
新製品  

いつか出会う、 
輝くシーンを残したいから、 
キレイに持てるブレないスリム。 

2007.2.20

 

有効画素数7.2メガピクセル 

光学3倍ズーム 

3.0型リアルワイドアングル液晶モニター 

レンズシフト方式手ブレ補正（VR） 

ワイヤレス画像転送（S50c） 

高感度ISO 1600 

顔認識AF（フェイスクリアー機能） 

Pictmotion



 160º流れるような美しいラインの複合曲面フォルムには、アルミ
合金製フロントパネルとボディーを引き締めるサイドプレート
を採用。洗練された高品位感とともに、自然に手になじむ
快適な操作性を実現しました。 

持ち歩くのが楽しくなる、 
Wave Surface Design（ウェーブサーフェスデザイン） 

音楽付きのスライドショーが楽しめる、 
Pictmotion（ピクトモーション） 

3.0型の大型液晶モニターは、
周囲の人にも見やすい上下左右
160°広視野角と高コントラスト
を確保。さらに反射防止コートで、
屋外での見やすさも向上しました。 

3.0型リアルワイドアングル液晶モニター 

手ブレ補正、高感度、BSSを 
ワンタッチ設定する、ブレ軽減モード 

撮るためのスマート。撮った後のエンターテインメント。 
スタイリッシュ・クールピクスS50＆S50c、誕生。 
 

大切なポートレート撮影に威力を発揮する、 
フェイスクリアー機能 
 

VRユニット 

よりスマートに写真が楽しめる機能が充実 

ニコンデジタルカメラ クールピクス S50 
4月発売予定　価格:オープンプライス 
＊ 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。 

ニコンデジタルカメラ クールピクス S50c 
4月発売予定　価格:オープンプライス 
＊ 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。 

JANコード：4960759 125033

付属品：ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8、オーディオビデオ/USBケーブル UC-E12、ドックインサート PV-12、ACアダプター EH-64（S50cのみ）、バッテリーチャージャー MH-62（S50のみ）、PictureProject CD-ROM

＊ シャッタースピード1/250秒で手持ちした場合に70％の確率でブレない写真を撮る人が、 
 手ブレ補正「オン」で撮影することにより、3段分遅いシャッタースピード1/30秒でも70％ 
 の確率でブレない写真を撮影できます。 

グロスシルバー 

グロスベージュ 

NEW NEW

グロスシルバー 

撮影した画像＊1と音楽＊2を組み合わせて､好きなスタイル＊3

を選ぶだけで､最大200コマまでのスライドショーを自動で
生成します。 ＊1：動画データも使用できます。 

＊2：オリジナルの5曲を内蔵。PictureProject（Windows版のみ）
との連携によりパソコンから好きな10曲（1曲最長10分）まで
SDメモリーカードに転送して使用可能です。 

＊3：画像効果：モーション、ムーディー、スロー、ファースト、セピア 
● Pictmotionを楽しむにはSDメモリーカードが必要です。 

● 直感的に使える「ロータリーマルチセレクター」 
● 高画質な、音声付き「動画モード」 
● 15種類の「シーンモード」 
● 記録媒体に「SDメモリーカード」を採用し、 
 大容量のSDHC規格に対応 
● PictBridge／ImageLink対応「ダイレクトプリント」 
● 専用ソフトウェア「PictureProject」付属 

JANコード： グロスシルバー 4960759 125040 
 グロスベージュ 4960759 125057 
 グロスブラウン 4960759 125330

グロスブラウン 

6CJ7040-1(0702-150)A

ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず使用説明書を
よくお読みください。

製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。なお、掲載してある製品の色は
印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

ニコン・オフィシャルサイト 

このカタログは2007年2月20日現在のものです。 

ニコンフィルムカメラ、デジタルカメラ、スキャナーなどのご購入相談・使い方および修理に関するお問い合わせをお受けしております。

＜ニコンカスタマーサポートセンター＞ 

●携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、（03）5977-7033におかけください。
●FAXでのご相談は、（03）5977-7499におかけください。

0570-02-8000 市内通話料金でご利用いただけます。
営業時間：9:30～18:00 ＜年末年始、夏期休業等を除く毎日＞

●バッテリーチャージャー MH-62やACアダプター EH-64を海外で使用する場合には、別売の電源コードが別途必要となります。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。●本カタログに記載されている製品の液晶モニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべてはめ込み合成です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●AppleおよびMacintoshは米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。●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。●SDHCロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
●Pictmotionはmuvee Technologies社の技術によるものです。●ImageLinkおよびImageLink print systemのロゴは米国Eastman Kodak Companyの登録商標です。●D-ライティングはアピカル社の技術によるものです。●FotoNationのロゴはFotoNation Inc.の商標です。●FotoCallのロゴはFotoNation Inc.の登録商標
です。●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

Windows： Windows Vista（32bit版）、Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、
すべて日本語版のプリインストールモデル
Macintosh： Mac OS X （10.3.9、10.4）日本語版

＊最新の対応OSに関しましては、下記アドレスのホームページのサポート情報でご確認ください。
＊USBハブを介してカメラとパソコンを接続すると正しく動作しない場合があります。

●PictureProject（付属） 
対応ＯＳ

http://www.nikon-image.com/jpn/activity/npci/

■最新の情報およびソフトウェアダウンロード等は、下記のサポートページをご確認ください。
http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

