薄型・軽量のスタイリッシュモデル「COOLPIX A100」と
単3形電池対応モデル「COOLPIX A10」の2機種を発売
2016年1月14日
株式会社ニコン（社長：牛田 一雄、東京都港区）の子会社、株式会社ニコンイメー
ジングジャパン（社長：五代 厚司、東京都港区）は、気軽に持ち歩ける薄型・軽量
のスタイリッシュモデル「COOLPIX A100」と、撮影を手軽に楽しめる単 3 形電池対応
モデル「COOLPIX A10」の 2 機種のコンパクトデジタルカメラを発売します。
「COOLPIX A100」は、薄さ約 19.8mm※1・質量約 119g※2 の薄型・軽量ボディーに、有
効画素数 2005 万画素※3 、広角 26mm 相当から望遠 130mm 相当（35mm 判換算の撮影画
角）の撮影領域をカバーする光学 5 倍ズーム（ダイナミックファインズーム※4 時 10
倍）の NIKKOR レンズを搭載したスタイリッシュモデルです。
「COOLPIX A10」は、有効画素数 1614 万画素※3 、広角 26mm 相当（35mm 判換算の撮影
画角）からの光学 5 倍ズームの NIKKOR レンズを高品位なボディーに搭載した単 3 形
電池対応モデルです。どこでも入手しやすい単 3 形電池に対応しており、外出先でも
安心して撮影できます。
※1 突起部を除く。
※2 電池、SD メモリーカードを含む。
※3 画像処理で減少することがあります。
※4 ダイナミックファインズームの倍率は、広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合
倍率のことです。

●「COOLPIX A100」発売概要
商品名
：ニコンデジタルカメラ「COOLPIX A100」
価格
：オープンプライス
発売時期
：2016年1月28日予定
予定生産台数 ：当初月産 約6万台
カラー
：シルバー、レッド

シルバー

レッド
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●「COOLPIX A10」発売概要
商品名
：ニコンデジタルカメラ「COOLPIX A10」
価格
：オープンプライス
発売時期
：2016年1月28日予定
予定生産台数 ：当初月産 約6万台
カラー
：シルバー、レッド

シルバー

レッド

●「COOLPIX A100」の主な特長
1. 有効画素数 2005 万画素、光学 5 倍ズームの NIKKOR レンズを搭載
有効画素数 2005 万画素、広角 26mm 相当から望遠 130mm 相当（35mm 判換算の撮影画角）
の撮影領域をカバーする光学 5 倍ズームの NIKKOR レンズを搭載しています。また、
電子ズーム領域でも解像感を保ったまま撮影できるダイナミックファインズームで、
約 260mm 相当（35mm 判換算の撮影画角）までの撮影も可能です。
2. 気軽に持ち歩けるスリムでスタイリッシュなボディー
小さなバッグにもすっきり収まる薄さ約 19.8mm のスリムサイズと、気軽に持ち歩け
る質量約 119g の軽さを実現しています。
3. 撮影の楽しさが広がる画像編集機能
撮影時にイメージに合った効果を選んで撮影できる「スペシャルエフェクト」
（8 種類）
と、撮影後に色合いや雰囲気を変更できる「クイックエフェクト」
（6 種類）を備え、
さまざまな画像編集が可能です。
撮影後に顔の印象を簡単に変更できる「メイクアップ効果」
（12 種類）も搭載してい
ます。
●「COOLPIX A10」の主な特長
1. 有効画素数1614万画素、光学5倍ズームのNIKKORレンズ
有効画素数1614万画素、広角26mm相当から望遠130mm相当（35mm判換算の撮影画角）
の光学5倍ズームのNIKKORレンズを搭載。またISO感度をマニュアルで設定(ISO 80～
1600）することができるので、暗所でも思い通りに調整して撮影できます。
2. 旅行先でも安心な単3形電池対応
旅行などの外出先でも入手しやすい単3形電池を採用しています。アルカリ電池を使
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用した場合には約200コマ、リチウム電池を使用した場合には約730コマ※の撮影が可
能です。
※ 市販の「エナジャイザーリチウム乾電池（単3形）
」使用時。

3. カメラまかせでイメージどおりに撮影できる「おまかせシーンモード」
撮りたいものにカメラを向けるだけで、カメラが被写体や撮影状況を判断して最適な
シーンモードを自動設定※します。ほとんどの被写体を設定変更せずに撮れるため、
カメラ操作が初めての方や苦手な方も安心です。
※ 撮影状況によっては意図したシーンモードに切りかわらないことがあります。

4. 多彩な画像編集機能
撮影時にイメージに合った効果を選んで撮影できる「スペシャルエフェクト」
（6種類）
と撮影後に色合いや雰囲気を変更できる「クイックエフェクト」
（10種類）を搭載し
ています。
●「COOLPIX A100」主な仕様
型式

コンパクトデジタルカメラ

有効画素数

2005 万画素（画像処理で減少することがあります）

レンズ

光学 5 倍ズーム、NIKKOR レンズ、焦点距離：4.6-23.0mm（35mm 判
換算 26-130mm 相当の撮影画角）、開放 F 値：f/3.2-6.5、レンズ
構成：5 群 6 枚、電子ズーム倍率：最大 4 倍（35mm 判換算で約 520
mm 相当の撮影画角）

画像モニター

2.7 型 TFT 液晶モニター、約 23 万ドット、輝度調節機能付き（5
段階）

記録媒体

内蔵メモリー（約 25MB）、SD/SDHC/SDXC メモリーカード

寸法（幅ｘ高さｘ奥行き） 約 94.5×58.6×19.8mm（突起部除く）
質量（重さ）

約 119g（電池、SD メモリーカード含む）

●「COOLPIX A10」主な仕様
型式

コンパクトデジタルカメラ

有効画素数

1614 万画素（画像処理で減少することがあります）

レンズ

光学 5 倍ズーム、NIKKOR レンズ、焦点距離：4.6-23.0mm（35mm 判
換算 26-130 mm 相当の撮影画角）、開放 F 値：f/3.2-6.5、レンズ
構成：5 群 6 枚、電子ズーム倍率：最大 4 倍（35mm 判換算で約 520
mm 相当の撮影画角）

画像モニター
記録媒体

2.7 型 TFT 液晶モニター、約 23 万ドット、輝度調節機能付き（5
段階）
内蔵メモリー（約 17 MB）、SD/SDHC/SDXC メモリーカード（128 GB
以下）

寸法（幅ｘ高さｘ奥行き） 約 96.4×59.4×28.9mm（突起部除く）
質量（重さ）

約 160g（電池、SD メモリーカード含む）

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、フル充電電池または新品のアルカリ単3形電池使用時のものです。
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この件に関する問い合わせ先
●報道関係の問い合わせ先
株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR 部
鈴木・平野
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟
03-6433-3741
株式会社ニコンイメージングジャパン 広報宣伝部
萩原・丸山
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟
03-6718-3016
●お客様の問い合わせ先
ニコンカスタマーサポートセンター ナビダイヤル
0570-02-8000
●ニコン・ホームページ
http://www.nikon.co.jp/
●ニコン・映像事業部ホームページ
http://www.nikon-image.com/
本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
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