
佐々木コレクション

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200604001 ハッピー 乾板フォールディングカメ

ラ
1 モルタ合資会社 昭和6年 大名刺判乾板を使用したレンズシャッターカメラ。

200604002 キャノンAL-1 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和57年 優先式ＴＴＬ・ＡＥ機能搭載一眼レフカメラ。

200604003 ソネット・トロピカル 乾板フォールディングカメ
ラ

1 ツァイス・イコン（独) 大正15年 レンズ・茶色革蛇腹をチーク材の木製枠内に収納。もとはコンテッ
サネッテル社製だが、ツァイス・イコン社に合併後も製造。

200604004 コンテッサＳ310 35㎜カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和45年 絞り優先AE搭載カメラ。

200604005 テナックス 乾板フォールディングカメ
ラ

1 ゲルツ(独) 大正時代 蛇腹式のテナックスであり、クラップ型とは別のもの。大正３年刊
の広告に見えるが，若干仕様の異なる点が見られる。

200604006 ベラ４ 35㎜カメラ 1 カール・ツァイス(独) 昭和34年 レンズフードを逆にするとキャップになる。レンズシャッター式。

200604007 セコニック・ビュースポットメーター アナログ露出計 1 セコニック 昭和 測光角度を変えられる単三乾電池使用のバッテリー式露出計。

200604008 ローライフレックスSL2000F 中判カメラ 1 ローライフォトテクニク(独) 昭和57年 優先式ＴＴＬ・ＡＥ機能搭載。アイレベル・ウエストレベル両用の一
眼レフカメラ。

200604009 ペンタックスLX 35㎜カメラ 1 旭光学工業 昭和55年 一眼レフカメラ。旭光学60周年記念で開発したプロ用モデル。

200604010 ミノックス35AL 35㎜カメラ 1 ミノックス(独) 昭和 レンズシャッター式。レンズは前板開閉による沈胴式レンズ。スト
ロボ付属。

200604011 オリノックス双眼鏡カメラ 110判カメラ 1 ビクセン光学 昭和52年 双眼鏡にカメラが付属した珍品。

200604012 ミニマックス110 110判カメラ 1 菅谷光学 昭和53年 堅牢なダイキャストボディー。輸出用。外部ストロボ付属。

200604013 ボルタックスⅢ ボルタ判カメラ 1 宮川製作所 昭和16年 ボルタフィルム(24×24ミリ)を使用するカメラ。

200604014 ヤシカＹ16 16㎜カメラ 1 ヤシカ 昭和34年 ミニカメラ。ボディーの色は一部黄色。 ストラップ付属。

200604015 オリンパスペンＥＦ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和56年 ペン・シリーズ初の内蔵ストロボ装備。外装オールプラスチック
化。

200604016 ピュピレ(プピレ) ベスト判カメラ 1 ドイツ・コダック(独) 昭和7年 ドイツのナーゲル社がコダックの傘下に入ってから売り出した製
品。

200604017 ミノルタ16QT 16㎜カメラ 1 ミノルタカメラ 昭和47年 ミニカメラ。

200604018 マミヤ16 16㎜カメラ 1 マミヤ光機製作所 昭和24年 マッチ箱ボディの上面に全ての機構と操作部品を集めたユニーク
なミニカメラ。

200604019 ガミ16 16㎜カメラ 1 ガリレオ(伊) 昭和29年 高級な精密ミニカメラ。

200604020 ローライE110 110判カメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和51年 ミニカメラ。110カメラの中の傑作「ローライA110」の姉妹機。

200604021 フジカミニ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 富士写真フイルム 昭和39年 女性向けに開発されたお洒落なデザインのカメラ。

200604022 オリンパストリップ35 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和43年 ｢オリンパス・ペンEES｣の35㎜判ロングセラーカメラ。

200604023 コリブリ ベスト判カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和5年 ライカｌ型が成功したのに刺激され、急遽発売したもの。

