
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）
有効画素数	 16.2	メガピクセル
撮像素子方式	 36.0	×	23.9	mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
総画素数	 16.6	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）
記録画素数（ピクセル）	 •	撮像範囲〔FXフォーマット（36×24）〕：4928×3280（L）、3696×2456（M）、2464×1640（S）
	 •	撮像範囲〔1.2×	（30×20）〕：	4096×2720（L）、3072×2040（M）、2048×1360（S）
	 •	撮像範囲〔DXフォーマット（24×16）〕：3200×2128（L）、2400×1592（M）、1600×1064（S）
	 •	撮像範囲〔5:4（30×24）〕：4096×3280（L）、3072×2456（M）、2048×1640（S）

•	アスペクト比が16：9、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静止画撮影する場合）※1：4928×2768（L）、3696×2072（M）、2464×
1384（S）
•アスペクト比が16：9、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静止画撮影する場合）：3200×1792（L）、2400×1344（M）、1600×896（S）
•	アスペクト比が3：2、FXベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［FX	(36×24)］で動画ライブビュー中
に静止画撮影する場合）	※1：4928×3280（L）、3696×2456（M）、2464×1640（S）
•	アスペクト比が3：2、DX	ベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［DX	(24×16)］で動画ライブビュー
中に静止画撮影する場合）：3200×2128（L）、2400×1592（M）、1600×1064（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）•	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	
•	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	 （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	 XQDメモリーカード、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（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）、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18	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、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またはDタイプレンズ（PCレンズ一部制限あり）
	 •	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）
	 •	Pタイプレンズ
	 •	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

•	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
シャッタースピード	 1/8000～30秒（1/3、1/2、1ステップ）、Bulb、X250
フラッシュ同調	 X=1/250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
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）、				（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 1～10コマ /秒
	 CH：約 10～11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、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）

測光範囲	 •	マルチパターン測光、中央部重点測光：−1～20	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：±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、1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：2～9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	
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	 サブセレクターの中央ボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度	 ISO	100～12800（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
（推奨露光指数）	 相当）の減感、ISO	12800に対し約 0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段（ISO	204800相当）の

増感、感度自動制御が可能
アクティブ	 オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない
D-ライティング
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
検出範囲	 −2～＋19	EV	（ISO	100、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	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
フォーカスロック	 サブセレクターの中央ボタン、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	 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：SB-910、SB-900、SB-800、

SB-700、SB-600またはSB-400で i-TTL-BL 調光、スタンダードi-TTL 調光可能（スポット測光時は
スタンダードi-TTL 調光のみ選択可能）

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
調光補正	 範囲：−3～+1段、補正ステップ：1/3、1/2、1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-910、SB-900、SB-800、SB-700を主灯、SU-800をコマンダーとしたアドバンストワイヤレス
ライティングシステム	 		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）、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（静音、無音）、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
動画記録画素数 /	 1920×1080：30p/25p/24p、1280×720：60p/50p/30p/25p、640×424：30p/25p、
フレームレート	 1920×1080クロップ：30p/25p/24p
（標準 /高画質選択可能）	 ・60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
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）
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
動画感度	 感度自動制御範囲を ISO	200～12800または200～Hi	4に設定可能
その他の機能	 インデックスマーキング、微速度撮影
液晶モニター	 3.2 型 TFT液晶、約 92万ドット（VGA）、視野角170°、視野率約100%、	明るさ調整可能、照度	

センサーによる液晶モニター自動明るさ調整
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、GPSデータ表示、撮影画像の縦位置自動回
転、音声メモ入力 /再生可能、IPTCプリセット添付 /表示可能

USB	 Hi-Speed	USB
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（φ3.5mm）、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（φ3.5mm）
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（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

