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自分だけの表現を目指し、

機械式のダイヤルで絞りとシャッタースピードの組み合わせを探る。

かつて撮影者は、意図どおりに描かれた一枚の写真に思いをはせながら、

その操作自体を愉しんだ。

Df が採用したメカニカルダイヤル主体の操作系は、

撮影者とカメラをより直接的に結び付け、

手応えのある直感的な操作性で、操る愉しさを現代に蘇らせた。

精密機械の感触と、感度を問わない、

懐の深い高品位な画質の「融合（fusion）」。

カメラの大きさや重さから撮影者を解放する

ニコン FX フォーマットモデルで最小・最軽量の Df が、

表現領域と表現そのものの自由度を拡大し、

撮影者のインスピレーションを呼び覚ます。

Df　価格：オープンプライス　□ブラック JAN コード ［4960759 141002］□シルバー JAN コード ［4960759 141019］ □付属品：Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャー
ジャー MH-24、USB ケーブル UC-E6、ストラップ AN-DC9、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-26（アイピースキャップ用ひも付き）、アイピース DK-17、
ViewNX 2 CD-ROM
Df 50mm f/1.8G Special Edition キット　価格： オープンプライス □ブラック JAN コード ［4960759 141064］□シルバー JAN コード ［4960759 141071］□内容：Df、AF-S NIKKOR 50mm 
f/1.8G（Special Edition）
●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。

デジタル一眼レフカメラ

操る愉しさと、自由に描く悦びと。

装着レンズ：AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G（Special Edition）



日没が近づき風は強さを増した。ゆっくりと歩きながら城の往時の姿に思いを馳せる。
見下ろすと、風が老人のキルトを翻すのが目に留まった。不意に老人が振り返った瞬間、

それは一枚の絵画になった。

• レンズ：AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• 画質モード：14ビットRAW（NEF）
• 露出モード：マニュアル、1/125秒、f/8
• ホワイトバランス：AUTO1
• ISO感度：2500
• ピクチャーコントロール：スタンダード   
©Jeremy Walker
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• レンズ：AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• 画質モード：14ビットRAW（NEF）
• 露出モード：絞り優先オート、1/1250秒、f/5.6
• ホワイトバランス：AUTO1
• ISO感度：1600
• ピクチャーコントロール：スタンダード  
©Jeremy Walker

新しい景色と出会いにいく。身軽さは感覚を鋭敏にし、視野を広げてくれる。
出会いはさらに、さらに多くなる。

小さな雨粒が舞い降りはじめた。それでも彼女は、じっと待ち続けていた。
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• レンズ：AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G（Special Edition）
• 画質モード：14ビットRAW（NEF）
• 露出モード：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：感度自動制御（100）
• ピクチャーコントロール：スタンダード
©深澤 武

• 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、1/800秒、f/8
• ホワイトバランス：晴天
• ISO感度：感度自動制御（800）
• ピクチャーコントロール：スタンダード
©深澤 武

夜明け。陽が昇るに連れ、頭上では雲も空も刻 と々色を変える。
眼下に横たわる見渡す限りの雲海は地上の何もかもを覆い尽くし、

圧倒的な量感を誇示しながら緩やかに流れていく。静寂。ただ風の音だけがあった。

小糠雨のなか山路を辿ると、雨脚の向こうで鮮やかな色が目を捉えた。
道を外れ小川に沿って歩いていく。沁み入るような森の静けさの先に、突然、野生の百合の群生が広がった。

囁くような雨音が耳に心地よかった。



操る愉しさを実感できる直感的なダイヤル操作  

カメラが撮影するのではなく、あなた自身がカメラという道具を使って撮
影する。そのことを実感できるダイヤル操作主体の操作系で、カメラを
操ることの愉しさ、撮影プロセスの奥深さを味わっていただきたい。そ
のために、Dfは上面に大きな金属製メカニカルダイヤルを採用しました。
電源OFF時も含め、カメラの上面でISO感度、シャッタースピード、
露出補正の設定値を常時視認できるという安心感があり、またこれらを
随時変更できるため、設定や露出を直接的にコントロールできます。写
真に込めたい意思を直感的な操作性を通じて直にカメラに伝える。そうすることで、撮影者はDfが最良の
撮る道具であり良きパートナーであることを十分に実感しながら、一枚の写真を創造することの愉しさを満
喫できます。もちろん気軽な撮影では、プログラムオートを使って露出決定をすべてDfに任せることもでき
ます。しかし、自ら積極的に操作し、露出を決定する写真撮影の愉しさを知る方がDfを手にしたとき、そ
の指は自然と上面のダイヤルへと伸び、自分だけの表現へと導かれていくでしょう。

ダイヤル操作の安心感がもたらすもの 

Dfでは、意図した露出を得るための設定が直感的かつ簡単に行えます。ISO感度、シャッタースピード、
露出補正は専用のダイヤルで設定（絞り値はサブコマンドダイヤルで設定しますが、G/Eタイプレンズ以外
ではレンズの絞りリングでも設定できます※）。電源のON、OFFを問わず、設定可能範囲全体の中での
現在の設定値を一目で確認できる安心感と、随時設定を変更できるという合理性とが、撮影への集中度
を高めてくれます。シャッタースピードを1段ステップよりも細かく制御したい場合は、シャッタースピードダ
イヤルを「1/3 STEP」に設定し、メインコマンドダイヤルで調節が可能です。 
※ 絞りリングのあるPC-Eレンズは絞りリングでも設定可能。 