200604024 ヤシカＹ16 16㎜カメラ 1 ヤシカ 昭和34年 ミニカメラ。「200604018」と同型機だが,ボディの色は一部エンジ
色。

皮製ストラップ付属。

200604025 アルゼン ベスト判カメラ 1 高橋光学 昭和15年 自動ストップ機構搭載。アルス社はカメラ雑誌社。

200604026 ミノルタ110ズーム 110判カメラ 1 ミノルタカメラ 昭和51年 ＥＥ機能搭載ズームレンズ付きの高級一眼レフカメラ。
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200604027 フジカＧＳ645Ｗプロフェッショナル 中判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和58年 ワイドで迫力ある画像が楽しめる。観光地での集合写真で活躍し

た。レンズシャッター式。

200604028 ミノックスLX ミノックス判カメラ 1 ミノックス(独) 昭和53年 「スパイカメラ」とも呼ばれた超小型精密カメラ・シリーズ中の一
機。絞り優先式AEカメラ。電子シャッターを搭載。

動かない。

200604029 ミニマックス・ライト ミノックス判カメラ 1 日向工業 昭和56年 ミニカメラ。ライターが付いている一種のスパイカメラ。

200604030 アクメルＭ ミノックス判カメラ 1 浅沼商会 昭和58年 レンズシャッター式のミニカメラ。

200604031 ペンタックスオート110 110判カメラ 1 旭光学工業 昭和54年 ＴＴＬ方式ＡＥ機能搭載一眼レフカメラ。本格的極小型システムカメ
ラとして人気を博したもの。

200604032 ゲルトＤⅢ ベスト判カメラ 1 新和精機 昭和25年 沈胴式レンズを搭載。ベスト半裁判レンズシャッター式カメラ。

200604033 ミノルタ16 16㎜カメラ 1 千代田光学精工 昭和32年 巻上げ時、フィルム圧板を僅かに持ち上げ、フィルム面の傷を防
止する機構を採用。

200604034 アルパ・アルネア5 35㎜カメラ 1 ピニオン(スイス) 昭和27年 製造台数の少ない高級一眼レフカメラ。アルネア型の元祖スタン
ダードモデル。ピニオン社は時計部品メーカー。

200604035 リコーフレックスＴＬＳ401 35㎜カメラ 1 リコー 昭和45年 目高と腰高の両方から覗くことができる一眼レフカメラ。

200604036 フジカＧＳＷ690 中判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和55年 撮影領域の拡大を実現するプロ向け仕様。

200604037 エキザクタＶＸ 35㎜カメラ 1 イハゲー（独） 昭和25年 世界初のファインダー交換可能な35㎜一眼レフ。目高と腰高両方
から撮影可能。「ＶＸ」は米国向け商品名(ドイツ本国及びその他の
国では「ヴァレックスＶＸ」)。

200604038 ローライフレックスＳＬ35Ｅ 35㎜カメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和52年 小さくて軽いフォーカルプレーンシャッターカメラ。

200604039 フォス・デルビー ベスト半裁判スプリングカ
メラ

1 フォス(独) 昭和5年 ベスト半裁判では唯一のフォーカルシャッター付き。

200604040 アサヒフレックスⅡＢ 35㎜カメラ 1 旭光学工業 昭和29年 フォカルプレーンシャッター式一眼レフカメラ。初めてクイックリター
ンミラーを搭載。

200604041 コダック・バンタムスペシャル バンタム判スプリングカメ
ラ

1 イーストマン・コダック(米) 昭和16年 シャッターの違う昭和11年製もある。バンタム判は28×40㎜。アー
ルデコ風ボディーに特色。

蓋が閉まらない（取扱注意）。

200604042 コニレットⅡＭ 35㎜スプリングカメラ 1 小西六写真工業 昭和34年 ボディーはプラスチック製。露出計を組み込んだもの。

200604043 リコーＡＤ－１ 35㎜カメラ 1 リコー 昭和54年 自動巻上げとしては珍しくスプリングを動力に活用。レンズシャッ
ター式カメラ。

200604044 イハゲー・エキザクタ ベスト判カメラ 1 イハゲー（独） 昭和8年 エキザクタ・シリーズの元祖と同時に今日の一眼レフ機能の先鞭
を付けたカメラでもある。

