、これまでのどんなカメラより進化しています。より洗練されたオート

され、これまでの撮影スタイルが脅かされるような気さえしたからです。微細なブ

フォーカスはモデルの動きを瞬時に捉え、91K ピクセル RGB センサーにより測光

レや、どのレンズでどの絞りを選択するかによって鮮鋭感の差異が顕著に現れる。

精度は長足の進歩を遂げました。さらに大きく見やすくなった高精細液晶モニター、

D800 はそんな印象でした。しかし今では、すっかり D800 に魅せられています。

カメラボディーの高い質感と堅牢で軽量な構造、そして、操作性も格段に向上してい

仕上がりが 4 × 5 判並みであることがその理由です。さらに、ユニークな微速度撮

ます。この新しいカメラを手に入れることで、これから先の私にはどんな可能性が

影や、動画の性能が向上したことも見逃せません。今回の撮影で、私の作品づくり

広がるのかを今、夢中で探っています。コンパクトな D800 のボディーに秘められた

に対する姿勢は明らかに変わりました。
「新しい視点から写真を描いてみよう」と

数々の特長は、私が手掛ける高画質プリントとビデオの分野で、大きな創造性を与え

いう気持ちにさせてくれた D800 に感謝しています。

てくれるでしょう。

このカタログは2012年5月10日現在のものです。
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●

●

レンズ：AF-S NIKKOR 14-24mm
f/2.8G ED
画質モード：14ビットRAW（NEF）

●

露出モード：マニュアル、1 秒、f/8

●

ホワイトバランス：色温度（5000 K）

●

ISO 感度：100

●

ピクチャーコントロール：スタンダード

© Benjamin Antony Monn
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●
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レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm
f/2.8G ED VR Ⅱ
画質モード：14ビットRAW（NEF）
露出モード：マニュアル、1/200 秒、
f/4.5
ホワイトバランス：オート2
ISO 感度：640
ピクチャーコントロール：ポートレート
© Cliff Mautner

●

●
●

●

レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm
f/2.8G ED VR Ⅱ
画質モード：14ビットRAW（NEF）
露出モード：絞り優先オート、
1/15 秒、f/8
ホワイトバランス：オート1

●

ISO 感度：100

●

ピクチャーコントロール：風景

©Jim Brandenburg

●

●
●

レンズ：AF-S NIKKOR 200mm
f/2G ED VR Ⅱ
画質モード：14ビットRAW（NEF）
露出モード：マニュアル、1/200 秒、
f/10

●

●
●

レンズ：AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2.8G IF-ED
画質モード：14ビットRAW（NEF）
露出モード：絞り優先オート、
1/500 秒、f/8

●

ホワイトバランス：色温度（5500 K）

●

●

ISO 感度：100

●

ISO 感度：400

●

ピクチャーコントロール：ポートレート

●

ピクチャーコントロール：スタンダード

©Rob Van Petten

ホワイトバランス：オート1

©Jim Brandenburg

衝撃、36.3メガピクセル。

高い解像感。繊細な質感描写。

【NEW】
● 世界最高※の有効画素数 36.3メガピクセル。新開発のニコン FXフォーマットCMOS センサー。

そして、思わず触れてみたくなるほどのなめらかな階調表現。

● 高速、多機能、高性能、画像処理エンジン EXPEED 3。

ニコンの FX フォーマットデジタル一眼レフカメラ D800 は、

● ISO 100 ～ 6400 の広い撮像感度域。ISO 50 相当（Lo 1）
までの減感、 ISO 25600 相当（Hi 2）
までの増感も可能。
● 91Kピクセル RGB センサーにより「光学ファインダー撮影時の顔認識」を実現した、アドバンストシーン認識システム。
● 画角の異なる2 つの撮像範囲を、表現意図に合わせて使い分けできるマルチエリアモードフル HD D ムービー。

デジタル一眼レフカメラの機動性、耐久性を損なうことなく、

● ガラスペンタプリズム使用、視野率約 100%（FXフォーマット）、倍率約 0.7 倍の高性能ファインダー。

スタジオカメラにも匹敵するほどの、豊かな表現力を手に入れた。

● カメラに実装状態で約 20 万回のレリーズテストをクリアーする高精度シャッターユニット。軽く堅牢なマグネシウム合金採用の防塵・防滴ボディー。

さらに、 有効画素数 36.3 メガピクセルがもたらす豊富な情報は
動画の品質をも大きく変貌させ、 映像表現に関わるプロフェッショナルの
ニーズにも応える新しいフル HD 動画を確立した。
D800 が今、静止画、動画を問わず、新しい映像表現の未来を切り拓く。

● 自動明るさ調整が可能な、約 92 万ドット、広視野角、強化ガラス採用の 3.2 型液晶モニター。
● 撮影データのスムーズなハンドリングをサポートするCF/SDメモリーカードダブルスロット。
※ 2012 年 2 月 7日現在。 35mmフィルムサイズに準じた撮像素子搭載のレンズ交換式デジタル一眼レフカメラにおいて。

D800 価格：オープンプライス JANコード［4960759 128706］
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-25、アイピース DK-17、USBケーブル UC-E14、
USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC6、液晶モニターカバー BM-12、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、
ViewNX 2 CD-ROM

D800 28-300 VR レンズキット 価格：オープンプライス JANコード［4960759 131805］
レンズキット内容：D800・AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
●記録媒体は別売です。●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。●製品写真のヘッドホンは他社製品です。

NEW

&

36 EXPEED 3
Megapixels

エ クスピ ード 3

高い解像感をサポートする先進 テクノロジー。

高解像度、広い撮像感度域。

高画質、 高速画像処理。

徹底的に改善、 向上させた集光効率
高い解像力と広い ISO 感度域の両立という困難な命題を達成する
ため、ニコンは、光学ローパスフィルター、オンチップギャップレス
マイクロレンズから撮像素子の内部構造まで、光が透過するあらゆる
要素を徹底的に検討。その結果、レンズからの入射光をかつてない
ほど均一、かつ効率的に撮像素子のフォトダイオードへ届ける独自の
方法を確立しました。この限界まで高めた集光効率が、NIKKOR
レンズの高い光学性能とあいまって、様々な光の状況下で、ノイズが
少なく透明感の高い画像を実現します。

新開発ニコン FX フォーマット CMOS センサー 【NEW】
有効画素数は世界最高 ※ の 36.3メガピクセル。新開発のニコン FX
フォーマットCMOS センサー（35.9×24.0 mm）が NIKKORレン

高い解像感とモアレや偽色の低減性能を
高次元でバランスさせた光学ローパスフィルター

ズの性能を引き出し、中判デジタル一眼レフカメラや中判デジタルバッ

一般的にデジタルカメラは、微細なパターンの被写体で発生しやすい

クに匹敵するほどの解像感をもたらして、200 dpiでA1サイズ（594

モアレや偽色を軽減する、光学ローパスフィルターを撮像素子に組み

×841mm）までの引き伸ばしや、トリミングすることを前提とした撮

合わせています。しかし、光学ローパスフィルターは、モアレや偽色を

影もできます。また、14ビットA/D 変換と高い S/N 比により、ノイズ

抑制する働きをする一方、解像感を低下させるという特性も持って

が少なく、豊かな階調表現を実現。さらに動画についても、36.3メガ

います。D800 では、この 2つの特性の最適なバランスを見極め、モ

ピクセルがもたらす豊富な情報量を最適に処理し、解像感と鮮鋭感の

アレと偽色を効果的に抑えながら、36.3メガピクセルの解像感を引

高いフル HD 映像を実現しています。

き出します。また、多層構造の光学ローパスフィルターには各レイ

※ 2012 年 2月7日現在。35mmフィルムサイズに準じた撮像素子搭載のレンズ交換式デジタル一眼
レフカメラにおいて。

ヤーに反射防止コートを施し、高い透過率を実現。効率的にフォトダ

撮影のフィールドを拡大する幅広い ISO 感度設定範囲

ノイズの少ない豊かな階調表現を提供する EXPEED 3。

©Jim Brandenburg

• レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • 画質モード：14 ビット RAW（NEF）• 露出モード：絞り優先オート、6 秒、f/8 • ホワイトバランス：オート1 • ISO 感度：100
• ピクチャーコントロール：スタンダード

イオードに光を取り込み、よりシャープで透明感の高い画像を提供
します。

D800 の撮像感度は ISO 100 〜 6400（ISO 50 〜 25600 相当
までの拡張も可能）。優れたノイズ低減処理により、髪の毛や草など
のコントラストが低い被写体でも、細かなディテールを保持したまま
ノイズを抑えます。日中はもちろん、夜明け前や日没後の光の少ない