精緻なデザインと心地よい感触 

隅 ま々で配慮の行き届いた精緻なデザインのDfを手にしたとき、あな
たは、カメラが紛れもなく精密機械であるということを再認識するでしょ
う。そのボディーは、どこにでも気軽に携行できるよう、小さく、軽く、
しかも堅牢。確かな手応えを感じさせる金属製ボディー、そしてグリッ
プ部等のボティー表面に施された高品位なレザー調仕上げ。メカニカ

ルダイヤルは一つひとつが金属の削り出しで、その
上面の表示はすべて丁寧に刻印し色入れを施
しています。ダイヤル外周の緻密なローレット加工は心地よい感触と適度な指がか
りを持ち、ダイヤルの滑らかな回転と小気味よく決まる高精度なクリック感が、操
る愉しみと安心感をもたらします。Dfを構えるたびに、撮影者はその手で、指で、
精密機械を操る悦びを、そしてそれを具現化したニコンのクラフトマンシップを実
感することでしょう。

被写体をクリアーに、かつリアルタイムに見られる、ガラスペンタプリズム使用、

視野率約100%の光学ファインダー 

ファインダーを通して被写体を丹念に見ることは、一眼レフカメラで撮
影する醍醐味のひとつ。Dfの光学ファインダーは、FXフォーマット・
ガラスペンタプリズム使用の大きく明るいファインダー像を存分に活か
すため、視野率約100%を確保しています。撮像範囲内のあらゆる 
要素の配置を見極めて、厳密に構図を確認し決定できます。約0.7倍※ 

のファインダー倍率は、ファインダー内表示を含むファインダー内の 
すべての視覚要素を快適に確認できる適度な倍率。

クリアーな像を結ぶファインダースクリーンは、AF時の厳密なピント確認、マニュアル
フォーカス時の正確なピント合わせをサポートします。さらに、メニューの設定で格

子線をファインダー内に表示させ、水平、垂直を正確に合わせた
撮影も容易です。 

※50mm f/1.4 レンズ使用、∞、視度−1.0m-1のとき。

ダイヤルを回すたび、創造の悦びが膨らむ。
インスピレーションを呼び覚ます、精密機械の感触。

シャッタースピードダイヤルを「1/3 STEP」にセットすると、上面の表示パネルやファインダー
内表示で確認しながら、メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを細かく設定できる。

ケーブルレリーズ AR-3（別売）
装着時
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最も携行性に優れたニコンFX フォーマットデジタル一眼レフカメラ 

操る愉しみを追求した結果、大型のメカニカルダイヤルを採用するために必然的
にたどり着いたDfの直線的なフォルム。その、いつでも触れていたくなるほどに
質感が高く、均整のとれた美しいボディーはまた、ニコンFXフォーマットモデル
として最小・最軽量の優れた携行性をも実現しています。操作感と画質、携行
性によって、感性を刺激すると同時に表現領域と表現そのものの自由度を拡大
し、撮影者のインスピレーションを呼び覚ますDf。それは、より創造的に写真
に向き合いたいと望むフォトグラファーに、自らの意思で撮影することの愉しさを
あらためて実感していただくための、ニコンからの提案です。

別格の画質を引き出す4つの要素：NIKKOR 、高品質なニコンFXフォーマットCMOSセンサー、

画像処理エンジンEXPEED 3、ピクチャーコントロール

Dfは、手にすると想定されるフォトグラファーの撮影スタイルに適した、画素数、
高感度ノイズ、ダイナミックレンジ、階調性、色再現性などのバランスを慎重に
考慮して決定した、FXフォーマット、有効画素数1625万画素という組み合
わせを採用。心臓部にはニコン独自のイメージセンサーテクノロジーを結集した

ニコンFXフォーマットCMOSセンサーとパワ
フルな画像処理エンジンEXPEED 3 を搭載し
ています。ダイナミックレンジが広く階調表現が
豊かで、高感度でもノイズが発生しにくいFXフォーマットの高いポテンシャ
ルを、光学性能に優れたNIKKORレンズがフルに引き出し、そこから
得たデータをEXPEED 3が高速処理。その過程で洗
練された画づくりを行うピクチャーコントロールを適用し、
高品位な画像に仕上げます。Df はJPEGとRAW
に加え、TIFF形式での非圧縮ファイル記録も可能。 

また、撮像範囲はDXフォーマットも選べます。 

広い感度域での高画質と優れた携行性の結合 

ゆとりある画素ピッチと高い集光効率および低ノイズ 
を追求した高品位な撮像素子を搭載したDf。感度
域はISO 100～12800と広く、ISO 50相当まで 
の減感、ISO 204800 相当までの増感も可能。
光量の少ない場面でも速いシャッタースピードで 
手持ち撮影ができ、ノイズのざらつきが少なく、シャー
プで、細部までしっかり描写した彩度を保った画像
が得られます。また、ISO 100などの低感度域
においてもダイナミックレンジを犠牲にすることなく、
立体感・質感の高い再現性を発揮。光量の多い
場面やコントラストの大きい状況でも、ディテールのメリハリが効いた輪郭の細いシャープな描写が得られ、
ハイライト部とシャドー部の豊かな階調を表現できます。優れた携行性と様々な光の状況への対応で、撮影
者は表現の発想を自由に広げられます。