有線LAN	 RJ-45コネクター
拡張端子	 WT-5用
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）、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、
傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、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-EL18	1 個使用
ACアダプター	 ACアダプターEH-6a（パワーコネクターEP-6と組み合わせて使用）（別売）
三脚ネジ穴	 1/4	（ISO	1222）
寸法（W×H×D）	 約 160×156.5×90.5	mm
質量	 約1340	g（バッテリーおよびXQDメモリーカードを含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを

除く）
	 約1180	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-EL18	、バッテリーチャージャー	MH-26、USBケーブル	UC-

E15、ストラップ	AN-DC7、ボディーキャップ	BF-1B、アクセサリーシューカバー	BS-2、アイピース	
DK-17、バッテリー室カバー	BL-6、USBケーブルクリップ、ステレオミニプラグケーブル用端子カバー	
UF-2、ViewNX	2	CD-ROM

主な別売アクセサリー	 ステレオマイクロホン	ME-1、ワイヤレストランスミッター	WT-5、ワイヤレストランスミッター	WT-4、GPS
ユニット	GP-1、Capture	NX	2、Camera	Control	Pro	2

このカタログは2012年1月6日現在のものです。
6CJ-1201-1(1201-300)K

ニコンD4主な仕様

※ 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。D4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。
●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-26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。●	XQDはソニー株式会社の登録商標です。●	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。●	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。

新 製 品
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● レンズ:AF-S NIKKOR 400mm 
f/2.8G ED VR 