優れた高速処理能力を実現する
画像処理エンジン EXPEED 3

豊かな階調表現に貢献する
14 bit A/D 変換と16 bit 画像処理

有効画素数 36.3 メガピクセルのデータを高速で

D800 は、撮像素子内での14 ビット A/D 変換によって得られたデジ

処理するため、画像処理エンジンには、デジタル

タル信号を画像処理エンジンで16 ビット処理することで、豊かな階調

一眼レフカメラに最適化した EXPEED 3 を採用。

表現を実現。再現の難しいハイライト部分のグラデーションも滑らかに

画質重視で設計した EXPEED 3 は、特に色再

描写します。

現性、階調処理、高感度画質に優れており、色回

状況下でも、静止画、動画を問わず、様々なフィールドでの撮影が

りを抑え、人物の肌色をより忠実に再現します。

できます。

しかも、画像処理からカードへの記録、画像再生、転送にいたるまで
の膨大な量のデータ処理を高速で実行。これにより高感度ノイズ低減

ISO 100

周辺まで色にじみのないシャープな解像をサポートする
倍率色収差軽減
ニコンの倍率色収差軽減は、単に収差が出ている部分の色を消す他

やアクティブ D- ライティング使用時でも、通常の連続撮影と同じ速さ

の方式とは異なり、各色の結像率の相違そのものを補正。このため、

で撮影できます。さらに、1920 × 1080/30p のフル HD 動画にも

どの NIKKOR レンズを使っても画像のすみずみまで高い画質を保ち

対応。動画においても、ノイズの少ない豊かな階調表現が可能です。

ながら、画面全域にわたって結像の乱れを効果的に軽減できます。

ISO 6400

幅広い ISO 感度範囲で微細なディテールを残した表現が可能。
• レンズ：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED ・画質モード：14 ビット RAW（NEF）
・露出モード：マニュアル、
1/200 秒、 f/8・ホワイトバランス：色温度（5500K）
・ISO 感度：100・ピクチャーコントロール：ポートレート
©Rob Van Petten

倍率色収差軽減（

12

部分を拡大） © Benjamin Antony Monn あり

なし

13

&

36 91K
Megapixels

9 1 K ピクセル R G B センサー

-PIXEL RGB
SENSOR

光学ファインダー撮影での顔認識を 活用し、さらに精度が向上したオート制御。

明暗のより自然なバランスを実現する
i-TTL-BL 調光とアクティブ D −ライティング

アドバンストシーン認識システム。
被写体追尾性能、 顔へのピント精度が向上した位相差 AF
被写体の色や明るさの情報を使ってピントを合わせる「3D-トラッキン
グ」と「オートエリア AF」。この 2 つの AF エリアモードは、91Kピク
セル RGB センサーの高い解像度により得られる、より正確な情報や
被写体認識の向上によって飛躍的に進化しています。「3D -トラッ
キング」は、91Kピクセル RGB センサーの高い解像度とそれに最適
化したアルゴリズムにより、かつてない被写体追尾性能を発揮。より
詳細なパターンを認識し、高い精度で安定して被写体を追尾します。
「オートエリア A F」は、従来の肌の色を認識する被写体判別とは
異なり、顔を認識し、高精度に人物の顔へピントを合わせます。スナッ

オートホワイトバランスのための光源判別

プロフェッショナ ルフォトグラファーの 間 でも定 評 のあ

D800 のオートホワイトバランスは、自然光でも人工光でも的確に光

る、高 精 度なニコンのフラッシュ調 光。91K ピクセル

源を判 別し、様々な光の状 況 下で驚 異 的な正 確さを発 揮。9 1 K

R G B セン サ ーによる顔 認 識とハ イライト解 析によっ

ピクセル RGB センサーと撮像素子を併せて活用するニコン独自の

て、内 蔵フラッシュや別売のニコンスピードライト

テクノロジーによって、白を忠実に白く再現します。また、電球色の光源

を装着した撮影でも、顔の輝度も考慮して撮影

下で撮影した際に暖かみのある画像に仕上げる制御［AUTO2：電球

シ ーンに 合 わせ た 発 光 量 制 御を

色を残す］も選択できます。

行い、より精度の高い i - T T L - B L 調光を行います。
また、白とび黒つぶれの両方を抑えるアクティブ Dライティングにおいても、顔の明るさを考慮した露出
制御を行うことで、被写体に人物がいる場 合にも、
より見た目に近い明るさで再現します。

プ撮影に非常に有効です。

ニコンスピードライト
SB-910（別売）

オートホワイトバランス：AUTO1 標準

オートホワイトバランス：AUTO2 電球色を残す

アドバンストシーン認識システムにより、 逆光時でも最適な露出を実現。
• レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ• 画質モード：14 ビット RAW（NEF）
• 露出モード：絞り優先オート、1/80 秒、f/5 • ホワイトバランス：オート2 • ISO 感度：100
• ピクチャーコントロール：スタンダード ©Cliff Mautner

人物の顔領域の輝度を考慮して最適な露出を実現する
3D-RGB マルチパターン測光Ⅲ

広範囲をカバーする低輝度にも強いオートフォーカス。

アドバンストシーン認識システムの採用で、３D-RGBマルチパターン

91Kピクセル R G B センサーでより高精度な自動制御を
実現するアドバンストシーン認識システム

測光Ⅲへとさらなる進化を遂げた、ニコンが誇る高精度な測光シス
テム。91Kピクセル RGB センサーによる「光学ファインダー撮影時

低輝度環境下での合焦能力を高めた 51 点 AF システム

多彩な被写体に対応する AF エリアモード

D800 は、D4 同様アドバンストシーン認識シス

の顔認識」や「ハイライト解析」 などの詳細なシーン分析情報を利用

有効画素数 36.3 メガピクセルの高解像度

テムを採用しています。システムの要は 91Kピ

することで、精度が一段と向上しています。特に、「光学ファインダー

を活かすために、アドバンストマルチ CAM-

「シングルポイントAF」は、ピンポイントで被写体にピントを合わせる

クセル RGB センサー。 約 91,000ピクセルの

撮影時の顔認識」では、画面内に人物の顔を認識すると、カメラが

3500FX オートフォーカスセンサーモジュー

時に有効。
［9 点］、
［21 点］、
［51 点］からエリアを選べる「ダイナ

D800 は被写体に合わせて選べる4 つの AF エリアモードを搭載。

画素を駆使して撮影シーンを精査し、かつてな

これを主要な被写体と判断し、顔領域の大きさや明るさを考慮して、

ル による 51 点 AF シ ス テ ムを 採 用し、

ミックAF」は、選択したフォーカスポイントとその周囲のポイントを

いレベルの詳細なデータを基に、撮影シーンの

背景と人物のバランスがとれた露出制御を実現します。顔が暗くかげ

厳格なAFを実現。感度向上と51点すべて

使って、動く被写体に的確にピントを合わせます。
「3D-トラッキング」

色や輝度を厳密に分析し認識します。このシス

りがちな逆光時や、部分的に白とびしがちな順光時でも、人物の表情

のフォーカスポイントでの低ノイズ化を実現

と「オートエリア AF」は 91Kピクセル RGB センサーによるアドバン

テムはまた、
「光学ファインダー撮影時の顔認

を自然な明るさで捉えます。

し、－2 EV（ISO 100・20℃）という月明かり程度の低輝度環境下

ストシーン認識システムと連動。
「3D-トラッキング」では、被写体を

識」 を実現。厳密に分析し、正確に認識したデータを応用することで、

でもAFが可能です。また中央部 15 点には、すべての AF NIKKOR

より詳細に認識して高精度に追尾し、動く被写体を自由な構図で撮影

より高精度なオートフォーカス、自動露出、 i-TTL 調光、アクティブ D-

レンズで有効な、f/5.6 対応の被写体捕捉性能の高いクロスタイプセ

できます。また「オートエリアAF」は、
「ファインダー撮影時の顔認識」

ライティング、オートホワイトバランスなどを実現します。

ンサーを採用しています。さらに、11 点（中央部 5 点＋中段左右各

により、特に人物撮影で高いピント精度を発揮します。

※ ファインダー内の表示で顔認識の制御を確認することはできません。

3 点）のフォーカスポイントは f/8に対応 。1.4×および 1.7×テレコ

※

※

ンバーター使用時においても、ストレスのない AFを実現しており、超
望遠の NIKKORレンズと2×テレコンバーターの組み合わせで合成
F 値が 8になる場合でも、確実なAF が可能です。

アドバンストシーン認識システム

※中央の 1 点はクロスセンサーとして、他の 10 点はラインセンサーとして機能します。
91Kピクセル
RGB センサー

被写体追尾

撮像素子

91K ピクセル RGB センサーによる顔認識

ハイライト解析

光源判別

撮像面での顔認識

被写体追尾

f/8 対応のフォーカスポイント

位相差 AF

露出制御

オートエリア AF
3D-トラッキング

3D-RGB マルチパターン測光Ⅲ
i-TTL-BL 調光

アクティブ
D- ライティング

オートホワイト
バランス

再生
顔の拡大再生

ライブビュー露出制御

コントラスト AF

ライブビュー測光
フリッカー低減

顔認識 AF
ターゲット追尾 AF

f/5.6 超〜 f/8 未満対応の
フォーカスポイント

f/5.6 対応のフォーカスポイント

：クロスセンサーとして機能。
：ラインセンサーとして機能。
月明かり程度 （ー 2 EV） の低輝度環境下でもオートフォーカスが可能。

14
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36 D-MOVIE
Megapixels

D ム ービー

2 つの撮像範囲が選択できる、 高 精細動画。

さらに洗練を重ねた操作性・多彩な機能。
ライブビューセレクターで選べる静止画 / 動画
それぞれに最適化したライブビュー

長時間の変化をスピーディーに再現する微速度撮影

D800 では、静止画、動画のそれぞれに最適化

微速度撮影では、設定した撮影間隔で自動的に撮影した静止画を

した表示、制御を行う「静止画ライブビュー」と

つないで動画として記録。通常再生速度の 24 倍～ 36000 倍の動

「動画ライブビュー」を用意しています。「静止

画を、カメラ内で簡単に生成できます。生成したデータは動画ファイ

画ライブビュー」は、画面の縦横比がファイン

ルとしてカメラ内に保存されます。 雲の流れや花の開花シーンなどを

ダーと同じ静止画撮影専用。 液晶モニター上

ドラマチックな動画として残せます。

の露出プレビューで、撮影画像の露出を確認しながら撮影できます 。
※

最大約 23 倍までの拡大表示もできるので、特に静物の撮影などで

● 微速度撮影した動画は16：9 の画角となるため、微速度撮影を開始する前に、動画ライブビュー
画面で実際に記録される範囲を確認することをおすすめします。

正確なピント合わせを必要とする時に便利です。「動画ライブビュー」
は動画専用の露出制御を行い、映像がより滑らかに変化するように
制御します。カメラの設定情報表示は選択したライブビューによって、