場面に応じた写真としての自然な仕上がり

ピクチャーコントロール、アクティブD-ライティング、HDR 

ピクチャーコントロールシステムは、画像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設定シ
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」の6種から撮
影状況や表現意図に応じて選択でき、レタッチなしでそのまま使えるきれいな画像が得られます。さらに、
好みに応じてカスタマイズすることも可能です。コントラストが高いシーンでは、アクティブD-ライティングで
ハイライト部とシャドー部両方のディテールを残しつつ写真として自然な見え方の画像が得られます。HDR

（ハイダイナミックレンジ）は、1回の撮影で露出が異なる
画像を2コマ撮影して合成。よりダイナミックレンジの広
い画像を生成します。露出差を 3 EV分まで拡張できる
ので、明暗差が著しい撮影シーンなどで、シャドー部から
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
ます。
● HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。 

領域も自由度も、表現はさらに深くなる。
高品位な画質と優れた携行性の両立。

©Jeremy WalkerISO6400

アクティブ D- ライティング［より強め 2］で撮影  
© 深澤 武

Dfは「写真」という表現手段への集中・専念を志向するフォトグラファーの方々を想定し、あえて動画撮影機能を非搭載としています。静止画に特化することで、
動画用の操作系やスピーカー、マイク端子などを省略し、シンプルで直感的な操作性と小型軽量で携行性の高いボディーを実現しています。



快適な撮影をサポートするライブビュー時の多彩な機能 

ライブビュー撮影では、アスペクト比3：2の画面でより良い構図を得やす
いよう、従来の4分割格子線表示に加え、3分割格子線表示を新たに採
用。撮影後のトリミングを想定して、16:9、1:1 のアスペクト比表示も可
能としました。さらに、液晶モニター上の水準器表示ではローリング、ピッ
チング両方向の傾きが確認可能。ローリング方向の傾きはファインダー内
表示でも確認できます。また、ライブビュー時に画面の一部分を選ぶこと
で、ホワイトバランスのプリセットデータを簡単に取得できるスポットホワイト
バランスを搭載。ライブビューで特定の被写体や部位にピンポイントでホワ
イトバランスを合わせることができます。液晶モニターに表示されるプリセッ
トマニュアルデータ取得用の枠は、マルチセレクターの操作で画面上の任
意の位置に移動可能。グレーカード等を使用する必要がなく、近づけない
被写体のデータも素早く取得でき、
シャッターチャンスを逃すことなくホ
ワイトバランスをプリセットできます。
操作は超望遠レンズをカメラに装着
したままでも可能です。

高度な耐久性・信頼性

Dfは、優れた携行性と同時に多様な撮影条件で安心して使える高度な耐
久性・信頼性も兼ね備えています。ボディー上面カバー、背面カバー、お
よび底面にはマグネシウム合金を採用。小型軽量ながら、高い堅牢性と
高耐久性を実現しています。また、カメラボディー各所に効果的なシーリン
グを施し、D800シリーズと同等の防塵・防滴性能を確保しています。シャッ
ター、ミラー、絞りの駆動には、それぞれ独立した高速・高精度なメカニ
カル制御機構を採用。シャッターユニット、駆動機構をカメラに実装した 
状態で15万回におよぶレリーズテストをクリアーしており、高度な耐久性
を実現しています。さらに、シャッターには安定して高精度を維持する小
型の自己診断モニター（シャッターモニター）も搭載。設定した、あるいは
制御されたシャッタースピードと実際の作動スピードとの誤差をシャッター
モニターが常にチェックし検出することで、誤差を最小限に抑えた高精度
なシャッタースピード制御を可能にしています。また、電源回路の効率化、
電力消費効率のよいEXPEED 3の採用などにより、消費
電力を低減。使用電池には小型・軽量のLi-ionリチャー
ジャブルバッテリー EN-EL14aを採用しており、1回
の充電で約1400コマ※もの静止画を撮影できます。 
※CIPA規格準拠。

	 一枚に込める想いが、どこまでも強くなる。
	 「作品づくり」を		サポートする先進仕様。

高い被写体捕捉力

AFセンサーにマルチCAM 4800オートフォーカスセンサーモジュールを
採用。使用頻度の高い中央部9点に、より捕捉性能の高いクロスタイプ
センサーを採用した高密度な39点のフォーカスポイントで、被写体を的
確に捕捉・追尾します。7点（下図参照）のフォーカスポイントはf/8に対

応。 開放 F 値 4の望遠レンズと
2 倍テレコンバーターの組み合
わせで合成 F 値 8になる場合で
も、確実なAFが可能です。 遠
距離から野鳥や鉄道などを高倍
率で捉えたいときでも、Dfの小
型・軽量ボディーを核に、システ
ムとして高い機動力を発揮します。
AFエリアモードはシングルポイ
ントAF、ダイナミックAF（9点、
21 点、39 点）、3D-トラッキン
グ、オートエリアAFから選択可能。
小さな被写体を認識できる2016
分割RGBセンサーを用いたシー
ン認識システムと相まって、高い
被写体追尾・被写体判別性能を
発揮します。また、FXフォーマッ
トで最高約5.5コマ/秒※1、最大
100コマ※2までの高速連続撮影
が可能。ダイナミックAFとの組
み合わせで、動く被写体の決定
的瞬間をより確実に捉えやすくな
ります。