ブレ軽減ボタンを押すだけで、
シャッタースピード約3段分＊

の手ブレ補正効果を発揮する
レンズシフト方式の「手ブレ
補正（VR）機構」、撮影シーン
に応じて自動的に感度を上げ
て被写体ブレを抑える「高感
度（最高ISO 1600）」、最大
10コマまで連続撮影し最も
鮮明な１コマを記録する「BSS
（ベストショットセレクター）」
を同時に設定できます。 

ワイヤレス画像送信で写真をすぐに公開、 
COOLPIX CONNECT（クールピクスコネクト）対応 
 

● 自宅でCOOLPIX CONNECTサービスを利用するには、無線LANアクセスポイント経由 
　（インフラストラクチャーモード）でインターネットに接続できるネットワーク環境が必要です。 
● 無線LAN（Wi-Fi）通信機能は、ご購入された国（地域）以外ではご使用になれません。 

IEEE 802.11b／g規格準拠による、無線LAN（Wi-Fi）
通信機能を搭載。カメラから直接、自宅または公衆の無線
LANアクセスポイントを経由して、画像送信、公開や共有が
できる「COOLPIX CONNECT」に対応。「COOLPIX 
CONNECT」には、画像をニコン専用サーバーに転送し
ながら、多数の友人・家族に画像公開のお知らせメール
を送信できる「ピクチャーメール」とカメラ内の大量の画
像をニコン専用サーバーに転送・保管できる「ピクチャー
バンク」があります。また従来から
の「ニコンオンラインアルバム」にも
画像を公開できます。「COOLPIX 
CONNECT」を使えば、サーバーに
保管された画像をインターネットに
接続されたパソコンで、どこからで
も閲覧して、ダウンロードすることが
できます。 

COOLPIX CONNECT

サービス提供： 
ソフトバンクテレコム株式会社 

http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/compact/coolpix/
coolpixconnect/index.htm

「COOLPIX CONNECT」は日本国内では、「BB
モバイルポイント」および「HOTSPOT（NTT
コミュニケーションズ）」の公衆無線LANサービ
スによりご利用いただけます。また、ニコンでは、
「BBモバイルポイント」と最長一年間の無料
使用キャンペーンを実施。期間中は無料で「BB
モバイルポイント」をご利用いただけます。 

■COOLPIX CONNECTについて詳しくは、下記をご参照ください。 

無線LAN ニコン専用サーバー 

S50cのみ 

美しいポートレート撮影もワンタッチで簡単。フェイスクリアー
ボタンを押すだけで、画面内の「顔」を見つけピントを合わ
せる「顔認識AF」、赤目軽減自動発光とカメラ内部での
画像処理で赤目を抑える「アドバンスト赤目軽減」を設定、
再生時には暗い部分を明るく補正する「D-ライティング」を
設定できるので、いい表情を逃しません。 

ニコンデジタルカメラ クールピクス S50／S50cの主な仕様 

有効画素数 7.2メガピクセル

撮像素子 1/2.5型原色CCD、総画素数7.41メガピクセル

光学3倍 ズームニッコールレンズ、焦点距離：6.3-18.9mm（35mm判換算：38-114mm相当の撮影画角）、
絞り：F3.3-4.2、レンズ構成：9群12枚
電子ズーム：最大4倍（35mm判換算：456mm相当の撮影画角）

レンズ前 約30cm～∞
マクロモード時 約4cm（ズームのミドルポジション）～∞

広視野角3.0型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き

内蔵メモリー（約13MB）、SDメモリーカード＊1（別売、市販）

ISO 100、200、400、800、1600、オート（ISO 100～800）

Hi-Speed USB

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8（付属）、ACアダプター EH-64（S50では別売、S50cでは付属）

約130コマ（EN-EL8使用時）

約97.5×59×21mm（突起部を除く）

約125g（バッテリー、SDメモリーカード除く） 

使用温度：0～40℃、使用湿度：85％以下（結露しないこと）

約92.5×59×21mm（突起部を除く）

Hi-Speed USB、IEEE 802.11ｂ/ｇ

S50cS50

レンズ 

撮影距離 

液晶モニター 

記録媒体 

ISO感度 

インターフェース 

電源 

撮影可能コマ数（電池寿命）＊2

寸法（幅×高さ×奥行き） 

質量（重さ） 

動作環境 

● 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（25℃）、リチャージャブルバッテリー EN-EL8をフル充電で使用時のものです。
＊1：Multi Media Card（MMC）には対応していません。
＊2：CIPA規格準拠の測定条件による。

別売アクセサリー：ドックインサート PV-12（★/★★）〈※〉2,000円（2,100円）［4960759 125224］／Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8（★/★★）5,000円（5,250円）［4960759 123787］／バッテリーチャージャー MH-62（★）4,500円（4,725円）［4960759 123817］／AC
アダプター EH-64（★★）5,000円（5,250円）［4960759 124494］／オーディオビデオ/USBケーブル UC-E12（★/★★）〈※〉2,500円（2,625円）［4960759 125262］／SDメモリーカード512MB EC-512SDUⅡ オープンプライス［4955478 170075］／SDメモリーカード1GB 
EC-1GSDUⅡ オープンプライス ［4955478 170082］／レザーケース CS-NH18 ホワイト〈※〉オープンプライス［4955478 070443］／レザーケース CS-NH18 ダークブラウン〈※〉オープンプライス［4955478 070436］ ＊価格はすべて希望小売価格（税込価格）です。［ ］内はJANコードです。
★印は「COOLPIX S50」の付属品です。★★印は「COOLPIX S50c」の付属品です。※印は4月発売予定です。 