● 画質モード：14ビットRAW（NEF） 
● 露出モード：マニュアル、1/1000秒 

f/5.6 
● ホワイトバランス:オート1 
● ISO感度：ISO 12800
● ピクチャーコントロール：スタンダード

©Bill Frakes



● 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、1/1250秒 

f/4 
● ホワイトバランス:色温度（5000K） 
● ISO感度：ISO 6400
● ピクチャーコントロール：スタンダード

©Matthias Hangst



● 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、1/60秒 

f/4.5
● ホワイトバランス:オート1 
● ISO感度：ISO 100
● ピクチャーコントロール：スタンダード

©Joe McNally



プロフェッショナルへの回答。
　高画質、高速、高精度。そして、操作性と信頼性。

新開発ニコンFXフォーマット 
CMOSセンサー。

高い解像感と優れた高感度性能の両立を目

指し、綿密なシミュレーションを重ねて高度な

バランスを実現した、ニコンFXフォーマット

CMOSセンサー（36.0×23.9 mm）、有効

画素数16.2メガピクセルという仕様。ゆとり

のある画素ピッチ（7.3μm）と高い開口率が

得られる設計で、個々の画素が常に光を最大

限に集めて豊富な情報を取り込みます。さら

に、撮像素子内での14ビットA/D変換処理

や最適化した低ノイズ回路設計によってなめ

らかな階調表現を可能にしており、高感度時

にも鮮明な画像を提供。素晴らしい立体感、細かなディテール描写と同時に、 

書籍やウェブ掲載のためのトリミング作業の自由度さえも広げる、高い解像感を 

実現しています。しかも、妥協のないデータ読み出し速度は、FXフォーマット

で約11コマ/秒※1、さらにAF・AE追従で約10コマ/秒※1の高速連続撮影の 

達成に貢献。そして、ファインダーで確認できる4種類の静止画撮像範囲（FX

フォーマット / 5：4 / 1.2× /DXフォーマット）と、フルHD動画撮影時に選択 

できる3種類の動画フォーマット※2（FXベース / DXベース / 1920×1080

クロップ）は、NIKKORレンズとの連携で表現の可能性をさらに拡げます。
※1 詳細は高速連続撮影の項をご覧ください。

※2 詳細はマルチエリアモードフルHD Dムービーの項をご覧ください。

高度にチューンナップした 
新画像処理エンジンEXPEED 3 。

ハイスペックなデジタル一眼レフカメラに最適

化した、新画像処理エンジンEXPEED 3。 

複数のタスクを高速処理するこのエンジン

が、忠実で鮮やかな色彩や自然な立体感を平

然と再現し、極めて広いダイナミックレンジ

で、漆黒から純白まで、より繊細でニュアンスに富んだ階調を表現します。強い

光の下でも、細かなディテールを描写しながらなめらかなグラデーションを表現。

暗いシーンの高感度撮影では、高度なノイズ低減処理で、鮮鋭感を保持しつつ 

効果的にノイズを抑えます。さらに、膨大なデータを高速処理する16ビット画像

処理が、カメラが生成したままのJPEG画像でさえ、雑誌や新聞、ウェブ掲載用

に直ちに使えるほどの高い完成度を実現。フルHD動画撮影時にも、モアレや

偽色・ジャギーを効果的に抑え、動画用に設計したノイズ低減処理で、低輝度下

でも鮮明さとシャープな輪郭を保ちます。 

ISO 50相当からISO 204800 相当までの幅広い撮像感度域。

D4の常用感度はISO 100-12800。D3Sよりも低感度側に拡げた1段分の

ゆとりが、明るい日差しの下で遅いシャッタースピードで撮影したいという要求に

も、的確に応えます。またISO 12800においても、文字通り「常用」に耐えうる

画像品質を確保しています。さらに、ISO 50相当までの減感とISO 204800

相当までの増感を可能にすることで格段に幅を拡げた撮像感度域が、静止画でも

動画※でも、人の目がディテールを捉えることさえ難しいほど暗い場所を含む多様

な明るさに対応。高いクオリティーをともなった広範な撮像感度域が、被写体へ

のより大胆なアプローチを可能にします。
※ Dムービーの撮像感度はISO 200-12800、ISO 204800相当までの増感が可能。

FXフォーマットで約10コマ/秒、約11コマ/秒、 
RAW撮影においても最大約100コマ※1、 
JPEG撮影では最大200コマまでの高速連続撮影。

D4の高速性能と敏捷性は、AF、AE、AWB、その他の制御と緊密に連携してい 

ます。たとえば、AF、AEの機能をフルに活かして、FXフォーマットで約10コマ/ 

秒※2の高速連続撮影が可能。コマ間のごく短い時間で、AFセンサーおよび91K 

ピクセルRGBセンサーからの膨大なシーン情報を活用し、常時、最適なAF、AE

制御を実行します。FXフォーマットで約11コマ/秒※2※3の高速連続撮影も 

可能です。さらに、大容量のバッファーメモリーを搭載しており、EXPEED 3の

高速処理、高速メモリーカードへの対応とあいまって、次世代高速メモリーカー

ド・XQDメモリーカード使用時には、RAW撮影においても最大約100コマ※1、

JPEG撮影時には最大200コマ※4の高速連続撮影が可能。高い連続撮影速度

を長時間維持することで、決定的瞬間の撮影をより容易にします。
※1 画質モード：圧縮RAW / 12ビット記録。当社測定条件による。
※2 CIPAガイドライン準拠。AFモードがAF-C、露出モードが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の値。
※3 被写体の状況等によってAF、AEが厳密に追従できないことがあります。
※4 画質モード：JPEG FINE、画像サイズ：M
●連続撮影可能コマ数はソニー XQDメモリーカード HシリーズQD-H32（32 GB）、QD-H16（16 GB）使用時の値。

