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NIJ-D810A-3（1507-010）K

型式	 レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
レンズマウント	 ニコンFマウント	（AFカップリング、AF接点付）
実撮影画角	 ニコンFXフォーマット
有効画素数	 3635万画素
撮像素子方式	 35.9	×	24.0	mmサイズCMOSセンサー
総画素数	 3709万画素
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（Capture	NX-Dが必要）
記録画素数（ピクセル）	 •	撮像範囲［FX（36×24）1.0×］：7360×4912（L）、5520×3680（M）、3680×2456（S）	

•	撮像範囲［1.2×（30×20）1.2×］：	6144×4080（L）、4608×3056（M）、3072×2040（S）	
•	撮像範囲［DX（24×16）1.5×］：4800×3200（L）、3600×2400（M）、2400×1600（S）	
•	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（36×24）1.0×］で動画ライブビュー中に静止画	
		撮影する場合）※1：6720×3776（L）、5040×2832（M）、3360×1888（S）	
•	DXベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［DX（24×16）1.5×］で動画ライブビュー中に静止画	
		撮影する場合）：4800×2704（L）、3600×2024（M）、2400×1352（S）

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）、サイズL/S選択可能（サイズSは12ビット、	
		非圧縮に固定）•	TIFF（RGB）	•	JPEG-Baseline準拠、圧縮率（約）：FINE	（1/4）、NORMAL（1/8）、	
		BASIC	（1/16）サイズ優先時、		画質優先選択可能	•	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、フラット
システム	 （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）
記録媒体※3	 •	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）	
•	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	 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
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
視野率	 FX：上下左右とも約100%（対実画面）、1.2×：上下左右とも約97%（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–1のとき）
アイポイント	 接眼レンズ面中央から17	mm（–1.0	m–1のとき）
視度調節範囲	 −3～＋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Ⅷ（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
プレビュー	 Pvボタンによる絞り込み可能、露出モードA、M、M*では設定絞り値まで絞り込み可能、P、Sでは制御絞り

値まで絞り込み可能
レンズ絞り	 瞬間復元式、電子制御式
交換レンズ	 •	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	
•	DXレンズ（撮像範囲は［DX（24×16）1.5×］）	
•	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、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11点は、f/8以上	
		明るいレンズで、フォーカスエイド可能

シャッター型式	 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）
シャッタースピード	 1/8000	～	30秒（1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能）、Bulb、Time、X250		

M*時は 4秒・5秒・8秒・10秒・15秒・20秒・30秒・60秒・120秒・180秒・240秒・300秒・600秒・
900秒、 Bulb、 Time、の設定が可能

フラッシュ同調	 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
シャッタースピード	 が減少）
レリーズモード	 S（1コマ撮影）、CL（低速連続撮影）、CH（高速連続撮影）、Q（静音撮影）、Qc（静音連続撮影）、	E（セルフタ

イマー撮影）、MUP（ミラーアップ撮影）
連続撮影速度	 •	EN-EL15	使用時	

		撮像範囲［FX、5：4］	CL：約1	～	5コマ/秒、CH：約5コマ/秒、Qc：約3コマ/秒	
		撮像範囲［DX、1.2×］	CL：約1	～	6コマ/秒、CH：約6コマ/秒、Qc：約3コマ/秒	
•	マルチパワーバッテリーパック	MB-D12（EN-EL15以外の電池使用時）、またはパワーコネクターと	
		ACアダプター使用時	
		撮像範囲［FX、5：4］	CL：約1	～	5コマ/秒、CH：約5コマ/秒、Qc：約3コマ/秒	
		撮像範囲［DX］	CL：約1	～	6コマ/秒、CH：	約7コマ/秒、Qc：約3コマ/秒	
		撮像範囲［1.2×］	CL：約1	～	6コマ/秒、CH：約6コマ/秒、Qc：約3コマ/秒

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
測光方式	 91Kピクセル（約91,000ピクセル）RGBセンサーによるTTL	開放測光方式
測光モード	 •	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）、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）	
•	スポット測光：約φ4	mm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）	
•	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、その他のCPUレンズまたは非CPUレンズ	
		使用時は中央部重点測光に固定

測光範囲	 •	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換算、f/1.4レンズ使用時、常温20℃）

露出計連動	 CPU連動方式、AI方式併用
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、	

M：マニュアル、M*：長時間露光マニュアル
露出補正	 範囲：±5段、補正ステップ：1/3、1/2、1ステップに変更可能
AEブラケティング	 撮影コマ数：2 ～ 9コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ（2、3ステップに設定時は、

撮影コマ数は2～5コマまで設定可能）
フラッシュブラケティング	 撮影コマ数：2 ～ 9コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ（2、3ステップに設定時は、

撮影コマ数は2～5コマまで設定可能）
ホワイトバランス	 撮影コマ数：2～9コマ、補正ステップ：1～3ステップ
ブラケティング
アクティブD-ライティング	 撮影コマ数：2～5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能	
ブラケティング	
AEロック	 AAE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度	 ISO	200	～	12800（1/3、1/2、1ステップ）、ISO	200に対し約0.3、0.5、0.7、1段（ISO	100相当）
（推奨露光指数）	 の減感、ISO	12800に対し約0.3、0.5、0.7、1、2	段（ISO	51200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	 オート、より強め、強め、標準、弱め、しない
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（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

