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№ 収蔵資料番号 資料名 数量 種別 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等
受入先
（敬称略）

1 201003038 コニカ　ニューC35EF 1 35㎜カメラ 小西六写真工業 1976

「ピッカリコニカ」初代モデルの改良型
レンズ：ヘキサノン 38mm/F2.8
シャッター：セイコーシャ プログラムシャッター（1/60,1/125, 1/250）
発売時価格31,800円

小久保　勝
弘

2 201003039 コンタックス Ｕ４Ｒ 1 デジタルカメラ 京セラ 2004

D3端子対応デジタルカメラ
レンズ：カールツァイス  Vario-Tessar T ズームレンズ　5.8～17.4
（35 mm 判換算：38～115）
画素数：400万画素　記録媒体：SDメモリカード
実売価格：54,000円

小久保　勝
弘

3 201003040 ニコン クールピクス885 1 デジタルカメラ ニコン 2001

小型・軽量デジタルカメラ
レンズ：3 倍ズームニッコールレンズ　8～24mm （35 mm 判換算：
38～114 ）
画素数：321万画素　記録媒体：コンパクトフラッシュ
発売時価格92,000円

小久保　勝
弘

4 201003041 ローライ　プレーゴ90 1 35㎜カメラ ローライ（ドイツ） 1996

全自動35mmズームコンパクトカメラ
レンズ：ローライ バリオアポゴンレンズ　38/F4.8～90mm/F11.1
シャッター：プログラム式電子シャッター（2～1/330）
発売時価格：49,000円 （ケース付）

小久保　勝
弘

5 201003042 京セラ T-PROOF 1 35㎜カメラ 京セラ 1995

全自動35mmコンパクトカメラ
レンズ：カールツァイス テッサーT*35，F3.5
シャッター：プログラム式電子シャッター（1～ 1/700 ）
発売時価格41,000円

小久保　勝
弘

6 201003089 ミノルタ α 7000　　　　　　 1
35㎜一眼レフカメ
ラ

ミノルタカメラ 1985

世界初の本格的35mmAF一眼レフカメラ
レンズ ：ミノルタ AF ズーム 35-70mm/F4
シャッター：電子制御式縦走りフォーカルプレーン式（Ｂ・30～
1/2000）　　 発売時価格88,000円

小久保　勝
弘

7 201003090 ミノルタ プログラム2800AF　 1 フラッシュ関連 ミノルタカメラ 1985
ダイレクト測光による直列制御式オートエレクトロフラッシュ(クリップ
オン)タイプ
α -7000，α -9000，α -5000専用

小久保　勝
弘

8 201003091 キヤノン　EOS620　　　　　 　 1
35㎜一眼レフカメ
ラ

キヤノン 1987

マルチモードAF一眼レフカメラ
レンズ ：EF50mm/F1.8
シャッター：電子制御式縦走りフォーカルプレーン式（1/4000～1/30
秒，B）　　 発売時価格108,000円

小久保　勝
弘

9 201003092 キヤノンスピードライト420EZ　 1 フラッシュ関連 キヤノン 1987
EOS専用エレクトロフラッシュ
暗い場所から日中シンクロまで完全自動対応

小久保　勝
弘

10 201003093 キヤノン スピードライト300EZ　 1 フラッシュ関連 キヤノン 1987
EOS専用エレクトロフラッシュ
軽量・コンパクトな形状

小久保　勝
弘

11 201003094 シグマ ズームレンズ　70-210mm UC-Ⅱ　 1 レンズ シグマ 1995
キャノンEFマウント対応のAF一眼レフカメラ用交換ズームレンズ 小久保　勝

弘

12 201003095 キヤノン　バーコードリーダーE　  　　 1
カメラアクセサ
リー

キヤノン 1990年
キャノンEOS10に搭載された｢アートコードシステム｣用バーコード
リーダー。
発売時価格：5,000円

小久保　勝
弘

13 201003096 キヤノン フォーカシングスクリーンEf-A 1
カメラアクセサ
リー

キヤノン 2007
EOSデジタルカメラ40D，50D，60Dに標準装備されているフォーカシ
ングスクリーン。全レンズに対応する標準プレジョンマットタイプ
発売時価格:2,600円

小久保　勝
弘

14 201003097 ミノルタ ハイマチックSD　　 1 35㎜カメラ ミノルタカメラ 1978

ミノルタで最初のフラッシュ内蔵35mmカメラに日付機能を追加した
プログラムEEカメラ
レンズ：ロッコール 38mm/F2.7
シャッター：セイコー-ESF-D(849)  （1/4～1/450）
発売時価格34,300円

小久保　勝
弘

15 201003098 ニコン Nuvis125i　　　　　　　 1 APSカメラ ニコン 1996

ズーム内蔵AFカメラ
レンズ：30mm～100mm/F4.3～F9.2
シャッター：プログラムAE式電子シャッター　（1/8～1/400）
発売時価格50,000円