当社測定条件による。

撮影スタンバイから転送までの 
スムーズなワークフロー。

D4は、ワークフロー全体のさらなる高速化を実現し

ています。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。EXPEED 3 が

16.2メガピクセルの画像を高速処理し、連続撮影は

約10コマ/秒または約11コマ/秒で可能。新たに

設計した精密なシーケンス制御機構も、より正確な高速撮影

をサポートします。また、高速読み出し書き込みが可能なCF

カードUDMA7、業界最速※2の転送速度125 MB/秒※3を

誇る次世代メモリーカード・XQDメモリーカードに対応する 

ことで、メモリーカードへの書き込み速度も向上。CFカードと

XQDメモリーカード各１枚を同時にセットし、スムーズなデー

タのハンドリングを実現するダブルスロットを搭載しています。さらに、USB3.0

に対応したXQDカードリーダーを使用すると、撮影画像のPCへの高速転送が

可能となり、プロフェッショナルのワークフローを大幅に短縮します※4。データ 

通信システムは有線LAN、無線LANいずれにも対応しており、より簡単に、より 

高速なデータ転送が可能です。
※1 CIPA規格準拠。
※2 ソニー調べ。2012年1月6日現在、小型メモリーカードにおいて。
※3 ソニー XQDメモリーカードHシリーズ。ソニー測定条件による。転送速度は測定条件によって異なります。
※4 ソニー MRW-E80。ソニー測定条件による。

優れた高速性能とともに実現した、無類の高画質。

瞬間を捉えるための真の高速性能

多様な環境下で安定して得られる高画質

CFカード/XQDメモリーカード 
対応メモリーカードダブルスロット

FXフォーマット DXフォーマット 5：4 1.2×

XQDメモリーカード

D4 価格：オープンプライス　JAN コード［4960759 129062］　付属品：Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18 、バッテリーチャージャー 
MH-26、USB ケーブル UC-E15、ストラップ AN-DC7、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-2、アイピース DK-17、バッテリー室カバー 
BL-6、USB ケーブルクリップ、ステレオミニプラグケーブル用端子カバー UF-2、ViewNX 2 CD-ROM
●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。

2012年2月16日発売予定
NEW

2月16日発売予定
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］　バッテリーチャージャー MH-26:　希望小売価格 ¥36,750 （税抜¥35,000） JAN コード［4960759 131096］
2月16日発売予定
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］　バッテリーチャージャー MH-26:　希望小売価格 ¥36,750 （税抜¥35,000） JAN コード［4960759 131096］



3つの撮像範囲が選択できる 
マルチエリアモードフルHD Dムービー。

シャッターボタン脇に配置した専用の動画

撮影ボタンで、静止画撮影と同様の感覚で

スムーズに開始、停止ができる動画撮影。

1920×1080のフルHDに対応しており、

映像圧縮にはH.264/MPEG-4 AVC 方式 

を採用。動画撮影時間は最長で29分59秒。最新の画像処理アルゴリズム

により、シャープかつジャギーやモアレを抑えたなめらかな映像を提供します。 

また、動画記録に最適化した高感度ノイズ低減により、暗いシーンでも効果的

にノイズを抑えます。撮像感度はISO 200から、高感度側は静止画撮影時と

同様にISO 12800を実現。ISO 204800相当までの増感にも対応してい

ます。また、作画意図に応じて選べる3つの撮像範囲を用意。「FXベースの動

画フォーマット」は大きな撮像素子を活かして、美しいボケ味を重視した表現が 

可能。「DXベースの動画フォーマット」と「1920×1080 クロップ」は、焦点

距離の短いレンズで被写体をより大きく写せます。特に「1920×1080 クロッ

プ」は、FXベースの動画フォーマット時の焦点距離の約2.7倍に相当する画角 

となり、機動性の高い望遠ズームレンズでも、超望遠レンズで撮影したような 

描写ができます。1台のカメラで3つの撮像範囲を使い分けることで、DXレン

ズを含むNIKKORレンズラインナップと連携して、手軽に、より自由な映像 

表現が可能です。
● 動画のアスペクト比（横：縦）は、選択したフォーマットにかかわらず、16 :９ になります（画像サイズ/フレームレートが

640×424 30 fps または640×424 25fps の場合、 アスペクト比は3 : 2になります）。

 

細かな設定ができる充実のサウンドコントロール。

D4はステレオ録音ができる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 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 