プロユースにも対応する本格的な動画機能。
有効画素数 36.3 メガピクセルを活かした
新しいフル HD クオリティー

2 つの撮像範囲で多彩な表現ができる
マルチエリアモードフル HD D ムービー

動画のスムーズなハンドリングをサポートする
カスタム設定

静止画用・動画用に切り換わります。なお、動画ライブビューおよび

動画ライブビュー中、 カスタムメニューであらかじめ 「パワー絞り」

動画撮影時にシャッターボタンを押すと、アスペクト比 16：9 の静止

の機能を割りつけておいたボタンを押し続けることで、 絞りを開放絞

画も撮影できます（動画撮影中の場合は動画撮影が終了し、そこまで

り側あるいは最小絞り側に動かせます※ 1。これにより、 動画ライブ

の動画を記録します）。

ビュー中に被写界深度をスムーズに確認できます。

※ 設定によっては露出プレビュー表示と実際に撮影される画像が異なる場合があります。

また、「インデックスマーキング」を使えば、撮影中の動画の重要な

D800 の D ムービーは、36.3 メガピクセルという高画素による豊か

D800 の D ムービーは、
「FX ベースの動画フォーマット」と「DX ベー

な情報を最適に処理し、解像感・鮮鋭感の高い映像を提供します。

スの動画フォーマット」 の画角の異なる 2 つの撮像範囲 を、 映像

フレームにインデックスマークを付けられるので、カメラでの動画

また、EXPEED 3 により、ブロックノイズを防いで青空の階調も滑ら

表現の意図に応じて使い分けながら、 フル HD 動画、 HD 動画の

再生・編集時に目的の場所を素早く見つけ出せます。インデックス

かに表現し、高感度ノイズ低減で暗い場所の動画撮影でも効率的に

撮 影ができます。「FX ベースの動 画フォーマット」は大きな撮 像

ノイズを抑えます。さらに、撮像素子の動画読み出しレートの高速化

素子を活かして、被写界深度の浅いボケ味重視の表現が可能。「DX

動画や動画ライブビュー画像を外部モニターに同時表示できる
HDMI 出力対応

で、 パン撮影や、列車のような水平に速く動く被写体を撮影する際に

ベースの動画フォーマット」は映画用 35mm フィルムに近いイメー

インターフェースには HDMI ミニ端子を採用。映像を、 ボディー背面

発生するローリングシャッターによるひずみも大きく改善しています。

ジエリアを使用するため、シネマトグラファーにはなじみの深い画角で

の液晶モニターと外部モニターに同時に表示できます。 動画ライブ

1920 × 1080、30p のフル HD に対応しており、動きを滑らかに

の作品づくりができます。さらに、
「DX ベースの動画フォーマット」は、

ビュー時には、 動画の記録サイズと同じ解像度での出力が可能です

表現したい場合などには 60p（1280 × 720）も選べます。 映像圧

DXレンズに対応し、焦点距離の短いレンズで被写体をより大きく写せ

（最大 1920×1080）※ 。D800 では、動画撮影や動画ライブビュー

縮には H.264/MPEG-4 AVC 方式を採用。 最長で 29 分 59 秒※

ます。1 台のカメラで 2 つの動画フォーマットを使い分けることで、

時に背面液晶モニターに表示される設定情報を HDMI 出力先に表示

の動画撮影が可能です。

DXレンズを含む NIKKORレンズラインナップと連携してより自由な

しないことも選択可能。カメラが捉えている映像を大画面の HDMI

映像表現が可能です。

出力機器でリアルタイムに確認するようなケースで、映像全体をくま

※ 動画の最長記録時間は、画像サイズ、フレームレート、動画の画質の設定によって異なります。また、 微速度
撮影の最長記録時間は 20 分です。

※

※ 動画のアスペクト比（横：縦）は、 選択した動画のフォーマット（FX ベース／ DX ベース）にかかわらず 16：9 と
なります。なお、 FX ベースの動画フォーマットの場合、 横幅が静止画用 FX フォーマットの約 91％となります。

さらに充実したフリッカー低減機能

※ 1：露出モードA、 M で動作可能。動画撮影中は、パワー絞りは動作しません。
※ 2：D800 での動画再生・編集時のみ。

なく見られて便利です。さらに、動画ライブビューの映像を外部レコー
ダーに直接記録することで、非圧縮動画を必要とするプロフェッショ
ナルのニーズにも応えます。

蛍 光 灯や水 銀 灯などの光 源 下でのライブビュー表 示や動 画 撮 影

マークはプログレスバーとともに表示され※ 2、 簡単に確認できます。

®

※動画撮影時にHDMI 出力される動画は、1280×720 以下の
サイズとなります。

時に、画面にちらつきや横筋が生じるフリッカー現象を抑えるために、
D800 では 50 Hz、60 Hz の 切り換えに加え「オート」を搭 載。
カメラが自動で電源周波数を選択し、フリッカーが目立ちにくいライブ

機能充実のサウンドコントロール

ビュー / 動画の露出制御を実現します。

D800 には外部マイク入力端子を搭載。別売のステレオマイクロホン

記録サイズとフレームレート
動画記録サイズ

フレームレート

動画記録サイズ

30p（29.97 fps）
1,920×1,080

25p（25 fps）
24p（23.976 fps）

1,280×720

ME-1 を接続すれば、メカニカルノイズを低減したクリアーな音声を

フレームレート
60p（59.94 fps）
50p（50 fps）
30p（29.97 fps）

録音できます。また、ヘッドホン端子も装備しており、ステレオヘッド
ホンでの音声の確認が可能です。さらに、音声レベルインジケーター

25p（25 fps）

により、動画ライブビュー中に音量を視覚的に確認しながらマイク

※標準 / 高画質選択可能。

FX 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

1台で 2 つのフォーマットが使用できる D800 のフル HD Dムービー。

16

感度を設定することもできます。 マイク感度は、20 段階で細かく

音声レベルインジケーター

設定できます。
17
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36 RELIABILITY
Megapixels

信 頼 性

高い視認性、堅牢性、耐久 性。

快適な撮影をサポートする良好な視野。

高精度、 高耐久性シャッター

FX フォーマットで視野率約 100%、
倍率約 0.7 倍 ※を実現した光学ファインダー
ガラスペンタプリズム使用のファインダーは FX フォーマットで視野率
約 100%、倍率約 0.7 倍※。シャープなピントを自然な見えで確認で
きるよう設計したファインダースクリーンとあいまって、FX フォーマッ
トならではの大きく明るいファインダー像を提供します。
※ 50mm f/1.4 レンズ使用、∞、ー 1.0m -1 のとき

液晶モニター自動明るさ調整機能付き、
広視野角 3.2 型液晶モニター
ガラスと液晶パネルを一体型構造にすることで内面反射の少ない
クリアーな視認性を実現する、大画面 3.2 型の高精細液晶モニター
（約 92 万ドット）を採用。D4 同様色再現範囲が大幅に向上していま

が自動調整。周囲が明るくても暗くてもライブビューや撮影画像の確
認がしやすく、静止画も動画も快適に撮影できます。また、静止画再

空気層

電源回路の効率化により、Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-

20 万回にもおよぶレリーズテストを

EL15 の1回の充電で約 900 コマ※の静止画撮影が可能です。電源

クリアー。プロユースに応える高い耐

には付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15 のほか、

久性を備えています。また、設定され

AC アダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5B

たシャッタースピードと実際の作動ス

併用）、マルチパワーバッテリーパック MB-

ピードとの誤差を、シャッターモニター

D12 が使用可能です。

が常にチェックし自動的に検出。誤差を最小限に抑え、高精度を維持

※ CIPA 規格準拠。

USB 3.0 による高速データ転送 【NEW】
液晶パネル

D700

ガラスと液晶パネルの間に空気層があるた
め、 表面反射がそれぞれの部材で起こり、
反射ロスが大きい。
ガラス
樹脂

液晶パネル

マルチパワーバッテリーパック MB-D12（別売）【NEW】

スムーズなワークフローを実 現 するため、D800 は USB 3.0 に

3 種類の電源（Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15、 EN-

対応。データを高速に転送できます。接続先の機器が USB 2.0 対応

EL18 ※ 1、単 3 形電池、AC アダプター EH-5b ※ 2）が使えます。EN-

の場合は、USB 2.0 の転送速度となります。

EL18 または単 3 形電池を装てん、 あるいは AC アダプターを接続
した MB-D12 を使用すると、DX フォーマットで約 6 コマ / 秒 ※ 3 ※ 4
の高速連続撮影ができます。 縦位置撮影に便利なシャッターボタン、