豊富な再生機能、画像編集機能 

太陽光下でも薄暗い室内や暗闇の中でも設定状態や画像を容易に確認で
きるよう、3.2型、約92万ドットの広視野角液晶モニターを採用しています。
表面反射を抑えたガラスと液晶パネルの一体構造。インフォ画面は周辺の
明るさに応じて画面の文字色を変更すると、設定状況の確認がより容易に

なります。色再現範囲が広く、再生画
像の確認も快適です。ライブビュー時
は最大約15倍（長さ比）まで拡大表示
でき、ピント等の確認が容易。再生時
は最大約30倍※（同）まで画像を拡大
し、正確にピント確認ができます。液
晶モニター表面には傷つきにくく衝撃に
も強い強化ガラスを採用しています。 
また、ボディー背面のP（アイ）ボタンを
押すと、ファインダー撮影時、ライブ
ビュー撮影時はメニュー画面を介さず
に目的の機能に素早くアクセスして設
定を変更できます。再生時には画像
編集メニューを即座に表示。パソコン
を使わずにカメラ内で画像編集ができ
ます。RAW現像では、ホワイトバラ
ンスや、ヴィネットコントロールなどの
設定が可能。トリミング、傾き補正、
アオリ効果などの実用的なメニュー、
魚眼効果やミニチュア効果、クロスス
クリーン（フィルター効果）などの遊び
心のあるメニューも豊富に用意してい
ます。
※ FXフォーマット・画像サイズL時

39 点のフォーカスポイントはすべてf/5.6 対応
中央の9 点はより確実に被写体を捉えるクロスタイプ
センサー

f/5.6超～ f/8未満対応のフォーカスポイント（33点）

f/8 対応フォーカスポイント（7 点）

 はクロスタイプセンサーとして機能
 はラインセンサーとして機能

光学ファインダー撮影時
液晶モニター消灯時でもinfo画面を表示。各種
項目を素早く設定、変更可能。 

Pボタンを押した時の表示

3分割格子線表示
アスペクト比3：2の画面での構図の検討がしやすい。

ライブビュー撮影時
液晶モニターの表示映像上に各種項目を重ねて表
示。素早く設定、変更可能。

アスペクト比（横：縦）1：1表示
撮影後のトリミングに役立つ。再生時

画像編集メニューを即座に表示。画像編集機能を
素早く選択可能。

水準器表示
ローリング、ピッチング両方向の傾きを液晶モニター上
に表示。

マグネシウム合金採用の上面・背面・底カバー 高い防塵・防滴性能を確保するシーリング（　 部） 

Li-ionリチャージャブルバッテリー 
EN-EL14a（付属）

※1 CIPAガイドライン準拠。
※2 JPEG撮影時。ただし、カードの種類や撮影条件
 によって減ることがあります。

原 寸 大
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表現力は、創造力と	ともに限りなく拡がる。
NIKKORレンズ、ニコンクリ	エイティブライティングシステム。

 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
コマ収差を効果的に軽減した開放絞りでの高い解像力と、ピント面から離れる
につれ緩やかに大きくなる自然なボケ形状を両立した大口径広角レンズ。鮮明
な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。風景、夜景の撮影に最適です。
寸法＊：約83mm×89.5 mm、質量（重さ）：約600 g、フィルターサイズ：67 mm
希望小売価格： ¥240,000（税別）　JANコード：［4960759 026262］

 AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G  
開放絞りで無限遠の点光源を「点」に写す高い点像再現性と、自然な奥行き感で人物や静物を魅力的に描きだす綿密に計算され
たボケ味。風景、ポートレート、静物の撮影で独創的な描写を楽しめます。ナノクリスタルコートも採用しています。
寸法＊：約85mm×70mm、質量（重さ）：約385 g、フィルターサイズ：72 mm
希望小売価格： ¥210,000（税別）　JANコード：［4960759 028037］

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、美しい自然なボケ味
が楽しめる大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート採用。広めの画角で背景を
生かしたポートレートや、風景、スナップなど、幅広い撮影に対応します。
寸法＊：約73 mm×80.5 mm、質量（重さ）：約330 g、フィルターサイズ：67 mm
希望小売価格： ¥92,500（税別）　JANコード：［4960759 026750］

 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)  
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8Gをベースにデザインを変更した標準レンズ。
レザートーンの外観塗装、アルミ製のシルバーリングやMFレンズのローレット
を再現したフォーカスリングなど、揃いのトーンでDfにジャストフィットします。
寸法＊：約73mm×52.5mm、質量（重さ）：約190 g、フィルターサイズ：58 mm
希望小売価格： ¥32,500（税別）　JANコード：［4960759 028426］