音声を録音できます。ヘッドホン出力端子も装備

しており、ステレオヘッドホンで音声の確認が

可能。さらに、音声レベルインジケーターに

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段階で細かく設定 

できます。

あらゆる状況に対応する優れた操作性。

D4は、縦位置、横位置撮影でのより直観的な操作性を 

追求し、それぞれにメインコマンドダイヤル、サブコマンド

ダイヤル、AF作動ボタン、マルチセレクターを装備。それ

ぞれの位置関係も考慮し、縦横同等の操作感を実現して

います。縦位置撮影時に親指が位置する部分には、縦位

置撮影専用の手触りのよいラバーグリップを新設。グリッ

プ部分を拡大してホールド感を高めています。露出補正

などのよく使う機能を割り当てられる、縦位置撮影専用のファンクションボタンも 

新設。縦位置撮影を頻繁に行うプロフェッショナルの快適な撮影をサポートしま

す。高感度特性を利用する暗い撮影現場での視認性を向上させる、ボタンイル

ミネーションも採用しています。

過酷な環境下での高い耐久性。

ボディーには、軽量かつ堅牢なマグネシウム合金を採用。過酷な使用に耐える剛

性と耐久性を実現しています。さらに、随所にO-リングやパッキン等を使い分け

た効果的なシーリングを施し、比類のない高い防塵・防滴性能を確保。また、シャッ

ターユニットは、カメラに実装した状態での40万回におよぶレリーズテストをクリ

アーする高い耐久性を実現しています。しかも、D4は、D3Sと同等の耐久性

を保ちながら、さらなる軽量化を達成しています。

格子線表示もできる、ガラスペンタプリズム使用、 
視野率約100%のファインダー。

ファインダーはFXフォーマットで約100％の視野率を確保。倍率は約0.7倍※。

プロフェッショナルのニーズに応える、明るくて見やすいファインダー像を提供し

ます。ファインダースクリーンにはB型クリアマットスクリーンⅧを採用しており、

AFでもマニュアルフォーカスでもピントを自然な見えで確認可能。構図用の格

子線も表示できます。
※ 50mm f/1.4 レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき。

有線LAN、無線LAN対応の通信システム。

D4は、有線LAN機能を内蔵。加えて、無線での高速 

転送を実現する新開発のワイヤレストランスミッター 

WT-5（別売）にも対応しています※。小型化を実現

したWT-5は、D4の端子入力部に直接差し込め、

操作性も大幅に向上。WT-4よりも高速なデータ

転送が可能です。また、D4はカメラ内でのIPTC

（国際新聞電気通信評議会）情報の自動付加機能も

搭載。カメラでの入力のほか、ニコンホームページ

からダウンロードしたIPTC プリセット登録用ソフト 

ウェア（IPTC Preset Manager）を使ってIPTCプリセットファイルを作成し、

カメラに読み込ませれば、一連の画像データにスピーディーにIPTC情報を書き

込むことができ、報道現場等でのワークフローを大幅に効率化します。
※ワイヤレストランスミッター WT-4も使用可能です。

静止画、動画を問わない純正交換レンズの威力、 
NIKKORレンズ。

D4の能力をフルに引き出せるレンズはNIKKORレンズ以外にありません。 

ニコンデジタル一眼レフカメラの純正交換レンズとして最適化を図り、厳格な 

試験を重ねながら突き詰めた仕様で、他のレンズでは真似できない高い描写力、

シャープなピント精度、そして信頼性を提供。静止画、動画を問わず、被写体の 

繊細なトーンやニュアンスを豊かに再現します。開放F値1.4の大口径単焦点 

レンズから、ブレ補正効果の高い手ブレ補正機構（VR）を備えた、開放F値2.8の

明るいズームレンズや開放F値4のズームレンズまで。最新のFX対応レンズの

ラインナップが、D4ならではの画像品質を余さず引き出し、豊富なラインナップ

で表現の可能性を大きく拡げます。

［その他の機能・特徴］
■ 静止画ライブビュー時に、ミラーの動作音もシャッター音も無い、ほぼ無音での撮影を実現した 

「無音撮影」（画像サイズは、FXフォーマットの場合、1920×1280ピクセルとなります）。
■ 設定した撮影間隔で自動的に撮影した静止画をつなぎ、通常再生の24倍～ 36000倍速の動画