D800

ガラスと液晶パネルを一体構造にすること
で各部材での表面反射を軽減でき、反射ロ
スを大幅に低減。

©Jim Brandenburg

照度センサー

です。
※ FXフォーマット、画像サイズ L 時。

プロフェッショナルの信頼に応える高度な基本性能。
高速・高精度メカニカル駆動制御機構

マグネシウム合金を採用し、D700 と同等の堅牢性を保ちながら約

D800 では、シャッター、ミラー、絞りをそれ ぞれ 独 立して 駆 動

10％の軽量化を実現。また、効果的なシーリングを施すことで高い

させる、高速・高精度なメカニカル駆動制御機構を開発。最高約

防塵・防滴性も確保しています。

6 コマ/ 秒

（DX フォーマット）の高速連続撮影、D4 に匹敵するレ

※1※2

CF/SD メモリーカードダブルスロット

したままシャッターがきれるほ
か、ステッピングモーター
による絞り駆 動で、動
画ライブビュー
中のパワー絞
りの駆動音を軽減しています。
※ 1：CIPAガイドライン準拠。
※ 2：AFモードが AF-C、撮影モードが Sまたは M、 1/250 秒以上の高速
シャッタースピード、 MB-D12 装着時（EN-EL18、単 3 形電池使用
または AC アダプターを接続）で、その他が初期設定のとき。

コマンドダイヤルも装備。D800 同様のシーリングを施したマグネシ
ウム合金ボディーで、高い防 塵・

同時にセット可能。CF カードは、より

防 滴 性 能 を 発 揮しま す。ま た、

高 速な UDMA7 にも対 応。SD カー

D800 本 体 に EN-EL15 を 装 て

ド は、UHS-I 規 格 対 応 の SDHC・

んした状態で、 EN-EL18 を装て

SDXCメモリーカードも使用可能で

んした MB-D12 を装着したときに

す。両方のスロットを使って［順次記

は、約 2300 コマ※ 5 の撮影が可

録］、
［バックアップ記録］、RAW 画像と JPEG 画像を別々のカード

能。その際には、カメラ側の設定

に記録する［RAW+JPEG 分割記録］のいずれかを選べます。カード

によってバッテリーの使用順序を

間で記録画像のコピーも可能。また、動画撮影時には、空き容量が

決めることもできます。

十分なカードが入っているスロットを選択できます。

を実現しています。その結果、
ライブビュー時にはミラーアップ

AF 作動ボタン、マルチセレクター、メインコマンドダイヤル、サブ

CFカード、SDメモリーカード各1 枚を

リーズタイムラグ約 0.042 秒※ 1

ストレスを感じさせない高速レスポンス
電源スイッチを ON にしてからシャッターをきれる状態になるまでの

※ 1：使用時にはバッテリー室カバー BL-5（別売）
が必要です。
※2：使用時にはパワーコネクター EP-5B（別売）
が必要です。
※3：CIPAガイドライン準拠。
※ 4：AFモードが AF-C、撮影モードが Sまたは
M、1/250 秒以上の高速シャッタースピー
ドで、その他が初期設定のとき。
※ 5：CIPA 規格準拠。

マルチパワーバッテリーパック MB-D12
希望小売価格：¥42,000（税抜 ¥40,000）
JAN コード［4960759 128720］

バッテリー室カバー BL-5
希望小売価格：¥2,100（税抜 ¥2,000）
JAN コード［4960759 127228］

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18
希望小売価格：¥18,900（税抜 ¥18,000）
JAN コード［4960759 130723］

起動時間は約 0.12 秒 ※ 1。レリーズタイムラグは約 0.042 秒 ※ 1 を
達成。デ ジ タ ル 一眼レフカメラの高い機動力と高速レスポンスで
撮影者のニーズに俊敏に応えます。また、有効画素数36.3メガピクセ
ルの高画素ながら、撮像範囲が FX フォーマットの場合約 4 コマ / 秒、
1.2 ×の場合約 5 コマ / 秒の連続撮影が可能※ 2。さらに、単 3 形電池
を装てん、あるいは AC アダプターを接続したマルチパワーバッテリー
パック MB-D12（別売）を使用すると、約 6コマ / 秒（DXフォーマッ
ト）の連続撮影も可能です。
※ 1：CIPAガイドライン準拠。
※ 2：AFモードが AF-C、撮影モードSまたはM、1/250 秒以上の高速シャッタースピード、電源が
EN-EL15 で、その他が初期設定のとき。
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Li-ion リチャージャブルバッテリー
EN-EL15（付属）

ガラス

生時には最大 46 倍 ※の拡大再生ができ、厳密なピントの確認も容易

軽量で堅牢な構造、 防塵・防滴ボディー

シャッターユニットは、実装状態で約

します。

す。液晶モニターの明るさの設定を［オート］にすれば、照度センサー
で測定した周囲の明るさに応じて、液晶の輝度とコントラストをカメラ

低消費電力設計

撮影可能コマ数（CIPA 規格準拠）
使用バッテリー
カメラ本体
EN-EL15
非使用
非使用
非使用
EN-EL15
EN-EL15
EN-EL15

MB-D12
非装着
EN-EL15
EN-EL18
アルカリ単 3 形電池
EN-EL15
EN-EL18
アルカリ単 3 形電池

撮影可能コマ数
約 900コマ
約 900コマ
約 1400コマ
約 1000コマ
約 1800コマ
約 2300コマ
約 1900コマ

19

&

36 ERGONOMICS
Megapixels

エ ル ゴ ノミク ス

快適な撮影をサポー トする数々の工夫。

使い勝手を考え抜いたボタンレイアウト。
エルゴノミクスの思想を凝縮した使いやすいデザイン

静止画も動画も、好みの画作りに調整できるピクチャーコントロール

D800 の外観デザインには、
撮るための道具としての使い
やすさを追求したエルゴノミク

素早く設定できるピクチャーコントロールの
ダイレクト設定

35°

システムを搭載しています。D800 ではボディー背面にピクチャー
コントロールボタン（プロテクトボタン・ヘルプボタンと兼用）を設置。

スの思想を凝縮しています。

メニュー画面に切り換えなくても、ダイレクトにピクチャーコントロール

シャッターボタンの設 計にあ

の設定ができます。ライブビュー撮影時には、液晶モニター画面上で

たっては、角度、形状、操作感

効果を確認しながらの設定、調整も可能です。ピクチャーコントロー

と、あらゆる要素を検討。また、

ルは、
「スタンダード」
「ニュートラル」
「ビビッド」
「モノクローム」
「ポー

人差し指が長時間楽に待機できるよう、電源スイッチとボディー面の

トレート」「風景」の 6 種類の中から選べます。

つなぎの段差を解消しています。また、動画撮影ボタンは、ホールドを

2 コマ撮影して合成することで、

1.2 ×（30.0 × 19.9 mm）、DX フォーマット（23.4 × 15.6 mm）、

よりダイナミックレンジの広い画

5：4（30.0 × 24.0 mm）の 4 種類から選択できます。それぞれの

像を生成します。露出差を 3 EV

撮像範囲はファインダー内で確認可能。DX フォーマットでは 約 1.5

分まで拡張できるので、明暗差

倍の、1.2 ×では約 1.2 倍の焦点距離のレンズの実撮影画角に相当

が著しい撮影シーンなどで、シャ

する範囲となり、焦点距離の短いレンズで遠くの被写体をより大きく

ドー部からハイライト部までノイズが少なく階調豊かな画像が得られ

写せます。DX レンズ使用時は DX フォーマットが自動的に選択され

ます。また、合成の境界はスムージング効果（強め / 標準 / 弱めから

ます。

前後の傾きも確認できる水準器表示
ボディー内に搭載した水準器で左右

ケティングボタンを追加。カスタム設定により、ブラケティングボタン

プロフェッショナルユースにも応える
ホワイトバランス設定

に HDR や多重露出の機能を割り付けることもできます。

向上した AF 設定操作
AF モード（シングル AF サー
ボまたはコンティニュアス AF

オートエリア AF）は AF モード

D800 は、静止画の撮像範囲を FX フォーマット（35.9×24.0 mm）、

● HDR での撮影には三脚のご使用をおすすめします。

ISO、ホワイトバランス、画質モード / 画像サイズボタンに加え、ブラ

ミック AF、3D-トラッキング、

多彩な撮像範囲

1 回の撮影で露出が異なる画像を

少ない被写体に効果的です。

に配置。ボディー左肩には重要なカメラ設定を集中操作できるよう、

（シングルポイント AF、ダイナ

よりダイナミックレンジの広い画像を生成する
HDR （ハイダイナミックレンジ）

選択）で作画意図に応じて調整できます。風景や静物など、動きの

維持したまま瞬時に動画撮影を開始できるようにシャッターボタン脇

サ ー ボ ）と A F エリア モ ード

創造力を拡げる多彩な機能。

ピクチャーコントロールボタン

方向の傾きと前後方向の傾きを検知
し、液晶モニターやファインダー内

ホワイトバランスの色温度は10 ケル

に 2 方向の傾きを表示可能。ファイ

ビン 単 位 もしくはミレッド 単 位 で、

ンダー内の水準器インジケーターは

細かく設定できます。また、スタジオ

専用の表示部を設けており、 他の表

でのライブビューを使ったフラッシュ

示を妨げることなく常時表示できる

撮影時に、液晶モニターに表示され

ので、静物や風景、建築物などの撮

る静止画ライブビューの色味が実際

影に便利です。

の撮影画像と同じになるよう、液晶モニターのホワイトバランスを
調整可能。撮影画像の色味をより正確に把握して撮影できます。

ボタンとメインコマンドダイヤ
ル / サブコマンドダイヤルで切り換えられます。ファインダーから目を
離さず操作できるので、撮影に集中できます。

液晶モニター表示

ファインダー内表示
水準器インジケーター

進化した感度自動制御
感度自動制御は、設定した ISO 感度で適正露出が得られない場合に、

豊富な画像編集機能

カメラが自動的に ISO 感度を変更する機能です。D800 では、カメラ

D800 には多彩な画像編集メニューを搭載。撮影した静止画や動画

が ISO 感度を上げはじめる低速限界シャッタースピードを、レンズの

を、パソコンを使わずに、カメラ内で編集できます。ヴィネットコント

焦点距離に応じてカメラが自動で設定する［オート］を装備。ズーム

ロールや D-ライティングなどを設定できる RAW 現像をはじめ、セレ

レンズ使用時に効果的に手ブレを抑えた撮影が可能です。 被写体

クトカラー、リサイズ、傾き補正、魚眼効果、ミニチュア効果、赤目

の動きや、撮影者のニーズに応じて、低速限界シャッタースピードの

補 正、フィルター効 果、画 像 合 成など多 彩なメニューが揃ってい

任意の調整も可能。また、感度自動制御の ON/OFF は ISO ボタンと

ます。また、動画編集機能としては、動画の始点 / 終点を同時に

サブコマンドダイヤルの操作で即座に切り換えられます。

設定できるほか、選択した 1 フレームを切り出して、JPEG 画像と
して保存することも可能です。

• シャッタースピード：1/25 秒・絞り：f/4
• 焦点距離 :24mm • ISO 感度：オート（ISO 900）
©Cliff Mautner
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• シャッタースピード：1/100 秒・絞り：f/4
• 焦点距離 :120mm • ISO 感度：オート（ISO 6400）
©Cliff Mautner
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ニ ッコ ー ル レ ン ズ