小久保　勝
弘

16 201003099 オリンパス XA2　　　 　　 1 35㎜カメラ オリンパス光学工業 1980

小型軽量コンパクトカメラ
レンズ：Ｄズイコー35㎜　F3.5
シャッター：プログラム式電子シャッター（2～1/750）
発売時価格：27,800円

小久保　勝
弘

17 201103011 ニコン　プロネアS　　　 1
APS一眼レフカメ
ラ

ニコン 1998

小型AF一眼レフカメラ
レンズ：広角：38㎜F3.5 望遠：65㎜F6
シャッター：電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター（30
～1/2000）
発売時価格54,000円

小久保　勝
弘

18 201103012 35mmカメラ  FANTA MIRA 1 35㎜カメラ 1990年代
子ども向けに作られたカメラ
レンズ：

小久保　勝
弘

19 201103013 キヤノン　アートコードブック　Vol.1　自然編 　　　　1
カメラアクセサ
リー

キヤノン 1990年ごろ
キャノンEOS10用のアートコードブック。A6判左綴じ本47ページ。発
売時価格:3000円

小久保　勝
弘

20 201103014 キヤノンアート　コードカード　記念写真編 1
カメラアクセサ
リー

キヤノン 1990年
キャノンEOS10用のアートコードカード　20枚セット
発売価格：3000円

小久保　勝
弘

21 201103015 キヤノン　バーコードリーダーE　  　　 1
カメラアクセサ
リー

キヤノン 1990年
キャノンEOS10に搭載された｢アートコードシステム｣用バーコード
リーダー。
発売時価格：5,000円

小久保　勝
弘

22 201103019 オプティマ 6000ポケットセンサー 1 110判カメラ アグファ・ゲバルト 1976
オプティマシリーズ最高級機
レンズ：アグファソリナーS 26mm/F2.7
シャッター：15～1/1000   発売時価格45,500円

小久保　勝
弘

23 201103020 ポケットフジカ 350ズーム 1 110判カメラ 富士写真フイルム 1976

ズームレンズ付きポケットカメラ
レンズ：フジノン Z 25mm-42mm/F5.6
シャッター：１/125
発売時価格21,550円

小久保　勝
弘
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24 201103021 セルビ マイクロ110（黒） 1 110判カメラ 岩田エンタープライズ 1984
110フィルムカートリッジをそのままむき出しにしたデザインのトイカ
メラ。レンズ：25mm/F8/パンフォーカス（1m～）　シャッター：1/120
発売時価格：1,980円

小久保　勝
弘

25 201103022 セルビ マイクロ110(ローズ) 1 110判カメラ 岩田エンタープライズ 1984
110フィルムカートリッジをそのままむき出しにしたデザインのトイカ
メラ。レンズ：25mm/F8/パンフォーカス（1m～）　シャッター：1/120
発売時価格：1,980円

小久保　勝
弘

26 201103023 ミノルタ－16　MG-S 1
16mmフィルムカ
メラ

千代田光学精工 1969
シャッター速度優先AEカメラ
レンズ：ロッコール 23mm/F2.8
シャッター：B・1/30～1/500   発売時価格23,500円

小久保　勝
弘

27 201103024 ミノルタ－16　MG-S 1
16mmフィルムカ
メラ

千代田光学精工 1969
シャッター速度優先AEカメラ
レンズ：ロッコール Z 23mm/F2.8
シャッター：B・1/30～1/500   発売時価格23,500円

小久保　勝
弘

28 201103025 ミノルタ－16 P 1
16mmフィルムカ
メラ

千代田光学精工 1960
普及型16ミリフィルムカメラ
レンズ：ロッコール Z 25mm  F3.5
シャッター：１/100   発売時価格3,900円

小久保　勝
弘

29 201103026 ハローキティ　エピオン 1 APSカメラ 富士写真フイルム 1997

単焦点AFコンパクトカメラ
レンズ:フジノン 23mm  F8
シャッター：単速ビハインドシャッター（1/100）
発売時価格：6,000円

小久保　勝
弘

30 201103027 キヤノン　EOS IX50 1
APS一眼レフカメ
ラ

キヤノン 1998

APS一眼レフの入門機
レンズ：シグマズーム100-300ミリ(EFマウント)
シャッター：電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
（1/2000～30・B・X=1/125）
発売時価格62,000円

小久保　勝
弘

31 201103028 ニコン F50D パノラマ 1
35㎜一眼レフカメ
ラ

ニコン 1994

初級者向けAF一眼レフカメラ
レンズ ：ミノルタα レンズ　AFズーム35-70mmF4
シャッター：電子制御式上下走行式フォーカルプレーン式（T，30～
1/2000）　　 発売時価格68,000円