として記録できる「微速度撮影」。
■ ガラスとパネルの一体構造で内面反射を抑えた、約92万ドット、広視野角、強化ガラス採用、 

自動明るさ調整も可能な3.2型液晶モニター。
■ 液晶モニターとファインダー内でローリング方向およびピッチング方向の傾きが確認できる水準器

表示。
■ 動画や動画ライブビュー映像を外部モニターに同時表示可能。また、動画ライブビュー映像を 

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
にも応えるHDMI出力対応。

プロフェッショナルのニーズに応える柔軟な対応力。

91KピクセルRGBセンサーで 
さらに精度を高めた自動制御機能。

ニコンの新世代アドバンストシーン認識シス 

テムは、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-ライティング、

オートホワイトバランスを実現します。システ

ムの要は新開発の91Kピクセル（約91,000

ピクセル）RGBセンサー。約91,000ピクセルの画素を駆使して撮影シーンを

精査し、かつてないレベルの詳細なデータを基に、撮影シーンの色や輝度を厳密

に分析し認識します。このシステムはまた、光学ファインダーを使った撮影でも 

人物の顔認識を実現しています。厳密に分析し、正確に認識したデータを応用 

することでさらに高めた制御精度。アドバンストシーン認識システムは、自らの 

感覚を大切にするプロフェッショナルフォトグラファーが積極的に活用したくなる、

信頼の自動制御機能を実現しています。

「光学ファインダー撮影時の顔認識」により、AF、AE、 
i-TTL-BL調光、アクティブD-ライティングの精度をさらに向上。

アドバンストシーン認識システムの大きな特長のひとつは、新開発の91Kピクセ

ルRGBセンサーが実現した「光学ファインダー撮影時の顔認識」※です。オート

エリアAFでは人物への合焦率をさらに向上。3D-RGBマルチパターン測光Ⅲ 

では、顔領域の大きさや明るさを考慮することで、逆光時にも背景と人物のバ

ランスがとれた最適な露出制御を実現します。また、i-TTL-BL調光、アクティ

ブD-ライティングでも、人物の顔をより自然な雰囲気に仕上げます。さらに、 

約91,000ピクセルの高画素を駆使するこの測光センサーは、その高い解像力

で撮影シーンの極めて詳細な分析を可能にしており、3D-トラッキングのより小

さな被写体への対応強化をはじめ、AF、AE、i-TTL-BL調光、AWBなどの

制御精度を一段と高めています。 
※ 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。

低輝度環境下でもすべてのAF NIKKORレンズとの組み合わせで 
有効な51点AFシステム。

新開発のアドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュー

ルで、AF性能はかつてないレベルに到達しました。フォーカスポイントは、

D3S同様、画面中央部を隙間なくカバーするように51点を配置。動く被写体を

網の目のようにして捉える、あるいは1点のフォーカスポイントを使って確実に 

ピントを合わせるなど、撮影用途に応じた使い分けができます。AFでのピント 

合わせは、ごく低光量下でも可能。ファインダーを通して人の目で情景を認識

できる限界に近い−2 EV（ISO 100・20℃）という低輝度でも、すべてのAF 

NIKKORレンズとの組み合わせで、高速かつ正確なピント合わせができます。

夜間のスタジアムや、暗いアリーナ、寺院や劇場内などの暗いシーンでの撮影が

スムーズに行えます。

素早いピント合わせを可能にするAF初動の高速化。

新アルゴリズムの採用で、AFの初動をさらに高速化。決定的な瞬間をこれまで

以上に確実に捕捉でき、特にスポーツシーンの撮影で威力を発揮します。また

D4では、シャッターボタン半押し中はAFサーボが常時作動する「AF-C」のシャッ

ターレリーズ時の動作を設定できる、カスタムメニューの［AF-Cモード時の優先］ 

に、［フォーカス / レリーズ］を追加。低コントラスト、低輝度の被写体の連続 

撮影で、1コマ目はピント合わせを優先し、2コマ目以降は連続撮影速度を優先

するこの設定でも、1コマ目の素早いピント合わせで高速連続撮影をサポート 

します。

中央部15点のクロスセンサーと 
f/8対応の11点のフォーカスポイント。

より高精度なAFを実現するため、中央部15点のフォーカスポイントには水平・

垂直両方向の位相差を検出するクロスセンサーを採用。f/5.6に対応しており、

すべてのAF NIKKORレンズで、すべてのクロスセンサーがその性能をフルに

発揮します。さらに、中央部5点＋中段左右各3点のフォーカスポイントはf/8に

対応。スポーツ撮影などでよく使用される超望遠のNIKKORレンズとテレコン

バーター（2×）の組み合わせで、合成F値が8になる場合でも、これまで以上に 

高精度なピント合わせができます。スポーツや野生動物をはじめとする、離れた

被写体の撮影などで威力を発揮します。

高速性能と連携した卓越した高精度。

アドバンストシーン認識システム

91Kピクセル
RGBセンサー

撮像素子

被写体追尾 被写体追尾