動かない。

200604045 ローライＡ26 インスタマチックカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和47年 ボディを左右にスライドさせてフィルムを巻き上げるのが特徴。イ
ンスタマチックカメラは126フィルム(フィルムは35㎜幅ながら画面
は26×26㎜)を使用。

200604046 ロール・テナックス ベスト判フォールディング
カメラ

1 ゲルツ(独) 大正10年 127フィルム使用カメラで，ゲルツ社がツァイス・イコンに合併した
後も販売(大正15年=1926年のみ）。

動かない。

200604047 ボルシーC 35㎜カメラ 1 ボルシー(米) 昭和25年 レンジファインダーカメラでもあるユニークな二眼レフカメラ。 保存状態は良くない。

200604048 マミヤＺＭクオーツ 35㎜カメラ 1 マミヤ光機 昭和57年 クオーツ制御の絞り優先式ＴＴＬ・ＡＥおよびマニュアル測光機能搭
載一眼レフカメラ。

保存状態は良くない。

200604049 エキザクタＶＸⅡｂ 35㎜カメラ 1 イハゲー（独） 昭和 一眼レフカメラ。｢200604037」の後継機。

200604050 コメットⅢ ベスト半裁判カメラ 1 ベンチーニ(伊) 昭和28年 ユニークな縦撮りカメラ。

200604051 エキザクタＢ ベスト判カメラ 1 イハゲー（独） 昭和 資料名は外観から推察。一眼レフ式。 ボディー内にフィルム残存（取扱注意)。
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200604052 ローライフレックスＴ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和33年 資料名は外観から推察(発売年も「ローライフレックスＴ」として記

載)。
レンズにカビあり。

200604053 ローライコードⅠ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和8年 「ローライフレックス」の廉価版。別名「金ピカコード」。

200604054 ポラロイド・スペクトラシステムＭＢ インスタントカメラ 1 ポラロイド(米) 昭和61年 画面は7.3×9.1㎝。新方式のインスタントカメラで,ストロボとＡＦ機
構を内蔵。電子制御式のプログラムシャッター。ボディー色は黒。

200604055 リコーフレックス・ダイヤＬ 中判二眼レフカメラ 1 リコー 昭和32年 セレン系露出計内蔵。

200604056 マミヤフレックス・オートマットＢⅡ 中判二眼レフカメラ 1 マミヤ光機 昭和31年 二眼レフカメラブームの先駆的な役割を果たす。

200604057 ミノルタ・オートコード 中判二眼レフカメラ 1 千代田光学精工 昭和30年 ミノルタの6×6判二眼レフカメラのスタンダード。

200604058 ビテッサＬ 35㎜スプリングカメラ 1 フォクトレンダー(独) 昭和29年 フィルム巻取り棒が特徴的なカメラ。

200604059 ベッサⅡ 中判スプリングカメラ 1 フォクトレンダー(独) 昭和25年 戦前の「スーパーベッサ」の後継機。連動距離計が二重像合致
式、ファインダーと兼用の一眼式になったもの。

200604060 オリンパスペンD 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和37年 Ｆ1.9の高性能大口径レンズ等を搭載。

200604061 ミノルタCLE 35㎜カメラ 1 ミノルタカメラ 昭和56年 ライツ社とミノルタカメラの提携により製造された「ライツ・ミノルタＣ
Ｌ」の後継機。

ストロボ付属。

200604062 レオタックスF 35㎜カメラ 1 昭和光学精機 昭和30年 「レオタックス・シリーズ」はライカコピー機として有名。フォーカル
プレーン式。なお、当該資料は「ライカ50㎜」レンズ装着。