ニ コ ン ス ピ ード ラ イト

36 NIKKOR LENSES
Megapixels

36 NIKON SPEEDLIGHTS
Megapixels

静止画、 動画の真の描写力を引き出す NIKKOR レンズ。

あらゆる光の条件下でシャープかつ正確な描写を実現し、フォトグラファーのニーズに応える NIKKOR レンズ。

アドモント ベネディクト会修道院図書館

・レンズ：AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・画質モード：14 ビット RAW（NEF）
・露出モード：マニュアル、1/2 秒、f/8・ホワイトバランス：色温度（5000 K）
・ISO 感度：100・ピクチャーコントロール：スタンダード

©Benjamin Antony Monn

スタジオの照明効果を様々なフィールドで創出する、 ニコンクリエイティブライティングシステム。

3 つのグループまでのニコンスピードライトの制御が可能なアドバンストワイヤレスライティングシステム。

©Rob Van Petten

・レンズ：AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・画質モード：14 ビット RAW（NEF）
・露出モード：マニュアル、1/2 秒、f/8・ホワイトバランス：オート1・ISO 感度：800・ピクチャーコントロール：ポートレート

有効画素数 36.3 メガピクセルの解像感をフルに引き出すには、光学性能の

D800 は、ガイドナンバー約 12（ISO 100 ・m、 20℃）で、 24 mm（DX フォーマット時 16 mm）の画角をカバーする内蔵

高いレンズが不可欠です。優れた画像品質と卓越した信頼性を誇る NIKKORレンズは、

フラッシュを装備。アドバンストシーン認識システムにより、これまで以上に精度の高い i-TTL 調光を行います。また、別売の

ナノクリスタルコートや VRなど数々のニコン独自のテクノロジーで被写体をクリアー

スピードライト SB-910、SB-700 などと組み合わせて、アドバンストワイヤレスライティングやオート FP ハイスピードシンクロ

に描写。充実のラインナップでフォトグラファーの表現意欲に応えます。

などの多彩なフラッシュ撮影が可能です。

ニコン スピードライト SB-910
光を積極的に操る多彩な先進機能を搭載したニコンのハイエンドスピードライトの最新モデル。操作性が一段と
向上し、さまざまな場面に対応する調光制御、 多彩な機能をストレスなく使いこなせます。ガイドナンバーは 34

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 28-300mm
f/3.5-5.6G ED VR

希望小売価格：¥65,100（税抜 ¥62,000）
JAN コード［4960759 026477］

希望小売価格：¥126,000 （税抜 ¥120,000）
JAN コード［4960759 026002］

【NEW】

焦点距離 85mm の大口径中望遠単焦点レンズです。デジ

「D800 28-300 VR レンズキット」 に採用の、広角域から

タル一眼レフカメラに最適化した新規光学設計で高画質を

望遠域まで約 10.7 倍の極めて広い画角範囲をカバーする高

実 現。開放 F 値が 1.8 と明るく、大口径レンズならではの

倍率ズームレンズです。高いブレ軽減効果を発揮する手ブレ

ボケを活かしたポートレート撮影が気楽に楽しめます。カメラ

補正機構（VRⅡ）を搭載。高倍率時の色にじみを低減する ED

と一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。金属マウントを

レンズ、ディストーション（歪曲収差）を効果的に補正する非

採用しており、 高級感のある外観デザインも魅力です。

（照射角 35 mm、スタンダード配光時、ISO 100・m、20℃）と大光量。さらに、耐久性、操作性に優れたハー
ドタイプのカラーフィルター（蛍光灯用 / 電球用）を付属しており、SB-910 が装着カラーフィルターを自動識別
してカメラ※へ伝達し、カメラ側で自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
※ 対応カメラ：D800/D800E・D4・D3シリーズ・D700・D300シリーズ・D7000・D5100・D5000・D3100・
D3000・D90

SB-910（D800 に装着時）
希望小売価格：¥68,250
（税抜 ¥65,000）
JAN コード［4960759 026491］

球面レンズを採用しており、多彩な画角で手軽に高画質が得
られます。
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SB-700

SB-400

R1C1
（D800 に装着時）
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ニ コ ン ソ フトウェ ア

36 NIKON SOFTWARE
Megapixels

各 部の名 称

撮影者の創造力をサポートするニコンのソフトウェア。

2

3

4

5

6

7 8 9

D800 で撮影した画像の編集に最適なソフトウェア Capture NX 2（別売）
極めて豊かなデータを持つ、ニコンの RAW 画像（NEF: Nikon

hi

!

Electronic Format）。そのデータを余さず活用することは、

1

ファイル形式とソフトウェアの最適化を図った、ニコン純正の

-

Capture NX 2にしかできません。最新の Capture NX 2 は
時間を約 40% 短縮しています。これにより、容量の大きい画像

m

"
#
$
%
&
(

,

画像処理アルゴリズム等の高速化によりパワーアップ。画像処理

j kl

v
w
x

※

+

でも、より高速で軽快なストレスを感じない編集作業が可能になりました。さらに

)

y

~

z

64ビット環境にネイティブ対応して、快適な作業環境も実現。RAW画像（NEF）
の編集では、常にオリジナル画像がそのまま残るので、安心して編集作業に集中
できます。直感的で簡単なカラーコントロールポイントによる画像調整に加え、自

r qp

o

n

Capture NX 2

動レタッチブラシや、バッチ処理、クイックフィックス、傾きツール、ヴィネットコン
トロール、色収差補正、ゆがみ補正など、多彩な機能も装備しています。
. /

※ 従来の Ver.（バージョン）
と比較。当社測定条件による。
● ソフトウェアの最新バージョン、動作環境などの詳細については、ニコンのホームページをご覧ください。

:

; <

= >? @

[

ファインダー内表示

画像閲覧 / 編集ソフトウェア ViewNX 2（付属）
付属の ViewNX 2 は、画像データの取り込み、閲覧機能に加え、サイズ変更や
明るさ調整などの使用頻度の高い画像編集機能を搭載。また、クロップ、傾き補
正、RAW 現像機能など静止画の編集だけでなく、動画編集も可能です。さらに、
ニコンの画像共有・保存サービス 「my Picturetown」とのよりスムーズな連

g

\

f

]
^
_
{
|

e

携も実現。デジタル画像・映像を気軽に、存分に楽しめる、オールインワン・パッ

d

ケージの画像閲覧 / 編集ソフトウェアです。

c
ViewNX 2

b

a* }

表示パネル

s t

u

遠隔撮影の生産性を高めるリモートコントロールソフトウェア
Camera Control Pro 2（別売）
D800 のさまざまな機能や動作を、パソコンから遠隔操作できます。 露出モード、
シャッタースピード、絞りの変更だけでなく、静止画 / 動画ライブビューの切り換
えや、ホワイトバランスの調整もできます。また、動画撮影時には、音声レベルイ
ンジケーターをPCにも表示可能です。

1 電源スイッチ

) AFモードボタン

_ スピーカー

k 露出モード/フォーマットボタン

2 ストラップ取り付け部（吊り金具）

~ フォーカスモードセレクター

{ ライブビューセレクター

l 動画撮影ボタン

3 シャッターボタン

+ ファンクションボタン

| ライブビューボタン

m 露出補正 /ツーボタンリセットボタン

4 AF 補助光ランプ /セルフタイマーランプ /

, プレビューボタン

} メモリーカードアクセスランプ

n 距離基準マーク

- サブコマンドダイヤル

* インフォボタン

o フラッシュ取り付け部

. 再生ボタン

a 照度センサー

赤目軽減ランプ

5 レンズマウント
6 内蔵フラッシュ
7 ミラー
8 フラッシュロック解除ボタン
9 内蔵マイク
! レリーズモードダイヤルロックボタン
" シンクロターミナル（カバー内）
# フラッシュモードボタン/
調光補正ボタン

Camera Control Pro 2

$ レンズ着脱指標
% 10ピンターミナル（カバー内）
& 露出計連動レバー
( レンズ取り外しボタン

24

/ 削除 /フォーマットボタン
: アイピースシャッターレバー
; ファインダー接眼窓
< アイピース
= 視度調節ノブ
> 測光モードダイヤル
? AE/AFロックボタン
@ AF 作動ボタン
[ メインコマンドダイヤル
\ マルチセレクター
] メモリーカードカバー
^ フォーカスポイントロックレバー