撮像面での

顔認識
光源判別ハイライト解析91Kピクセル RGB センサーでの

顔認識

位相差 AF
オートエリアAF
3D-トラッキング

露出制御
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
ライブビュー測光
フリッカー低減

コントラストAF
顔認識AF

ターゲット追尾AF

プロフェッショナルのワークフローを加速する

　：f/8 対応。常時クロスセンサーとして機能。 
　：f/8 対応。f/8 未満ではクロスセンサーとして、f/8 時は 

ラインセンサーとして機能。 
　：f/8 対応。常時ラインセンサーとして機能。 
　：f/8 未満に対応。常時クロスセンサーとして機能。 
　：f/5.6 対応。常時クロスセンサーとして機能。 
　：f/5.6 対応。常時ラインセンサーとして機能。 

f/5.6 対応 51点、f/8 未満対応 15 点、
f/8 対応 11点のフォーカスポイント

ワイヤレストランスミッター WT-5
2月16日発売予定
希望小売価格	¥67,200
（税抜	¥64,000）
JANコード［4960759	128881］

FXベースの
動画フォーマット

1920×1080 
クロップ

DXベースの
動画フォーマット

アドバンストマルチ CAM3500FX オートフォーカス 
センサーモジュールアドバンストシーン認識システム プロフェッショナルのニーズにも対応する高品位動画

プロフェッショナルが求める「信頼性」へのニコンの回答

ボタンイルミネーション

●製品写真中のヘッドホンは他社製品です。



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）
有効画素数	 16.2	メガピクセル
撮像素子方式	 36.0	×	23.9	mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
総画素数	 16.6	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）
記録画素数（ピクセル）	 •	撮像範囲〔FXフォーマット（36×24）〕：4928×3280（L）、3696×2456（M）、2464×1640（S）
	 •	撮像範囲〔1.2×	（30×20）〕：	4096×2720（L）、3072×2040（M）、2048×1360（S）
	 •	撮像範囲〔DXフォーマット（24×16）〕：3200×2128（L）、2400×1592（M）、1600×1064（S）
	 •	撮像範囲〔5:4（30×24）〕：4096×3280（L）、3072×2456（M）、2048×1640（S）

•	アスペクト比が16：9、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静止画撮影する場合）※1：4928×2768（L）、3696×2072（M）、2464×
1384（S）
•アスペクト比が16：9、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静止画撮影する場合）：3200×1792（L）、2400×1344（M）、1600×896（S）
•	アスペクト比が3：2、FXベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［FX	(36×24)］で動画ライブビュー中
に静止画撮影する場合）	※1：4928×3280（L）、3696×2456（M）、2464×1640（S）
•	アスペクト比が3：2、DX	ベースの（動画）フォーマット（撮像範囲［DX	(24×16)］で動画ライブビュー
中に静止画撮影する場合）：3200×2128（L）、2400×1592（M）、1600×1064（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）•	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	
•	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	 （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	 XQDメモリーカード、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（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）、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18	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、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またはDタイプレンズ（PCレンズ一部制限あり）
	 •	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）
	 •	Pタイプレンズ
	 •	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