200604063 コンバーチブル・ホースマン 中判カメラ 1 駒村商会 昭和45年 レンズ・レンズボード・本体枠・ロールフィルムバックの各部からな
る単純明快なプレスタイプカメラ。

200604064 ローライコードＶｂ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和37年 「ローライコード」の 終型。

200604065 パールⅢ セミ判スプリングカメラ 1 小西六写真工業 昭和30年 フィルム巻上げを自動巻き止め装置付にした名機。 保存状態は良くない。

200604066 ジフィー・コダックVP ベスト判クラップカメラ 1 イーストマン・コダック(米) 昭和 堅牢ながら軽量なボディで、大衆向けとして販売。

200604067 ウェルタ・ペルレ セミ判スプリングカメラ 1 ウェルタ(ヴェルタとも)（独) 昭和7年 日本でもかなり普及したカメラ。

200604068 アンスコ ベスト判クラップカメラ 1 アンスコ（米) 小さいながらも本革仕様。

200604069 ドリィー・ベストポケット ベスト判クラップカメラ 1 ツェルト(独) 昭和5年 レンズボードの前蓋と独特のタスキが美しいカメラ。

200604070 レチナ・オートマチックⅢ 35㎜カメラ 1 ドイツ・コダック(独) 昭和35年 シャッタ－スピ－ド優先ＡＥ機能搭載。レンズシャッター式。

200604071 スーパー・バルデイナ 35㎜スプリングカメラ 1 バルダ(独) 昭和12年 連動距離計付き。 レンズの状態が良くない。

200604072 ウェルタ・ウェルチニ 35㎜スプリングカメラ 1 ウェルタ(ヴェルタとも)（独) 昭和12年 連動する一眼レフ距離計ファインダー付き。 低速シャッターが切れない。

200604073 ツェカ・ゴルディ ベスト判スプリングカメラ 1 ツェー・カメラ工場(独) 昭和7年 ｢ゼカ・ゴルディー」とも呼ばれた。上下2段のタスキ(支柱)で非常に
堅牢なもの。

200604074 ドリナⅡ 35㎜スプリングカメラ 1 ツェルト(独) 昭和11年 距離計連動式。

200604075 ネッター6×6 中判スプリングカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和28年 ｢イコンタ｣の6×6判における普及版。

200604076 ペトリスーパー セミ判スプリングカメラ 1 栗林写真機械製作所 昭和29年 「ペトリ」と言う社名は聖書の「聖ペトル」から（輸出を考慮したも
の)。

200604077 コレレＰ 乾板(セミ判)クラップカメラ 1 コッホマン(独) 昭和2年 セミ判の乾板を使用するが、クラップ収納時は極小の大きさ。
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200604078 セミパール セミ判スプリングカメラ 1 小西六写真工業 昭和21年 「セミパール」には昭和13年以来製造され,中断を挟んで戦後も再

生産された。当該資料は戦後版のもの。

200604079 ベビーミノルタ ベスト判カメラ 1 モルタ合資会社 昭和10年 後部が湾曲した初心者向け小型カメラ。

200604080 スーパーイコンタⅡ 中判スプリングカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和11年 距離計連動式。当時の 高級カメラの一つ。

200604081 スーパーセミイコンタⅡ セミ判スプリングカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和12年 距離計連動式。

200604082 ヴィトーＢＬ 35㎜カメラ 1 フォクトレンダー(独) 昭和31年 ピント合わせは目測式。

200604083 レチナⅠａ 35㎜スプリングカメラ 1 ドイツ・コダック(独) 昭和26年 ｢レチナ・シリーズ｣の中でフィルム巻上げがレバー式になる。

200604084 ベビーイコンタ ベスト判スプリングカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和6年 ドイツでベスト判カメラ流行時の中心的存在。

200604085 スーパーイコンタⅣ 中判スプリングカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和31年 6×6判12枚撮り。露出計内蔵。

200604086 コンタックスF 35㎜カメラ 1 ＶＥＢツァイス・イコン（独） 昭和32年 当時の東ドイツで製造されたカメラ。初の35㎜ペンタプリズム一眼
レフカメラ「コンタックスＳ」の後継機。