（液晶モニター自動明るさ調整機能）

（アクセサリーシュー）

p ブラケティングボタン

b 液晶モニター

q ISO 感度 / 感度自動制御ボタン

c OK ボタン

r ホワイトバランスボタン

d 縮小 / サムネイルボタン

s バッテリー室カバー

e 拡大ボタン

t MB-D12 用接点カバー

f プロテクト/ ヘルプ /

u 三脚ネジ穴

ピクチャーコントロールボタン

g メニューボタン
h 画質モード/ 画像サイズ /
ツーボタンリセットボタン

i レリーズモードダイヤル
j 表示パネル

v 端子カバー
w 外部マイク入力端子
x USB 端子
y ヘッドホン出力端子
z HDMIミニ端子
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有効画素数 36.3 メガピクセルの解像感を
さらに際立たせる高解像仕様

D800 の高い基本性能と機動性を一切損なうことなく、より高い解像感を

NEW

実現した D800E。 光学ローパスフィルターの働きをなくし、NIKKOR
レンズからの光をより直接的にフォトダイオードへと導くことで、有効画素数
36.3メガピクセルの解像力を最大限に引き出します。高い鮮鋭感が求めら
れる風景や美術品の撮影に適した、極めて解像度が高く立体感のある画像
を提供します。なお、D800E のその他の機能、性能はD800と同一です。

D800E

● D8 0 0 E の撮影画像は、被写体や撮影条件によってモアレや偽色が D8 0 0 の撮影画像より目立つことがあります。

●記録媒体は別売です。

● D8 0 0 E の光学ローパスフィルターの I R コーティングおよび反射防止コーティングの機能は、D8 0 0と同一です。

価格：オープンプライス JANコード
［4960759 131720］
●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。

色再現性も変わりません。

光学ローパスフィルター（OLPF）の働き
撮像素子の光学ローパスフィルターは、空間周波数が特定の周波数を超える高周波な情報（被写体が細密になるほど周波数が高くなる）を遮
断することで、モアレや偽色を抑制する役割を担っています。しかし、このため相反的に解像感を若干低下させるという特性も持っています。
D800（通常の光学ローパスフィルター）

D800E（光学ローパスフィルターの働きをキャンセル）

光学ローパスフィルター 1

光学ローパスフィルター 2

光学ローパスフィルター 1

光学ローパスフィルター 2

被写体像を水平方向に分離

被写体像を垂直方向に分離

被写体像を垂直方向に分離

被写体像を垂直方向に合成

赤外吸収
ガラス

赤外吸収
ガラス

撮像素子

撮像素子

4 点に分離することで

1 点のまま導くことで

モアレ、偽色を防ぐ

解像感を維持

●
●

●
●

●
●
●

カメラ：D800E
レンズ：PC-E Micro NIKKOR
85mm f/2.8D
画質モード：14ビットRAW（NEF）
露出モード：絞り優先オート、
1/2 秒、f/8
ホワイトバランス：オート1
ISO 感度：100
ピクチャーコントロール：ポートレート
©Shinichi Sato

●
●

●
●

カメラ：D800E
レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm
f/2.8G ED VR Ⅱ
画質モード：14ビットRAW（NEF）
露出モード：絞り優先オート、
1/125 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

©Toshiya Hagihara

システムチャート
スピードライト

変倍アングル
ファインダー DR-5

パワーアシストパック
SD-9

希望小売価格 ￥26,250
アイピース DK-17*
（税抜 ￥25,000）
希望小売価格 ￥1,575
JANコード
（税抜 ￥1,500）
［4960759 024336］
JANコード
［4960759 024404］

スピードライト SB-910 NEW
希望小売価格 ￥68,250
（税抜 ￥65,000）
JANコード
［4960759 026491］

希望小売価格 ￥25,200
（税抜 ￥24,000）
JANコード
［4960759 025746］

ニコン D8 0 0 /D8 0 0 E 主な仕様
ファインダー用アクセサリー

アンティフォグ
ファインダー
アイピース DK-17A

接眼目当て DK-19

希望小売価格 ￥2,625
（税抜 ￥2,500）
JANコード
［4960759 024350］

希望小売価格 ￥5,250
（税抜 ￥5,000）
JANコード
［4960759 001689］

マグニファイング
アイピース DK-17M

希望小売価格 ￥5,250
（税抜 ￥5,000）
JANコード
［4960759 024992］

スピードライト SB-700

希望小売価格 ￥44,100
（税抜 ￥42,000）
JANコード
［4960759 026071］

スピードライト
SB-910

接眼補助レンズ DK-17C

（−3、−2、0、＋1、＋2 m-1）
希望小売価格 ￥1,785（税抜 ￥1,700）
希望小売価格 各 ￥1,575
（税抜 ￥1,500） JANコード
［4960759 024732］

希望小売価格 ￥17,850
（税抜￥17,000）
JANコード
［4960759 025456］

レンズ

希望小売価格 ￥18,900
（税抜 ￥18,000）
JANコード
［4960759 016638］

リモートコード MC-30（0.8 m）

希望小売価格 ￥6,300
（税抜 ￥6,000）
JANコード
［4960759 018502］

ニコンクリーニングキットプロ

スピードライト
SB-400

希望小売価格 ￥5,250
（税抜 ￥5,000）
JANコード
［4960759 016591］

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

変換コード MC-25
2ピンリモート
アクセサリー

希望小売価格￥22,050
（税抜 ￥21,000）
JANコード［4960759 126573］

マルチパワーバッテリー
パック MB-D12 NEW

希望小売価格 ￥42,000
（税抜 ￥40,000）
JANコード
［4960759 128720］

カメラケース

単3形電池8本**
バッテリーチャージャー
MH-26 NEW

希望小売価格 ￥3,675
（税抜 ￥3,500）
JANコード［4960759 126566］

GPS機器**

希望小売価格 ￥12,600
（税抜 ￥12,000）
JANコード
［4960759 123121］

希望小売価格 ￥3,150
（税抜 ￥3,000）
JANコード
［4960759 127440］

ACアダプター EH-5b

希望小売価格 ￥12,600
（税抜 ￥12,000）
JANコード
希望小売価格 ￥36,750
［4960759 129178］
（税抜 ￥35,000）
JANコード
［4960759 131096］

セミソフトケース
CF-DC4 NEW

希望小売価格 ￥13,650
（税抜 ￥13,000）
JANコード
［4960759 128713］

ステレオマイクロホン

テレビ・ビデオ用
アクセサリー

HDMIミニ端子用
ケーブル（TYPE C）**
（HDMIミニ端子←→HDMI端子※）

ステレオマイクロホン
ME-1

希望小売価格 ￥12,600
（税抜 ￥12,000）
JANコード
［4960759 128874］

36.8 メガピクセル

ダスト低減機能

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（別売 Capture NX 2 必要）

		

・撮像範囲〔DXフォーマット（24×16）〕：4800×3200（L）、3600×2400（M）、

		

・撮像範囲〔5:4（30×24）
〕：6144×4912（L）、4608×3680（M）、3072×2456（S）

		

・FX ベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［FX フォーマット（36×24）］で動画ライブビュー中に

2400×1600（S）

		

・DX ベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［DXフォーマット（24×16）］で動画ライブビュー中に

画質モード

• RAW ※ 2 12ビット/14ビット（ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮）

		

• TIFF（RGB）

静止画撮影する場合）
：4800×2704（L）、 3600×2024（M）、 2400×1352（S）

HDMI 入力ビデオレコーダー**

ヘッドホン

ヘッドホン**

希望小売価格 ￥8,925
（税抜 ￥8,500）
JANコード［4960759 124234］

ワイヤレストランスミッター
WT-4

希望小売価格 ￥105,000
（税抜 ￥100,000）
JANコード
［4960759 125415］

USBケーブル
クリップ*
WT-4用
USBケーブル

コンパクトフラッシュカード**
SDメモリーカード**

PCカードアダプター**
コンパクトフラッシュ**
カードリーダー**
SDメモリーカードリーダー**

［JPEG 圧縮］が［サイズ優先］に設定されている場合
		

• RAWとJPEG の同時記録可能

ピクチャーコントロール

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

システム
記録媒体※ 3

USBケーブル UC-E14* NEW

希望小売価格 ￥12,600
（税抜 ￥12,000）
JANコード［4960759 127129］

Camera Control Pro 2

価格 オープンプライス
JANコード
［4960759 126160］

価格 オープンプライス
JANコード
［4960759 125422］

Capture NX 2 Upgrade

Camera Control Pro 2
Upgrade

価格 オープンプライス
JANコード
［4960759 126177］

希望小売価格 ￥2,625
（税抜 ￥2,500） JANコード
［4960759 128775］

価格 オープンプライス
JANコード
［4960759 125453］

*はD800/D800Eの付属品です。**は他社製品です。

画質モード・画像サイズと記録・連続撮影可能コマ数

• コンパクトフラッシュカード（Type I、 UDMA 対応）
ダブルスロット
対応規格

RAW
（ロスレス圧縮 RAW / 12 ビット記録）

画像サイズ

—

1 コマあたりの
ファイルサイズ（約）

記録可能
コマ数※3

連続撮影可能
コマ数※4

32.4 MB

133 コマ

21 コマ

14.9 MB

記録可能
コマ数※3

連続撮影可能
コマ数※4

303 コマ

38 コマ

RAW
（ロスレス圧縮 RAW / 14 ビット記録）

—

41.3 MB

103 コマ

17 コマ

18.6 MB

236 コマ

29 コマ

RAW
（圧縮 RAW / 12 ビット記録）

—

29.0 MB

182 コマ

25 コマ

13.2 MB

411 コマ

54 コマ

RAW
（圧縮 RAW / 14 ビット記録）

—

35.9 MB

151 コマ

20 コマ

16.2 MB

343 コマ

41 コマ

RAW
（非圧縮 RAW / 12 ビット記録）

—

57.0 MB

133 コマ

18 コマ

25.0 MB

303 コマ

30 コマ

RAW
（非圧縮 RAW / 14 ビット記録）

—

74.4 MB

103 コマ

16 コマ

32.5 MB

236 コマ

25 コマ

L

108.2 MB

71 コマ

16 コマ

46.6 MB

165 コマ

21 コマ

M

61.5 MB

126 コマ

18 コマ

26.8 MB

289 コマ

26 コマ

TIFF (RGB)