•	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
シャッタースピード	 1/8000～30秒（1/3、1/2、1ステップ）、Bulb、X250
フラッシュ同調	 X=1/250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
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）、				（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 1～10コマ /秒
	 CH：約 10～11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、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）

測光範囲	 •	マルチパターン測光、中央部重点測光：−1～20	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：±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、1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：2～9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	
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	 サブセレクターの中央ボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度	 ISO	100～12800（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
（推奨露光指数）	 相当）の減感、ISO	12800に対し約 0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段（ISO	204800相当）の

増感、感度自動制御が可能
アクティブ	 オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない
D-ライティング
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
検出範囲	 −2～＋19	EV	（ISO	100、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	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
フォーカスロック	 サブセレクターの中央ボタン、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	 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：SB-910、SB-900、SB-800、

SB-700、SB-600またはSB-400で i-TTL-BL 調光、スタンダードi-TTL 調光可能（スポット測光時は
スタンダードi-TTL 調光のみ選択可能）

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
調光補正	 範囲：−3～+1段、補正ステップ：1/3、1/2、1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-910、SB-900、SB-800、SB-700を主灯、SU-800をコマンダーとしたアドバンストワイヤレス
ライティングシステム	 		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）、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（静音、無音）、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
動画記録画素数 /	 1920×1080：30p/25p/24p、1280×720：60p/50p/30p/25p、640×424：30p/25p、
フレームレート	 1920×1080クロップ：30p/25p/24p
（標準 /高画質選択可能）	 ・60p：59.94fps、50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps
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）
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
動画感度	 感度自動制御範囲を ISO	200～12800または200～Hi	4に設定可能
その他の機能	 インデックスマーキング、微速度撮影
液晶モニター	 3.2 型 TFT液晶、約 92万ドット（VGA）、視野角170°、視野率約100%、	明るさ調整可能、照度	

センサーによる液晶モニター自動明るさ調整
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、GPSデータ表示、撮影画像の縦位置自動回
転、音声メモ入力 /再生可能、IPTCプリセット添付 /表示可能

USB	 Hi-Speed	USB
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（φ3.5mm）、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（φ3.5mm）
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（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

有線LAN	 RJ-45コネクター
拡張端子	 WT-5用
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）、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、
傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、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-EL18	1 個使用
ACアダプター	 ACアダプターEH-6a（パワーコネクターEP-6と組み合わせて使用）（別売）
三脚ネジ穴	 1/4	（ISO	1222）
寸法（W×H×D）	 約 160×156.5×90.5	mm
質量	 約1340	g（バッテリーおよびXQDメモリーカードを含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを

除く）
	 約1180	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-EL18	、バッテリーチャージャー	MH-26、USBケーブル	UC-

E15、ストラップ	AN-DC7、ボディーキャップ	BF-1B、アクセサリーシューカバー	BS-2、アイピース	
DK-17、バッテリー室カバー	BL-6、USBケーブルクリップ、ステレオミニプラグケーブル用端子カバー	
UF-2、ViewNX	2	CD-ROM

主な別売アクセサリー	 ステレオマイクロホン	ME-1、ワイヤレストランスミッター	WT-5、ワイヤレストランスミッター	WT-4、GPS
ユニット	GP-1、Capture	NX	2、Camera	Control	Pro	2

このカタログは2012年1月6日現在のものです。
6CJ-1201-1(1201-300)K

ニコンD4主な仕様

※ 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。D4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。
●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-26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。●	XQDはソニー株式会社の登録商標です。●	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。●	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。

新 製 品
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