小久保　勝
弘

32 201103029 シグマズームレンズ　80-200ｍｍ 1 レンズ シグマ
キャノンFDマウント対応一眼レフカメラ用交換ズームレンズ 小久保　勝

弘

33 201103030 写ルンです　シンプルエース 1
レンズ付き写真
フィルム

富士写真フイルム 2001

レンズ：プラスチックレンズ 32mm  F10
シャッター：1/140
フラッシュ付き1～3ｍ　ISO400　27枚撮り
発売時価格：オープン

小久保　勝
弘

34 201103031 オリンパス カメディアC-2020 ZOOM 1 デジタルカメラ オリンパス光学工業 1999

レンズ：オリンパスレンズAFズーム6.5～19.5(35mm換算35～105)
F2.0-2.8
画素数:321万画素　記録媒体：コンパクトフラッシュ
発売時価格92,000円

小久保　勝
弘

35 201103032 キヤノン　EOS650 1
35㎜一眼レフカメ
ラ

キヤノン 1987

交換レンズ内にAFモーターを内蔵したAF一眼レフカメラ
レンズ ：EF35-70mm/F3.5-4.5
シャッター：電子制御式縦走りフォーカルプレーン式（1/2000～30・
B）　　 発売時価格80,000円

小久保　勝
弘

36 201103033 キヤノン T80 1
35㎜一眼レフカメ
ラ

キヤノン 1985

キヤノン初の35mmAF一眼レフカメラ
レンズ：EF35-70mm/F3.5-4.5，EF50mm/F1.8
シャッター：電子制御式縦走りフォーカルプレーン式
（1/1000,1/500,1/250,1/125,1/60,1/30,1/1,1/8，1/4,1/2,1,2）　　発
売時価格85,000円

小久保　勝
弘

37 201103034 リコー　519デラックス 1 35㎜カメラ リコー 1958

トリガーレバー採用35mmカメラ
レンズ：リノケン 45mm/F1.9
シャッター：セイコーシャ MXL（1/500)
発売時価格22,000円

小久保　勝
弘

38 201103035 オリンパス　35EC2 1 35㎜カメラ オリンパス光学工業 1971

オリンパス35シリーズ　コンパクトAEカメラ
レンズ： Ｅズイコー42mm/F2.8
シャッター：セイコーシャ プログラムシャッター（4～1/800）
発売時価格20,800円

小久保　勝
弘

39 201103036
オリンパス　AF-10 スーパークォーツデー
ト

1 35㎜カメラ オリンパス光学工業 1990

小型軽量35mmコンパクトカメラ　愛称「ピカソミニスーパー」
レンズ：オリンパスレンズ 35mm/F3.5
シャッター：プログラム式電子シャッター（1/45～1/400）
発売時価格22,000円

小久保　勝
弘

40 201103037 リコーTF200D 1 35㎜カメラ リコー 1986

ワイドとテレ（望遠）の2焦点コンパクトカメラ
レンズ：広角：38㎜F3.5 望遠：65㎜F6
シャッター：プログラム式電子シャッター（1/6～ 1/500）
発売時価格55,800円

小久保　勝
弘

41 201103038 アキカ　ディスカバリー 1 35㎜カメラ
子ども向けに作られたカメラ
レンズ：F5.6　フラッシュ内蔵

小久保　勝
弘

42 201103039 フジ　ズームカルディア　スーパー290 1 35㎜カメラ 富士写真フイルム 1997

全自動35mmズームコンパクトカメラ
レンズ：スーパーEBCフジノンレンズ,電動ズーム38～90mm/F5.0～
10.5
シャッター：プログラム式電子シャッター（2～1/330）
発売時価格：オープン

小久保　勝
弘

43 201103040 フジ　連写カルディア　BYU-N 1
連続写真専用カ
メラ

富士写真フイルム 1991

パノラマサイズを利用した8コマ連続写真専用カメラ
レンズ：フジノン 20mm/F9.5　8眼
シャッター：、中速：2秒、高速：1.2秒、超高速：0.3秒
発売時価格： 17,800円

小久保　勝
弘

44 201103041 フラッシュキューブ 1 フラッシュ関連 シルバニア
4つの電球をひとつにまとめた立方体となっており、一度使うたびに
90度回転させることで4回発光できる。
インスタマチックカメラやポケットカメラなどで使用

小久保　勝
弘

45 201103042 キヤノン　スピードライト244T 1 フラッシュ関連 キヤノン 1983 キヤノンT50専用自動調光エレクトロフラッシュ
小久保　勝
弘

46 201103043 ミノルタ　α 7700i 1
35㎜一眼レフカメ
ラ

ミノルタカメラ 1988

ミノルタ独自のカードシステムを採用したAF一眼レフカメラ
レンズ ：ミノルタα レンズ　AFズーム35-70mmF4
シャッター：電子制御式縦走りフォーカルプレーン式（1/4000～30）
発売時価格80,000円

小久保　勝
弘

47 201103044 コニカ　C35AF 1 35㎜カメラ 小西六写真工業 1977

世界で初めて商品化されたAF35mmカメラ　 愛称「ジャスピンコニ
カ」　レンズ：ヘキサノン 38mm/F2.8
シャッター：セイコーシャ プログラムシャッター（1/60,1/125, 1/250）
発売時価格44,800円

小久保　勝
弘
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