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

フォーカスポイント	 •	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

AFエリアモード	 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

フォーカスロック	 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
内蔵フラッシュ	 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℃）
フラッシュ調光方式	 91Kピクセル（約91,000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
フラッシュモード	 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、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、1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	 対応（コマンダー機能あり）
ライティングシステム	 	
シンクロターミナル	 シンクロターミナル（ISO	519）装備（外れ防止ネジ付）
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
ライブビュー撮影モード	 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード
ライブビュー	 ・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）
レンズサーボ	 ・マニュアルフォーカス（M）
ライブビュー	 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
AFエリアモード	
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
動画記録画素数/	 1920×1080：60p/50p/30p/25p/24p、1280×720：60p/50p
フレームレート	 ・60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
（標準/高画質選択可能）	
動画最長記録時間	 29分59秒（［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分/10分）
動画ファイル形式	 MOV
映像圧縮方式	 H.264/MPEG-4	AVC
動画音声記録方式	 リニアPCM
録音装置	 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能（ステレオ録音）、マイク感度設定可能
動画感度	 •	露出モードM：ISO	200～12800（1/3、1/2、1	ステップ）、ISO	12800に対し約0.3、0.5、	

		0.7、	1	段、2	段（ISO	51200相当）の増感、感度自動制御（ISO	200	～	Hi	2）が可能、制御上限感度が	
		設定可能	
•	露出モードP、S、A：感度自動制御（ISO	200～Hi	2）、制御上限感度が設定可能

その他の機能	 インデックスマーク、微速度撮影
液晶モニター	 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット（640×RGBW×480）（VGA）、視野角約170°、視野率約

100%、	明るさ調整可能
再生機能	 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
USB	 SuperSpeed	USB（USB	3.0	Micro-B端子）（標準装備されたUSBポートへの接続を推奨）
HDMI出力	 HDMI端子（Type	C）装備
外部マイク入力	 ステレオミニジャック（φ3.5	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（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	

•	GPS：GPSユニット		GP-1/GP-1A（別売）を10	ピンターミナルに接続。または、10	ピンターミナルに接続した	
		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	
•	ワイヤレスリモートコントローラー	WR-R10（WR用変換アダプター	WR-A10が必要）/WR-1（M*には非対応）

画像編集	 D-ライティング、赤目補正、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/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
トカラー、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-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-EL18a/EN-EL18（別売）※4または
バッテリーパック	 EN-EL15	1個使用、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	 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）（別売）
電池寿命（撮影可能コマ数）	 約1200コマ（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規格準拠
三脚ネジ穴	 1/4	（ISO	1222）
寸法（W×H×D）	 約146×123×81.5	mm
質量	 約980	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880	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-EL15、バッテリーチャージャー	MH-25a、USBケーブル	UC-E22、

ストラップ	AN-DC16、ボディーキャップ	BF-1B、アイピース	DK-17、USBケーブルクリップ、HDMIケーブ
ルクリップ、液晶モニターカバーBM-12

※1	撮像範囲［1.2×（30×20）1.2×］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	復元にはニコンホームページから無料ダウンロードできるCapture	NX-Dの利用をおすすめします。RAWサイズLは、
D810A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、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。　●CompactFlash	
（コンパクトフラッシュ）は米国SanDisk社の商標です。　●PictBridgeは商標です。	
●	HDMI、お よ びHigh-Definition	Multimedia	Interfaceは、HDMI	Licensing,	
LLC.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。

ニコン D810A 主な仕様 ●	太字表記はD810との相違点です。

NEW 
D810A　価格：オープンプライス　 
JAN コード ［4960759 145574］ 

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-E22、ストラップ AN-DC16、 
ボディーキャップ BF-1B、アイピース 
DK-17、USB ケーブルクリップ、 
HDMI ケーブルクリップ、 
液晶モニターカバー BM-12

● 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。

Hα線の波長で光る星雲を鮮やかに写せる、 
専用の光学フィルター（赤外線カット）透過特性。

D810Aは、撮像素子前面にある光学フィルターの透過特性をHα線（波長：656.28 nm）で発光する星雲 
などの天体撮影用に変更しています。一般的なデジタル一眼レフカメラでは、一般の被写体の色を 
適切に再現するために可視光域「赤」寄りの光の透過率を抑えています。Hα線はこの領域にある 
ため、そのままでは、Hα線の波長で光る星雲は淡く写すことしかできません。D810A の光学 
フィルターは、可視光域「赤」寄りの光の透過率を、より赤外域近くまで高く保持。Hα線の透過率をD810比 
で約4倍に引き上げており、Hα線の波長で光る星雲を期待通り、鮮やかに赤く写すことができます。