FINE ※5

NORMAL ※5

BASIC ※5

SDHC メモリーカード※ 2

SDXC メモリーカード※ 3

SanDisk 製

SD メモリーカード

4 GB、8 GB、16 GB、32 GB

64 GB

東芝製

4 GB、8 GB、16 GB、32 GB

64 GB

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

48 GB, 64 GB

Panasonic 製
Lexar Media 社製

2 GB ※1

4 GB、8 GB、16 GB

—

プラチナⅡシリーズ

4 GB、8 GB、16 GB、32 GB

—

プロフェッショナル

4 GB、8 GB、16 GB、32 GB

—

4 GB、8 GB、16 GB

—

フル HD ビデオ
カードシリーズ

—

※ 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。
※ 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。
※ 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。
このカメラは、UHS-I 規格に対応しています。
• 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。
転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

ファインダー
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
• FX：上下左右とも約 100%（対実画面）
• DX：上下左右とも約 97%（対実画面）

		

• 5：4：上下約 100%、左右約 97%（対実画面）

倍率

約 0.7 倍（50mm f/1.4レンズ使用、∞、–1.0 m のとき）

アイポイント

接眼レンズ面中央から17 mm（–1.0 m のとき）
–1

		

• 非 CPUレンズ（ただし、非 AIレンズは使用不可）
：露出モードA、 M で使用可能
以上明るいレンズでフォーカスエイド可能
レンズとカメラボディーが接触してキズ
PC-E 24mm f/3.5D ED を装着してアオリ操作をすると、

1/8000 ～ 30 秒（1/3、1/2、1ステップ）、Bulb、 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より1/320 秒まではガイドナンバーが減少）
S（1コマ撮影）、C L（低速連続撮影）、C H（高速連続撮影）、Q（静音撮影）、 （セルフタイマー

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
91K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または Dタイプレンズ使用時）、
（その他の CPUレンズ使用時）、RGBマルチパターン測光（非 CPU
RGBマルチパターン測光Ⅲ
レンズのレンズ情報手動設定時）
• 中央部重点測光：φ12 mm 相当を測光（中央部重点度約 75%）、φ8 mm、φ15 mm、φ20
mm、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φ12 mm、または画面全体
の平均）
• スポット測光：約φ4mm 相当（全画面の約 1.5%）
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）
• マルチパターン測光、中央部重点測光：0 ～ 20 EV

5.1 MB

1200 コマ

100 コマ

Extreme

SDCFX

8 GB、16 GB、32 GB

5.2 MB

1200 コマ

100 コマ

2.7 MB

2300 コマ

100 コマ

SDCFX4

CPU 連動方式、AI 方式併用

S

Extreme Ⅳ

露出計連動

Extreme Ⅲ

SDCFX3

2 GB、4 GB、8 GB、16 GB

露出モード

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、		

Ultra Ⅱ

SDCFH

2 GB、4 GB、8 GB

Standard

SDCFB

2 GB、4 GB

露出補正

範囲：±5 段、補正ステップ：1/3、1/2、 1ステップ

オートブラケティング

• AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数：2 ～ 9コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、

		

• ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数：2 ～ 9コマ、補正ステップ：1 ～ 3ステップ

		

• アクティブ D-ライティングブラケティング時、撮影コマ数：2 ～ 5コマ、撮影コマ数が 2コマの場合

AEロック

AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式

4600 コマ

100 コマ

L

4.0 MB

1400 コマ

100 コマ

2.0 MB

3000 コマ

100 コマ

M

2.7 MB

2400 コマ

100 コマ

1.3 MB

5000 コマ

100 コマ

S

1.4 MB

4800 コマ

100 コマ

0.7 MB

8900 コマ

100 コマ

600x
Professional UDMA

400x
300x

Lexar
Media 社製

233x
Professional

Platinum Ⅱ

インターフェース
USB

133x

8 GB、16 GB、32 GB
2 GB、4 GB、8 GB、16 GB
2 GB、4 GB、8 GB

80x

2 GB、4 GB

80x

2 GB、4 GB、8 GB、16 GB

60x

4 GB

・TypeⅡの CF カードやマイクロドライブは使用できません。
• 上記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、メモリーカードメーカーに ご相談ください。
その他のメーカー製のメモリーカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。

		
		

• スポット測光：2 ～ 20 EV
（ISO 100、ｆ/1.4レンズ使用時、常温 20℃）

M：マニュアル

1ステップ

のみアクティブ D-ライティングの効果の度合いを選択可能
ISO 感度（推奨露光指数） ISO 100 ～ 6400（1/3、1/2、1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 6400に対し約 0.3、0.5、0.7、1 段、2 段（ISO 25600 相当）の増感、感度
自動制御が可能
アクティブ D-ライティング

1コマ再生、サムネイル（4、9、72 分割）、拡大再生、動画再生、スライドショー（静止画 / 動画選択

オート、より強め、強め、標準、弱め、しない

SuperSpeed USB（USB 3.0 Micro-B 端子）

HDMI 出力

HDMIミニ端子（Type C）装備、 HDMI 出力と液晶モニターの同時再生可能

外部マイク入力

ステレオミニジャック（φ3.5 mm）

ヘッドホン出力

ステレオミニジャック（φ3.5 mm）

10ピンターミナル

• リモートコントロール：10ピンターミナルに接続
を10 ピンターミナルに接続。または、 10 ピンターミナルに
• GPS：GPS ユニットGP-1（別売）
接続した GPS 変換コードMC-35（別売）
を介して、NMEA0183 Ver. 2.01 および Ver. 3.01
に準拠した GPS 機器（D-sub 9 ピンケーブル併用）に接続

画像編集
画像編集

D-ライティング、赤目補正、トリミング（3:2/4:3/5:4/16:9/1:1）、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/ ウォームトーン/ 赤強調 / 緑強調 / 青強調 / クロス
スクリーン/ ソフト）、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW 現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き
補正、ゆがみ補正、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、セレクト

撮像範囲〔1.2×〕C L：1 ～ 5コマ/ 秒、 C H：5 コマ/ 秒

		

、視野率約 100%、明るさ調整可能、照度
3.2 型 TFT 液晶、約 92 万ドット（VGA）、視野角 170°

再生 可能）、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影画像の縦位置自動回転、画像コメント入力可能

撮像範囲〔DX〕C L：1 ～ 5 コマ/ 秒、C H： 6 コマ/ 秒、

測光範囲

CFカード

• マルチパワーバッテリーパック MB-D12（ E N - E L 1 5 以 外の電 池 使 用 時 ）
またはACアダプター

100 コマ

1.4 MB

再生機能
再生機能

撮像範囲〔FX、5：4〕C L：1 ～ 4 コマ/ 秒、C H：4 コマ/ 秒

		

• 1280×720：60p/50p/30p/25p

センサーによる液晶モニター自動明るさ調整機能

• EN-EL15 使用時

EH-5b/EH-5a/EH-5 使用時

測光モード

• 1920×1080：30p/25p/24p

（英数字 36 文字まで）
電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター

616 コマ

100 コマ

液晶モニター
液晶モニター

撮影）、 M UP（ミラーアップ撮影）

露出制御
測光方式

撮像素子によるTTL 測光方式

・60p：59.94fps、 50p：50fps、 30p：29.97fps、 25p：25fps、 24p：23.976fps
・標準 / 高画質 選択可能

• 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11 点はf/8

10.4 MB

2400 コマ

動画機能
測光方式

インデックスマーク、微速度撮影

• Pタイプレンズ

セルフタイマー

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

内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能（ステレオ録音）、マイク感度設定可能

		

		

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
は、 カメラが決めた位置で AF 可能）

その他の機能

• G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）

M

2.6 MB

フォーカス

リニアPCM

		

レリーズ機能
レリーズモード

• 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）

録音装置

• Gまたは Dタイプレンズ（PCレンズ一部制限あり）

シャッタースピード

静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード

H.264/MPEG-4 AVC

16 GB、32 GB、64 GB、128 GB

S

レンズサーボ

音声記録方式

（24×16）］）
• DXレンズ（撮像範囲は［DXフォーマット

SDCFXP

100 コマ

ライブビュー機能
撮影モード

MOV

		

シャッタースピード

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（4 件
登録可）、色温度設定（2500K ～ 10000K）、いずれも微調整可能

映像圧縮方式

Extreme Pro

100 コマ

ホワイトバランス
ホワイトバランス

		