200604087 スーパーシックスＢＸ 中判スプリングカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和27年 6×6判12枚撮りの距離計連動カメラ。 距離メーターは作動しない。

200604088 オリンピックＣ ベスト半裁判カメラ 1 旭物産合資 昭和11年 ベークライトボディーに大きなクローム梨地仕上げのヘイリコイドリ
ングが特徴的。当時は「パーレット」とともに普及した。

200604089 テナックス・オートマチック 35㎜カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和35年 距離測定にゾーンフォーカス機能搭載。なお、当該資料には一部
専用キャップや改良箇所も見られる。

200604090 アーガスＣ３ 35㎜カメラ 1 アーガス(米) 昭和14年 レンズシャッター式の箱型カメラで、昭和41年まで製造が継続され
た超ロングセラーカメラ。

動かない。

200604091 コレレ6×4.5 ベスト判クラップカメラ 1 コッホマン（独） 昭和 グリップ付き。正式な名称については現在のところ未確認。 中にベスト判フィルム在中。レンズの状
態が良くない。

200604092 アイレスⅢＡ 35㎜カメラ 1 アイレス写真機製作所 昭和31年 レンズシャッター式。｢アイレス35Ⅲ」の姉妹機。 保存状態は良くない。

200604093 ピロート(パイロット) ベスト判二眼レフカメラ 1 ＫＷ(独) 昭和7年 ＫＷとはカメラ・ベルクシュテッテンの略。ベスト判使用のベスト半
裁判小型二眼レフカメラ。

200604094 ボックス・テンゴール 中判箱型カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和7年 レンズ周りに六角形の意匠が施され、ファインダーが改良された。

200604095 キンシⅠ型 ベスト半裁判クラップカメラ 1 理研光学工業 昭和16年 キンシ(金鵄)は軍事色の強い時代を反映した商品名。ベスト判使
用のベスト半裁判カメラ。

200604096 リコーマチック44 ベスト判二眼レフカメラ 1 理研光学工業 昭和34年 フィルム感度を変えるとシャッター速度が変わる機構付。レンズ
シャッター式。

200604097 パーレット ベスト判クラップカメラ 1 小西六本店 昭和7年 「パーレット」は戦前の国産ベストセラー機であり、昭和7年には各
部品も含めた「初の純国産製造カメラ」となっている。

200604098 コンタフレックスＳ 35㎜カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和43年 レンズシャッター式一眼レフカメラの「コンタフレックス」シリーズの
終機。

200604099 セミミノルタⅡ セミ判スプリングカメラ 1 千代田光学精工 昭和16年 昭和13年発売の「セミミノルタⅡ」の改良版（後期型)。 蓋が閉まらない（取扱注意)。

200604100 リコー・ジェット 35㎜カメラ 1 理研光学工業 昭和34年 大きなファインダーと左右のフォーカスレバーが特徴のレンズ
シャッターカメラ。

200604101 コマフレックスＳ ベスト判カメラ 1 興和光機製作所 昭和35年 一眼レフカメラ。なお、当該資料は動かない。

200604102 ローライフレックス4×4（ブラック・ベビー） ベスト判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和7年 「ブラック・ベビー」と愛称された「ローライフレックス４×４」シリーズ
中の一機。当該資料は「ブラック・ベビー」のタイプ４。

200604103 コーワＳＷ 35㎜カメラ 1 興和 昭和39年 世界初の28㎜レンズ付きワイドカメラ（超広角専用機)。
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200604104 アイレス・バイカウント 35㎜カメラ 1 アイレス写真機製作所 昭和34年 セルフタイムミラーファインダー等の様々な機構を搭載。

200604105 ロード５Ｄ 35㎜カメラ 1 岡谷光学機械 昭和32年 Ｆ2レンズ付きカメラの中では も小さいもの。

200604106 オリンパスＯプロジェクト 35㎜カメラ 1 オリンパス 昭和63年 「レトロ・フューチャー」をコンセプトにしたデザインが独特な限定2
万台生産のカメラ。