 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
手持ちのクローズアップ撮影も容易なVR機構（手ブレ補正効果3.0段※1）※2 搭
載の望遠マイクロレンズ。細部までシャープに再現しながら硬質なだけではない
味わいのある描写でポートレートにも最適です。ナノクリスタルコートも採用して
います。
寸法＊：約83 mm×116 mm、質量（重さ）：約750 g、フィルターサイズ：62 mm 
希望小売価格： ¥122,500（税別）　JANコード：［4960759 025159］
※1  CIPA規格準拠。NORMALモード、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カメラ使用時。
 　ズームレンズは最も望遠側で測定。
※2 撮影距離が約3 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。

NIKKOR：シャープな描写、高精度、多彩なラインナップ、そして高い信頼性

Df の高いポテンシャルをすべて引き出すには、高品質・高性能のレンズが不可欠。世界中のプ
ロフェッショナルフォトグラファーから賞賛されるNIKKOR レンズは、この役割を見事に果たす優
れた光学性能と信頼性を備えています。光の強いシーンでもフレアーやゴーストを効果的に軽減し
てクリアーな画像を提供するナノクリスタルコートや、大きな手ブレ補正効果で光の少ない状況でも
シャープな画像が得られるVRなどのニコン独自のテクノロジーが、Df の高画質を強力にサポート。
NIKKORの豊富なラインナップのさらなる拡充とともに、写真表現の可能性も
広がります。いずれのレンズも撮影者の発想を的確に写真へと変換し、創造性を
高めます。

写真表現の芸術性を高めるニコンスピードライト

とニコンクリエイティブライティングシステム
光を積極的に操る多彩な機能で撮影者の想像力をか
きたてるハイエンドのSB-5000や、コンパクトボディー
に集約した先進機能を直感的な操作で容易に使える
SB-700。ニコンスピードライト（別売）は、ニコンクリ
エイティブライティングシステムをサポートするDfと組み合わせて、いろいろな
場所でスタジオの本格的な照明を用いた撮影のようなハイクオリティーなフラッ
シュ撮影が簡単に行えます。カメラのアクセサリーシューに装着したスピードラ
イトで被写体にダイレクトに光を当てる場合でも、別売のTTL調光コードを用
いて接続したスピードライトでサイドから照らす場合でも、ニコン独自のi-TTL

調光が高い調光精度を発揮。さ
らにアドバンストワイヤレスライティ
ング対応のスピードライトを複数使
えば、カメラから離れたスピードラ
イトをワイヤレスで制御でき、自然
光では表現できない雰囲気を自在
に演出できます。

非AI方式のNIKKORレンズも使用可能
デジタル一眼レフカメラに最適
化した最先端のNIKKORレン
ズで高画質な写真を撮る喜びだ
けでなく、Dfは、非 AI 方式の
NIKKORレンズとの互換性を
確保することで、さらに広い愉
しみを提供します。露出計連動 
レバーは非AI方式レンズを装着
できるよう可倒式を採用※。 使
用する非AI方式レンズは9本まで、事前にレンズ情報（焦点距離、 
開放絞り値）を登録しておけます。登録した非AI方式レンズを装着し、 
該当するレンズNo.を選択してレンズ情報手動設定の露出計連動 
方式を［非AIレンズ］に設定。レンズの絞りリングで設定した絞り値
をサブコマンドダイヤルでカメラにもセットして撮影することで、開放
測光による適切な露出が得られます（露出モードはA、Mのみ対応）。

「不変のFマウント」を堅持するニコンでなければ成し得ない、往年の
NIKKORレンズと最新のデジタルテクノロジーとの組み合わせによる
奥深い愉しみを味わうことができます。
※ 一部、使用できないレンズがあります。詳しくはニコンカスタマーサポートセンター、またはサービス 

機関にお問い合わせください。

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
人物を大きめに捉えるポートレートにちょうどいい画角の、気軽に使える中望遠単焦点レン
ズ。大口径ならではの大きなボケで背景を美しく整理し、人物を効果的に際立てることが
できます。
寸法＊：約80 mm×73 mm、質量（重さ）：約350 g、フィルターサイズ：67 mm
希望小売価格： ¥67,500（税別）　JANコード：［4960759 026477］ Dfにワイヤレススピードライトコマンダー SU-800を装着し、人物の左右にセットしたスピードラ

イト SB-700をワイヤレスでコントロール。的確な調光とアンブレラのソフトな反射で、雰囲気を
活かしながら人物を浮き上がらせた。

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker©Jeremy Walker

©深澤 武©Jeremy Walker ©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

SB-700

＊ レンズ寸法は最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端までの長さ。



ワイヤレスモバイルアダプター WU-1a （別売）
WU-1aをDfのUSB端子に接続すると、ス
マートフォンやタブレットなどのスマートデバイ
スと無線LANを使って通信できます。スマー
トデバイスのディスプレイ画面をカメラの液晶
モニター代わりに使ってライブビュー撮影が可
能。離れたところからシャッターをきれるので構図の自由度も拡大
します。撮影画像は無線LANでスマートデバイスに転送でき、
転送後はNIKON IMAGE SPACEやSNSへのアップロード、
メール添付などが気軽に楽しめます。iOSおよびAndroid™ 
OSのスマートデバイスに対応しています。

ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10/WR-T10 （別売）
通 信 距 離 は WR-R10 と
WR-T10 で最大約20 m※。
WR-T10を送信機として、
WR-R10を取り付けたカメ
ラ1台のリモコン操作はもちろ
ん、WR-R10を取り付けた
複数のカメラをコントロールす
ることもできます（台数無制限）。

ニコン純正ソフトウェア　　
RAWファイルのポテンシャルをフルに活用する
付属の画像閲覧/編集ソフトウェアViewNX 2は、画像デー
タの取り込み、閲覧機能に加え、静止画のサイズ変更や
明るさ調整などの使用頻度の高い画像編集機能を搭載。
RAW現像も行えます。またRAW画像現像ソフトウェア 
Capture NX-D※は、極めて豊かなデータを持つニコン
のRAW画像（NEF：Nikon Electronic Format）の
データを余さず活用できます。どちらも、Dfなどニコンデ
ジタル一眼レフカメラで撮影したRAW画像（NEF）への、
ピクチャーコントロールの設定、変更、調整が可能。さらに、
Picture Control Utility 2※を使って、ピクチャーコントロー
ルの詳細な調整、カスタムピクチャーコントロールの保存な
ども行えます。リモートコントロールソフトウェアCamera 
Control Pro 2（別売）はDfのさまざまな機能や動作を
パソコンから操作でき、遠隔撮影の生産性を高めます。
※ 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。

Df の可能性をさらに高めるアクセサリー

1. ストラップ取り付け部（吊り金具） 
2. サブコマンドダイヤル 
3. プレビューボタン 
4. ファンクションボタン 
5. セルフタイマーランプ 
6. 露出計連動レバー（可倒式） 
7. シンクロターミナルキャップ / 
 シンクロターミナル 
8. レンズ取り外しボタン 
9. レンズマウント 
10. ミラー
11. メニューボタン
12. ヘルプ / プロテクト / 
 ホワイトバランスボタン
13. 拡大表示 / 画質モード・
 画像サイズボタン
14. 縮小・サムネイル表示 / 
 フラッシュモード / 調光補正 / 
 ツーボタンリセットボタン
15. Pボタン
16. 再生ボタン
17. 削除ボタン
18. アイピース

19. ファインダー接眼窓
20. 視度調節ダイヤル
21. AE/AFロックボタン
22. AF-ONボタン
23. メインコマンドダイヤル
24. 測光モードダイヤル
25. マルチセレクター
26. OKボタン
27. フォーカスポイントロックレバー
28. SDカードアクセスランプ
29. 液晶モニター
30. ライブビューボタン
31. インフォボタン
32. ブラケティングボタン
33. レンズ着脱指標
34. AFモードボタン
35. フォーカスモードセレクター
36. USB端子カバー / USB端子
37. HDMI端子カバー / HDMIミニ端子
38. アクセサリーターミナルカバー / 
 アクセサリーターミナル
39. 電源スイッチ
40. レリーズソケット

41. シャッターボタン
42. 露出補正ダイヤルロックボタン
43.露出補正ダイヤル
44. ISO感度ダイヤルロックボタン
45. ISO感度ダイヤル
46. 距離基準マーク
47. フラッシュ取り付け部
 （アクセサリーシュー）
48. シャッタースピードダイヤル
49. シャッタースピードダイヤル
 ロックボタン
50. レリーズモードダイヤル
51. 表示パネル
52. 露出モードダイヤル
53. イルミネーター点灯 / 
 ツーボタンリセットボタン
54. パワーコネクターカバー
55. バッテリー・SDカードカバー
56. バッテリー・SDカードカバー
 開閉ノブ
57. 三脚ネジ穴
58. 表示パネル（全点灯）

各部の名称 別売アクセサリー

付属ストラップ
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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］
ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10
希望小売価格 ￥5,000（税別）
JAN コード［4960759 138415］

※地上高約1.2 mの場合。通信距離は遮蔽物や天候などにより短くなることがあります。 
ワイヤレスリモートコントローラーセット WR-10
 （WR-R10、WR-T10、WR-A10※のセット）
希望小売価格 ￥15,000（税別）
JAN コード［4960759 138439］
※10ピンターミナル搭載一眼レフカメラにWR-R10を装着する際に併用するWR用

変換アダプター

ワイヤレスモバイルアダプター WU-1a
希望小売価格 ￥5,000（税別）　JANコード［4960759 134738］
●この機能を使用するには、事前にスマートデバイスに、Wireless Mobile Utility（各

スマートデバイスのアプリストアから無料でダウンロード可能）をインストールする
必要があります。iOS、Android 端末の動作環境は、各アプリページをご覧ください。

セミソフトケース CF-DC6 ブラック 
希望小売価格 ：￥25,000（税別）　
JAN コード：［4960759 141729］

アクセサリーシューカバー ASC-01
希望小売価格：￥2,750（税別）　
JAN コード：［4960759 144638］

アクセサリーシューカバー ASC-01 
メタルブラック
希望小売価格：￥3,250（税別）　
JAN コード：［4955478 179689］

アクセサリーシューカバー ASC-03
シルバー
希望小売価格：￥2,750（税別）　
JAN コード：［4955478 179696］

アクセサリーシューカバー ASC-03
メタルブラック
希望小売価格：￥3,250（税別）　
JAN コード：［4955478 179702］ソフトシャッターレリーズ AR-11 

