
フィルム 一眼レフカメラ
型式 機械制御式35mm一眼レフレックス

フォーカルプレーンシャッターカメラ
露出制御 マニュアル
画面サイズ 24 × 36 mm
レンズマウント ニコンFマウント
ファインダー ペンタプリズム使用、アイレベル式
ファインダースクリーン 専用K型（スプリットマイクロ式）
ファインダー視野率 約92％（対実画面）
ファインダー倍率 0.84倍（焦点距離50mm使用時で∞のとき）
ファインダー内表示 露出表示用LED3個（5段階表示）
ミラー クイックリターン式
測光方式 TTL中央部重点測光（絞り込み測光も可能）
露出計連動 AI方式（開放F値自動補正方式）
測光範囲 ISO100でEV2～19（f/2、1秒～f/16、1/2000秒）
フィルム感度連動範囲 ISO25～3200
シャッター 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 1/2000・1/1000・1/500・1/250・1/125・1/60・

1/30・1/15・1/8・1/4・1/2・1秒、B（バルブ）、13段階
セルフタイマー 作動時間約10秒（解除不可）
フラッシュ同調 X接点のみ、1/125秒以下の低速シャッタースピードで
シャッタースピード フラッシュに同調
アクセサリシュー シュー（ISO518）
フィルム巻き上げ 一作動レバー式、巻き上げ角135°、予備角30°、

レバー格納によりシャッターボタンロック
フィルムカウンター 自動復元順算式（S・1～36）
フィルム巻き戻し 巻き戻し用ボタンおよび巻き戻しクランクによる
裏ぶた開閉 巻き戻しクランク兼用
多重露出 多重露出レバーにより可能
被写界深度確認 絞り込みレバーにより可能
電源 SR44酸化銀電池2個、またはLR44アルカリ電池2個、

CR-1/3Nリチウム電池1個
電源スイッチ シャッターボタン半押し、または測光ボタンON時
電源チェック 電源スイッチON時LEDが点灯すれば使用可能
三脚ネジ穴 1/4（ISO1222）
大きさ（幅×高さ×奥行）約139 × 86 × 53mm
質量（重さ） 約420g（電池含まず）

■ FM10 仕様

画角（対角線） 62°～34°20'
レンズ構成 7群7枚
最短撮影距離 約0.4m
フィルターサイズ 52mm
大きさ 約63 × 64mm

最大径×長さ（先端よりバヨネット基準面まで）
質量（重さ） 約200g

■ Zoom-Nikkor 35-70mm F3.5-4.8S 仕様

絞り込みレバー

セルフタイマーレバー

グリップ

フィルム感度セット表示
シャッターボタン

フィルム巻上げレバー
多重露出レバー

シャッタースピードダイヤル

測光ボタン
レンズ取外しボタン
巻き戻しクランク/

巻き戻しノブ

フォーカスリング
ズームリング

アクセサリーシュー

・接眼補助レンズDK-20C（-5、-4、-3、-2、0、+0.5、+1、+2、+3m-1）9種各 ¥800（税込各 ¥840）
・アイピースアダプターDK-22（DG-2用）¥200（税込 ¥210）
・マグニファイヤーDG-2（DK-22併用）¥5,000（税込 ¥5,250）
・角窓用変倍アングルファインダーDR-6  ¥25,000（税込 ¥26,250）
・ケーブルレリーズAR-3 ¥1,000（税込 ¥1,050）
・スピードライトSB-900（外部自動調光が可能）¥65,000（税込 ¥68,250）
・スピードライトSB-600（マニュアル発光のみ可能）¥35,000（税込 ¥36,750）

■ FM10アクセサリー
電池について
・FM10の測光用電源としては、CR-1/3Nリチウム電池1個、SR44酸化銀電池2個、あるいはLR44アルカリ
電池2個のいずれかを使用します。なお、電池の使用可能期間は、電池の種類および使用状況により
異なりますのでご注意ください。

・FM10に内蔵して使用する測光用の電池は、この種の電池の一般的特性により温度が低下するに
したがって性能が低下します。とくに－10℃程度以下になりますと、電池性能は常温に比べて非常に
低下します。低温でカメラの露出計を使用して撮影をする場合は新しい電池を使用し、さらに予備の電池
を用意しておくことをおすすめします。
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浅い被写界深度：手前の花にのみピントを合わせ、
背景を大きくぼかしています。

写真は、あなたが感じている世界を表現するもの。
シンプルで小さな一眼レフですが、FM10は、
あなたの想像力と感性をストレートに表現することができます。
なぜなら、フォーカスも露出も、
あなたがすべてを制御するからです。

もっと、自分らしい写真を撮る。FM10なら簡単です。
約1段以上
露出オーバー

適正露出 約1段以上
露出アンダー

約1段以内
露出オーバー

約1段以内
露出アンダー

最速1/2000秒のメカニカルシャッター

被写体の瞬間の動きを確実に描写する、1/2000秒の
シャッタースピード。シャッタースピードを遅くして、動き
を強調してみせることも思いの
まま。バッテリーと無関係に
作動する、確実性の高いメカ
ニカルシャッターです。

確実に動きを止める！ 露出を操る！

使いやすい35-70mmズームニッコールレンズ

ポートレートから風景まで、幅広く
使える標準ズームレンズをご用意。
意図するままに世界を切り取って、
イメージ通りの写真が簡単に撮影
できます。

イメージ通りに構図を変える！

創造力と感性の解放

LEDによるファインダー内表示

明るいLED表示によって、露出をすばやく確認できます。意図的に露出を
オーバー、アンダーにするときも、LEDで確認しながら絞りやシャッター
スピードを自在に制御できます。

B（バルブ）設定

長時間露出ができる「B（バルブ）」機能を備えており、
夕暮れや夜景を、繊細な光や色とともに表現できます。
カメラブレを防ぐために三脚、ケーブルレリーズAR-3
（別売）の使用をおすすめします。

夜景の情感を撮る！

ピントとボケを操る！

プレビュー機構

絞り込みレバーを押すと、設定した絞りに絞り込まれ、
主要被写体と背景のボケ具合（被写界深度）を確認
できます。前景から遠くの背景までにピントを合わ
せるのか、背景をぼかして被写体を際立たせるのか、
ファインダーで確認しながら絞りを選べます。

多重露出機構

想像力を解放して、世界で1枚
しかない写真を創りませんか？
多重露出レバーひとつで、1コマ
に複数の映像を重ねて撮影
することができます。

イメージを重ねて楽しむ！

FM10・レンズ使用上の注意

FM10に使用できるレンズは、AI方式のニッコールレンズ（Gタイプ
レンズを除く）・レフレックスニッコール・PCニッコール等です。ただし、
一部使用できないものがあります。

（詳しくは弊社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）

深い被写界深度：手前から奥まで、画面全体にピント
が合っています。

希望小売価格
●ボディー（ストラップ付）¥41,000（税込¥43,050 ）
JANコード 4960759 019592

●標準セット ¥55,000（税込¥57,750) 
ボディー、 Zoom-Nikkor 35-70mm F3.5-4.8S、
カメラケース、ストラップ付
JANコード 4960759 019264
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