41 コマ

2500 コマ

400は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応）

ファイル形式

100 コマ

1500 コマ

シンクロターミナル（ISO 519）装備（外れ防止ネジ付）

瞬間復元式、電子制御式

616 コマ

2.6 MB

シンクロターミナル

P、S では制御絞り値まで絞り込み可能

796 コマ

4.1 MB

• オートFP ハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応（SB-

プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、M では設定絞り値まで絞り込み可能、

8.0 MB

100 コマ

内蔵フラッシュを主灯として制御可能
		

プレビュー

12.5 MB

100 コマ

• SB-910、SB-900、SB-800またはSB-700を主灯、SU-800をコマンダーとしたアドバンスト

ライティングシステム		 ワイヤレスライティング（SB-600、SB-R200 はリモートのみ）可能。コマンダーモード設定時は、

記録画素数 /

26 コマ

718 コマ

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

フレームレート

56 コマ

1200 コマ

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

クイックリターン式

277 コマ

5.3 MB

範囲：−3 ～ +1 段、補正ステップ：1/3、1/2、1ステップ

アクセサリーシュー

ミラー

360 コマ

9.1 MB

• オートFP ハイスピードシンクロ可能
調光補正
レディーライト

–3 ～＋1 m –1

フラッシュ同調

先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、
後幕スローシンクロ

B 型クリアマットスクリーンⅧ（AF エリアフレーム付、構図用格子線表示可能）

28.0 MB

L

フラッシュモード

–1

16.3 MB

M

パターン測光または中央部重点測光）、スタンダードi-TTL 調光（スポット測光）可能

視度調節範囲

シャッター
型式

91Kピクセル RGB センサーによるTTL 調光制御：内蔵フラッシュ、
SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600または SB-400 で i-TTL-BL 調光（マルチ

ファインダースクリーン

		

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

AF エリアモード

		

レンズ
交換レンズ

AE/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

• マニュアルフォーカス（M）

• 1.2×：上下左右とも約 97%（対実画面）

L

SanDisk 製

フラッシュ
内蔵フラッシュ

PictBridge

S

※ 1［撮像範囲］の［DX 自動切り換え］が［する］で DX レンズ以外のレンズを装着した場合を含みます。
※ 2［撮像範囲］の［DX 自動切り換え］が［する］で DX レンズを装着した場合を含みます。
※ 3 撮影条件により、記録可能コマ数は増減することがあります。
※ 4 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。設定条件によっては、連続撮影可能コマ数は減少します。
※ 5 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］が［サイズ優先］に設定されている場合です。［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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DCF 2.0（Design rule for Camera File system）、DPOF（Digital Print Order
Format）、Exif 2.3（Exchangeable image file format for digital still cameras）、

撮像範囲〔DX、1.2×〕C L：1 ～ 5 コマ/ 秒、C H： 5 コマ/ 秒

撮像範囲が DX フォーマット（24x16）の場合※2
1 コマあたりの
ファイルサイズ（約）

メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW＋JPEG 分割記録ならびにカード間コピー可能

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、		
オートエリアAFモード

撮像範囲〔FX、5：4〕C L：1 ～ 4 コマ/ 秒、C H：4 コマ/ 秒

SDカード

撮像範囲が FX フォーマット（36x24）の場合※1
画質モード

• 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）

連続撮影速度（約）

使用できるメモリーカード

【東芝社製 8 GBの SDHC UHS-I カード（SD-E008GUX）を使用時】

（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）

が付いたり、ケガをしたりするおそれがあります。充分ご注意の上、お使いください。

Capture NX 2

プリンター**

ACアダプター EH-6a NEW

コンピューター関連アクセサリー

ViewNX 2*

パーソナル
コンピューター**

：FINE（1/4）、NORMAL（1/8）、BASIC（1/16）
• JPEG-Baseline 準拠、圧縮率（約）

• AF51 点設定時：51 点のフォーカスポイントから1 点を選択
• AF11 点設定時：11 点のフォーカスポイントから1 点を選択

フォーカスロック

・撮像範囲〔1.2×（30×20）〕：6144×4080（L）、4608×3056（M）、3072×2040（S）

		

Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL3e

被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行

AF エリアモード
3680×2456（S）

• オートフォーカス：シングル AF サーボ（AF-S）またはコンティニュアスAF サーボ（AF-C）、
：フォーカスエイド可能
• マニュアルフォーカス（M）

フォーカスポイント

・撮像範囲〔FXフォーマット（36×24）〕：7360×4912（L）、5520×3680（M）、

		

レンズ絞り

TVモニター**

※使用する外部機器の端子に合った
ケーブルをお使いください。

検出範囲	−2 ～＋19 EV（ISO 100、常温（20℃））
レンズサーボ

総画素数

リモートコード MC-DC2

GPS変換コード MC-35（0.35 m）

パワーコネクター
EP-5B

35.9 × 24.0 mm サイズ CMOS センサー、ニコンFXフォーマット

		

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、 11 点は
f/8 対応）、アドバンストマルチCAM 3500FX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

36.3 メガピクセル

視野率

GPSユニット GP-1

Li-ion リチャージャブル
バッテリー EN-EL15★

NEW
希望小売価格 ￥18,900
（税抜 ￥18,000）
JANコード
［4960759 130723］

接続コード MC-23

希望小売価格 ￥6,300
（税抜 ￥6,000）
JANコード
［4960759 016621］

バッテリー / バッテリーチャージャー / ACアダプター

希望小売価格 ￥4,725
（税抜 ￥4,500）
JANコード
［4960759 127471］

ルミコントロールセット
ML-3

接続コード MC-23（0.4 m）

変換コード MC-25（0.2 m）

希望小売価格 ￥1,260
（税抜 ￥1,200）JANコード
［4960759 128737］

Li-ion リチャージャブル
バッテリー EN-EL18

希望小売価格 ￥6,300
（税抜 ￥6,000）
JANコード
［4960759 016584］

希望小売価格 ￥5,250
（税抜 ￥5,000）
JANコード
［4960759 016607］

液晶モニターカバー BM-12* NEW

バッテリー室カバー

リモートコード
MC-22

延長コード MC-21（3 m）

希望小売価格 ￥105,000
（税抜 ￥100,000）
JANコード
［4960759 024978］

BL-5 NEW
希望小売価格 ￥2,100
（税抜 ￥2,000）
JANコード
［4960759 127228］

リモートコード
MC-30

リモートコード MC-22（1 m）

ニコンダイレクト 販売価格 ￥8,190
（税抜 ￥7,800）
JANコード［4955478 169529］

液晶モニターカバー

リモートコード
MC-36

希望小売価格 ￥17,850
（税抜 ￥17,000）
JANコード
［4960759 025203］

注：SC-29でSB-400の使用時には
AF補助光は発光しません。

ニコンFマウント（AFカップリング、 AF 接点付）

撮像素子
方式

記録形式
記録画素数

オートフォーカス
方式

静止画撮影する場合）※ 1：6720×3776（L）、5040×2832（M）、3360×1888（S）

リモートコード MC-36（0.85 m）

SC-28：希望小売価格 ￥6,825
（税抜 ￥6,500）
JANコード［4960759 024367］
SC-29注：希望小売価格 ￥9,450
（税抜 ￥9,000）
JANコード［4960759 024374］

スピードライト
SB-700

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ

有効画素数
有効画素数

（ピクセル）

リモートコントロール・
GPSアクセサリー

ルミコントロールセット ML-3

TTL調光コード SC-28/SC-29

バッテリー
チャージャー MH-25★

アイピースアダプター DK-18

スピードライト SB-400

NEW

希望小売価格 ￥5,250
（税抜 ￥5,000）
JANコード
［4960759 127457］

レンズマウント

マグニファイヤー DG-2

希望小売価格 ¥735
（税抜 ¥700）
JANコード
［4960759 024800］

型式
型式

カラ―、動画編集（始点 / 終点の設定、選択フレームの保存）
表示言語
表示言語
電源
使用電池

日本語、英語
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1 個使用

マルチパワー

MB-D12（別売）
：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18（別売）※ 4 またはEN-EL15 1個使用

バッテリーパック

単 3 形電池（アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池）8 本使用

AC アダプター

（別売）
AC アダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用）

三脚ネジ穴
三脚ネジ穴

1/4（ISO 1222）

寸法・質量
寸法（W×H×D）

約 146×123×81.5 mm

質量

約 1000 g（バッテリーおよび SDカードを含む、ボディーキャップを除く）
約 900 g（本体のみ）

動作環境
温度
湿度
アクセサリー
付属品

0 ～ 40℃
85％以下（結露しないこと）
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-25、アイピース DK-17、
USBケーブル UC-E14、USBケーブルクリップ、ストラップ、液晶モニターカバー BM-12、ボディー
キャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、ViewNX 2 CD-ROM

※ 1 撮像範囲［1.2× (30 ×20) ］
または［5:4 (30 ×24)］で、動画ライブビュー中に静止画撮影する場合、
「FX ベースの（動画）フォーマット」のときの画像
サイズになります。 ※ 2 復元には ViewNX 2、 Capture NX 2（別売）が必要です。D800/D800E のカメラ内で RAW 現像することもできます。※
3 マイクロドライブ、 Multi Media Card（MMC）には対応していません。※ 4 別売のバッテリー室カバー BL-5が必要です。
●仕様中のデータは、特に記載のある場合を除き、すべて常温（20℃）、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－ジャー MH-25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。 ● CompactFlash（コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の登録商標です。 ● SD
ロゴ、 SDHC ロゴ、 SDXC ロゴ、およ び PictBridge ロゴ は 商 標 で す。 ● HDMI、 HDMI ロゴ、およ び High-Definition
Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC の登録商標または商標です。 ● USB-IF ロゴは、 Universal Serial
Bus Implementers Forum, Inc. の商標です。● 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。
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