ストロボ付属。

200604107 フジカ・ワイド60ＧＳ645Ｓプロフェッショナル セミ判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和59年 コンパクトなレンジファインダーの距離計運動式カメラ。軽量のプラ
スチックボディなのでスナップにも使える。

200604108 オリンパスペンＥＥ‐３ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和48年 ｢ペン・シリーズ」 後の金属ボディーカメラとなった。

200604109 長城(グレートウォール） 中判カメラ 1 未詳(中国のメーカー) 平成2年 ウエストレベルファインダー式一眼レフカメラ。

200604110 コニカⅡＢｍ 35㎜カメラ 1 小西六写真工業 昭和31年 「コニカⅡ」の廉価版。巻上げ・巻戻しはいずれもノブ式。

200604111 ミノルタベスト ベスト判クラップカメラ 1 千代田光学精工 昭和9年 当該資料はF5.6レンズ、マーブルシャッター付き。ベスト半裁判も
対応可能。ベークライト製剛体蛇腹が特徴的。

200604112 ミノルタセミⅢA セミ判スプリングカメラ 1 千代田光学精工 昭和21年 二重露出防止機構搭載機。

200604113 オリンパスペンFT 35㎜ハーフサイズカメラ 1 千代田光学精工 昭和41年 レンズ交換式ハーフサイズカメラの 高機種。 レンズにカビが出ている。

200604114 ペトリハーフ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 栗林写真工業 昭和35年 緑色のファインダーの「トラ・グラカメラ」として発売。

200604115 アイレス35Ⅲ 35㎜カメラ 1 アイレス写真機製作所 昭和30年 日本 初の大口径Ｆ2・広角4.5㎝の「アイリスＨ．コーラルレンズ」
搭載機。

200604116 コニカ・ヘキサー 35㎜カメラ 1 コニカ 平成4年 当時のコニカにおける35㎜コンパクトカメラのフラッグシップ機。 ストロボ付属。

200604117 コニカⅢA 35㎜カメラ 1 小西六写真工業 昭和33年 遠近の視野を矯正できるファインダーを搭載。

200604118 ペトリ2.8 35㎜カメラ 1 栗林写真工業 昭和33年 名称は「Ｆ2.8レンズ」搭載に因む。 裏蓋一部破損（取扱注意)。

200604119 〔タムロン・マウントアダプター P/K〕 マウントアダプター 1 タムロン マウｂントアダプターとは、マウントとレンズの規格が異なる場合に
互いを接続するために用いた。当該資料はタムロンのレンズをペ
ンタックスＫマウントに装着する際に用いたもの。

200604120
－01～02

コンタックス/ヤシカ用アダプトール２ マウントアダプター 2 タムロン タムロンのレンズをヤシカ及びコンタックスのカメラボディーに装着
する場合に用いたもの。

同じもの2点あり(枝番処理)。

200604121 ローライ35Ｔ 35㎜カメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和51年 当時世界 小のフルサイズカメラとして評判になった。

200604122 ミノルタシックス 中判カメラ 1 モルタ合資会社 昭和11年 ｢ミノルタベスト」同様ベークライト製剛体蛇腹が特徴的な6×6判カ
メラ。

200604123 ローライフレックスＳＬ26 126判インスタマチックカメ
ラ

1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和43年 小型一眼レフカメラ。ずんぐりとした外観。

200604124 ヤシカ44ＬＭ ベスト判二眼レフカメラ 1 ヤシカ 昭和34年 ｢ヤシカ44｣に露出計を組み込んだもの。

200604125 マミヤシックス・オートマット 中判スプリングカメラ 1 マミヤ光機 昭和30年 スプリイングカメラで初めてセルフコッキング機能搭載。

200604126 ミノルタミニフレックス ベスト判二眼レフカメラ 1 千代田光学精工 昭和34年 ボディーの小ささからアクセサリー代わりにもなった。

200604127 スーパーフジカシックス 中判スプリングカメラ 1 富士写真フイルム 昭和31年 昭和30年発売の「フジカシックス」のシャッター変更型。

200604128 リコースーパー44 ベスト判二眼レフカメラ 1 理研光学工業 昭和33年 当時米国で主流であったスライドの規格に適したものをとの発想
で製造されたもの。