希望小売価格：￥2,500（税別）　
JAN コード：［4960759 144119］

セミソフトケース CF-DC6 ブラウン 
希望小売価格 ：￥25,000（税別）　 
JAN コード：［4960759 141736］

Df用グリップ DF-GR1 
希望小売価格：￥15,000（税別）　
JAN コード：［4955478 178699］

アクセサリーシューカバー ASC-02 
レザーブラック 
希望小売価格：￥4,000（税別）　
JAN コード：［4960759 144669］

ストラップ AN-DC9

TVモニター**

テレビ用アクセサリー

コンピューター関連アクセサリー

変倍アングル
ファインダー DR-5
希望小売価格 ￥25,000 （税別）
JANコード ［4960759 024336］

アンティフォグ ファインダー
アイピース DK-17A
希望小売価格 ￥2,500 （税別）
JANコード ［4960759 024350］

接眼補助レンズ DK-17C
（－3、－2、0、＋1、＋2 m-1）
希望小売価格 各 ￥1,500（税別）

マグニファイヤーDG-2
希望小売価格 
￥5,000（税別）
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 ￥5,000 （税別）
JANコード ［4960759 024992］

スピードライト SB-5000 
希望小売価格 ￥72,500（税別）
JANコード［4960759 146335］

スピードライト SB-700
希望小売価格 ￥45,000（税別）
JANコード［4960759 026071］

スピードライト SB-500
希望小売価格 ￥32,500（税別）
JANコード［4960759 028792］

スピードライト SB-300
希望小売価格 ￥20,000（税別）
JANコード［4960759 027801］

ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800
希望小売価格 ￥40,000（税別）　JANコード［4960759 024862］

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 ￥105,000（税別）　JANコード［4960759 024978］

TTL調光コード SC-28/SC-29
SC-28：希望小売価格 ￥6,500（税別）　JANコード ［4960759 024367］
SC-29注：希望小売価格 ￥9,000（税別）　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。

ファインダー用アクセサリー

アイピース DK-17★
希望小売価格 ￥1,500（税別）
JANコード［4960759 024404］

パワーアシスト
パック SD-9
希望小売価格 
￥24,000（税別）
JANコード
［4960759 025746］

レンズスピードライト

アイピースアダプター DK-18
希望小売価格 ￥1,700（税別）
JANコード［4960759 024732］

接眼目当て DK-19
希望小売価格 ¥700 （税別）
JANコード ［4960759 024800］

アイピースキャップ DK-26★
希望小売価格 ¥500 （税別）
JANコード ［4960759 141750］

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

SB-300

バッテリー・バッテリーチャージャー・ACアダプター

パワーコネクター EP-5A
希望小売価格 ￥3,000（税別）
JANコード［4960759 127808］

ACアダプター EH-5b
希望小売価格 ￥12,000（税別）
JANコード［4960759 129178］

Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL14a★
希望小売価格 ￥5,000（税別）
JANコード［4960759 140890］

バッテリーチャージャー MH-24★ 
希望小売価格 ￥4,500（税別）
JANコード［4960759 127815］

リモートコード MC-DC2
希望小売価格 ￥3,500（税別）
JANコード［4960759 126566］

GPSユニット GP-1A
・販売を終了しました。

リモートコントロール・GPSアクセサリー・
ケーブルレリーズ

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］

ケーブルレリーズAR-3
希望小売価格 ￥1,000（税別）
JANコード ［4960759 005601］

ソフトシャッターレリーズ AR-11
希望小売価格 ￥2,500（税別）　JANコード ［4960759 144119］

ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10
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-R10
希望小売価格 ￥7,000（税別）
JANコード ［4960759 138422］

カメラケース・その他
セミソフトケース
CF-DC6 ブラック
CF-DC6 ブラウン

Df用グリップ DF-GR1
希望小売価格 ￥15,000（税別）
JANコード ［4955478 178699］

液晶保護ガラス LPG-001
希望小売価格 ￥2,800（税別）
JANコード ［4960759 144652］

Df用液晶保護フィルムセット 
NH-DFLｆSET
希望小売価格 ￥1,500（税別）
JANコード ［4955478 178347］

クリーニングキットプロ2 CK-P2
希望小売価格 ￥11,250（税別）
JANコード ［4955478 178910］

セミソフトケース
CF-DC5

希望小売価格 ￥10,000（税別）
JANコード ［4960759 131485］

デジスコーピング用
アクセサリー

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

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）

ワイヤレスモバイル
アダプター WU-1a
希望小売価格 ¥5,000（税別）
JANコード ［4960759 134738］

スマートフォン／タブレット★★
（iOS/Android ™ OS）

スマートフォン／タブレット用アクセサリー

USBケーブル UC-E6★
希望小売価格 ￥2,500（税別）
JANコード ［4960759 121974］

SDメモリーカード★★ SDメモリーカードリーダー★★

プリンター★★

パーソナル
コンピューター★★

ViewNX 2★

ViewNX-i※1

Capture NX-D※1

Camera Control Pro 2※2
希望小売価格 オープンプライス　JANコード ［4960759 125422］
Camera Control Pro 2 Upgrade※2
希望小売価格 オープンプライス　JANコード ［4960759 125453］