解像感の高い天体写真が撮影できる、 
ニコンデジタル一眼レフカメラ中最高の解像力。

D810Aは、際立つ解像感と滑らかな階調表現を実現した、D810と同じ光学ローパスフィルターレス
仕様のニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載。有効画素数3635万画素の、ニコンデジタル
一眼レフカメラ中最高の解像力を活かした天体写真が撮影可能です。さらに、最新の画像処理エンジン
EXPEED 4が、鮮やかで抜けのよいクリアーな発色、漆黒から純白までの繊細でニュアンスに富んだ立体
感のある階調を再現。天体写真のクオリティーをかつてないレベルへと高めます。

宇宙の赤い神秘を、鮮やかに写し出す 
天体撮影専用超高精細デジタル一眼レフカメラ。　 Hα線対応

天体以外の一般的な被写体の撮影では、撮影状況や被写体によって実際より赤みがかった画像になる場合や、適切な色再現にならない場合
があります。大切な撮影の前には、試し撮りをすることをおすすめします。

ご 注 意

D810：一般的な光学フィルター

D810A：Hα線対応の光学フィルター
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● オリオン座主要部（オリオン座の散光星雲、バラ星雲）　● レンズ：AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G　● フィルター：ケンコー ソフトンスペック（A）　● 撮影方法：三脚固定　● 画質モード：14ビットRAW（NEF）　 
● 露出モード：マニュアル、f/2.2、4秒　● 高感度ノイズ低減 /長秒時ノイズ低減：標準/する　● ホワイトバランス：色温度（3850 K）　● ISO感度：6400　● ピクチャーコントロール：ニュートラル　 
©Toshio Ushiyama

●	いっかくじゅう座のわし星雲　●	望遠鏡：タカハシε-180ED望遠鏡（口径180	mm・焦点距離500	mm）　●	赤道儀：タカハシ	NJP	Temma2赤道儀　●	画質モード：14ビットRAW（NEF）　●	露出モード：マニュアル　	
●	ISO感度：1000　●	１枚あたりの露出時間とコンポジット枚数：300秒×8枚　　©Takayuki	Yoshida

優れた高感度性能とノイズ低減処理

D810Aの撮像感度は、ニコン独自の厳格な基準を満たしながら、ISO 
200からISO 12800までと広範囲※。いずれの感度でも広いダイナミック
レンジを維持しています。高感度時、および長秒時には、画像処理エンジン
EXPEED 4の優れたノイズ低減処理で、コントラストが低い被写体でも、有
効画素数3635万画素の精細さを極力残したままノイズを抑えます。偽色も
少なく、コンポジットを行わない星景、星野の固定撮影でも、クリアーな画像
が得られます。
※ ISO 100 相当（Lo 1）までの減感、ISO 51200相当（Hi 2）までの増感も可能。

長時間露光に便利な、最長900秒までの露光時間
を設定できる長時間露光マニュアルモード（M＊）

連続撮影の「100コマ制限」が解除される 
シャッタースピード4 秒以上の長秒時で、 
4 秒、5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、
30秒、60秒、120秒、180秒、240秒、
300秒、600秒、900秒のシャッタースピー
ド設定と、バルブ、タイムの設定が可能。設定秒時は実制御秒時なので、 
長時間露光、コンポジット、比較明合成などに便利です。特に比較明合成を
行う場合の、総露出時間の算出が容易です。

星景撮影での水平出しに 
有効な、赤く点灯し続ける 
ファインダー内水準器表示※

※ M＊モードでファインダー内水準器の表示時。

ライブビュー時、ピント合わせや構図調整に便利な 
30秒より長い露光時間設定時のプレビュー機能

天体撮影で使用頻度の高い30秒より長い露光時間設定時※、ライブビューで
はシャッタースピードを30秒に設定したとき相当のプレビューを表示できます 

（実際の撮影画像の露出とは一致しません）。天体撮影時のピント・構図の
確認が容易に行えます。
※ マニュアルモード（M）でバルブ、タイム撮影を設定した時、または、長時間露光マニュアルモード（M*）でバルブ、タイム

撮影を設定した時、および、露光時間を60秒、120秒、180秒、240秒、300秒、600秒、900秒のいずれ
かに設定した時。

  厳密なピント確認が容易なライブビュー時最大約23倍の拡大表示

  美しい光跡写真の素材撮影を可能にするコマ数無制限の連続撮影

レリーズモードがCh、Clのとき、シャッタースピードを4秒以上の長秒時に設

定すると、メモリーカードの容量やバッテリー残量の許す限り長時間にわたって、

どの画質モードでも連続撮影を継続できます。インターバルタイマー撮影と異な

り、次のコマの撮影がすぐ行われるため、比較明合成を行った際、つなぎ目が目

立たない滑らかな光跡を表現できます。

  機構ブレを極力低減する電子先幕シャッター

レリーズモードをMup（ミラーアップ撮影）に設定しているときには、メカニカル

先幕を電子先幕に切り換え、先幕の働きを撮像素子で代用する撮影が可能で

す（カスタムメニューの設定が必要）。メカニカルシャッターと異なり先幕の走行

による機構ブレが発生せず、また、ミラーアップ撮影でミラーの振動もないため、

ブレを極力抑えたい天体撮影、特に月面撮影等に極めて有効です。
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