希望小売価格 ￥25,000（税別）
ブラック JANコード［4960759 141729］
ブラウン JANコード［4960759 141736］

★はDf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。

HDMIケーブル HC-E1
（HDMIミニ端子[TYPE C]
←→HDMI端子[TYPE A]）
希望小売価格 ￥5,000（税別）
JANコード ［4960759 144034］

フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F
希望小売価格：￥2,500（税別）
JANコード［4960759 146311］

WR-T10

WR-1

Capture NX -D

ViewNX 2

WR-R10

WR-T10

システムチャート
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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 1625万画素
撮像素子方式 36.0 × 23.9 mm サイズCMOS センサー
総画素数 1661万画素
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または、別売Capture NX 2が必要）
記録画素数 • 撮像範囲 〔FX（36×24）〕：4928×3280（L）、3696×2456（M）、2464×1640（S）
 • 撮像範囲 〔DX（24×16）〕：3200×2128（L）、2400×1592（M）、1600×1064（S）
画質モード • RAW ※ 1 12 ビット/14 ビット（ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮）
 • 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、いずれも調整可能、
システム カスタムピクチャーコントロール登録可能
記録媒体※ 2 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）
対応規格 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）、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） • DX：上下左右とも約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15 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 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、露出モード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 • DXレンズ（撮像範囲は［DX（24×16）］）
 • 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
 • 非CPUレンズ
 • 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中央7点は開放F 
   値がf/8以上明るいレンズで、中央33点は開放F 値がf/7.1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
シャッタースピード • シャッタースピードダイヤル使用時：1/4000 ～ 4秒（1ステップ）、Bulb、Time、X200
 • メインコマンドダイヤル使用時：1/4000 ～ 30秒（1/3ステップ）、Bulb、Time
フラッシュ同調 X=1/200秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調
シャッタースピード （1/200 ～1/250秒はガイドナンバーが減少）
レリーズモード S（単写）、CL（低速連続撮影）、CH（高速連続撮影）、Q（静音撮影）、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 • CL：約1～ 5コマ/秒
 • CH：約5.5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 2016分割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Ⅱ（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に固定）
 • 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）
測光範囲 • マルチパターン測光、中央部重点測光：0 ～ 20 EV
 • スポット測光：2 ～ 20 EV（ISO 100、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（露出計連動レバー可倒式）
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
露出補正 範囲：±3段、補正ステップ：1/3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 ～ 5コマ、補正ステップ：1/3、2/3、1、2、3ステップ
 • ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数：2 ～ 3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
AEロック AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度 ISO 100 ～12800（1/3ステップ）、ISO 100に対し約0.3、0.7、1 段（ISO 50相当）の減感、ISO 12800  

（推奨露光指数） に対し約0.3、0.7、1、2、3、4段（ISO 204800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2、より強め1、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39点（うち、クロスタイプセンサー9点、f/5.6超～f/8未満は中央33点、 
 f/8は中央7点）、マルチCAM4800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
検出範囲 −1～＋19 EV（ISO 100、常温（20℃））
レンズサーボ • オートフォーカス（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）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
 • 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 • AF39点設定時：39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
AFエリアモード シングルポイントAF、ダイナミックAF（9点、21点、39点）、3D-トラッキング、オートエリアAF
フォーカスロック 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
フラッシュ調光方式 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御：SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、 
 SB-600、SB-400 またはSB-300でi-TTL-BL調光（マルチ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
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
 • 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ステップ
レディーライト 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 • SB-5000、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）に対応
 • 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-400または 
   SB-300は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応）
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（4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（2500 K ～10000 K）、いずれも微調整可能
ライブビューレンズサーボ ・ 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）
 ・ マニュアルフォーカス（M）
ライブビュー AFエリアモード 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

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）
液晶モニター 3.2型低温ポリシリコンTFT液晶モニター、約92万ドット（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分割またはカレンダーモード）、拡大再生、スライドショー、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 Hi-Speed USB
HDMI出力 HDMIミニ端子（Type C）装備
アクセサリーターミナル • ワイヤレスリモートコントローラー：WR-1、WR-R10（別売）
 • リモートコード：MC-DC2（別売）
 • GPSユニット：GP-1A（別売）
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、フィルター効果、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
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-EL14a（1個使用）
ACアダプター ACアダプター EH-5b（パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用）（別売）
電池寿命（撮影可能コマ数） 約1400コマ（カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL14a使用時、CIPA規格準拠）
三脚ネジ穴 1/4（ ISO 1222）
寸法（W×H×D） 約143.5×110×66.5 mm
質量 約765 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710 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-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E6、 
 ストラップ AN-DC9、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-26 
 （アイピースキャップ用ひも付き）、アイピース DK-17、ViewNX 2 CD-ROM

※ 1 復元にはViewNX 2、または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。Df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−ジャー MH-24を日本国外で使用する場合、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着く
ださい。● 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。● GoogleおよびAndroidTMはGoogle Inc.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。● ワイヤレス
モバイルアダプター WU-1a、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。

ニコン Df 主な仕様

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/

「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/（ニコン カレッジ）

このカタログは2018年4月10日現在のものです。
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