200604129 キヤノンＶＩＴ 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和33年 フォーカルプレーンシャッター式の高級機。 アクセサリーシューのファインダーを装
着。
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200604130 マミヤシックスⅤ 中判スプリングカメラ 1 マミヤ光機 昭和28年 画面サイズは6×6判、6×4.5判兼用。

200604131 ローライフレックス2.8ＧＸ 中判二眼レフカメラ 1 ローライフォトテクニック
(独)

昭和62年 二眼レフカメラとしては初のＴＴＬ測光方式を採用。

200604132 バルドゥール・ボックス 中判箱型カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和9年 「ボックス・テンゴール」の普及型。

200604133
－01～03

キング・ハンドグリップ ハンドグリップ 3 キング ストロボの取り付けや直結レリーズによる操作のしやすさを兼ねて
取り付けられたもの。

ストロボコード付き。3点あり(枝番処理。
ただし、1点はストロボコード付属せず)。

200604134 キヤノンＡＥ-1 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和51年 マイコン搭載により内部機構を大幅にデジタル化したシャッター速
度優先ＡＥを搭載した一眼レフカメラ。

200604135 ベストポケット・オートグラフィック・コダック・スペシャル ベスト判クラップカメラ 1 イーストマン・コダック(米) 大正10年 世界のベストセラー機「ベストポケット・コダック・シリーズ」中の一
機。オートグラフィック機能付き。年代はレンズとシャッターから。

200604136 ピコレット ベスト判クラップカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 大正15年 コンテッサネッテル社が1920年より発売し、合併後のツァイス・イコ
ン社でも製造。

動かない。

200604137 ヤシカ44 ベスト判二眼レフカメラ 1 八州光学工業 昭和33年 「ベビーローライ」のデザインを盗用されたとして訴えられ、世界的
に有名になったカメラ。

200604138 コンタックスⅢa 35㎜カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和26年 世界で2番目のセレン光電池の電気露光計を搭載。

200604139 トプコンＲＥ200 35㎜カメラ 1 東京光学機械 昭和52年 受光素子にCdSを用いたTTLシステムを持つ一眼レフカメラ。

200604140 ローライフレックス4×4（グレー・ベビー） ベスト判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和32年 別名「ベビーローライ」ともいわれた戦前の「ローライフレックス4×
4」を大改良して高級化したベスト判二眼レフカメラ。

200604141 ヤシカ44 ベスト判二眼レフカメラ 1 八州光学工業 昭和33年 「200504137」の色違い。

200604142 イコフレックスⅢ 中判二眼レフカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和14年 戦前の高級二眼レフカメラ。フィルムは6×6判。

200604143 コンテッサ35 35㎜カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和25年 別名「伯爵夫人」とも呼ばれる優雅なデザイン。一眼式連動距離
計付き。

距離計が動かない。

200604144 クレセル・ドライ・キャビ湿度計 湿度計 1 クレセル 昭和 トリ・ハン㈱のドライキャビネット用湿度計。

200604145 ローライ35クラシック 35㎜カメラ 1 ローライフォトテクニック
(独)

平成2年 発売当時世界 小の35㎜カメラといわれた｢ローライ35」の復刻
版。

ストロボ付属。

200604146 ミノルタP’s 35㎜カメラ 1 ミノルタカメラ 平成2年 パノラマ判(13×36ミリ)専用機。レンズシャッター式。

200604147 レジオネア 35㎜カメラ 1 ウィットナウアー(独) 昭和 ウィットナウアーは時計会社で、製造はドイツのブラウン社に委
託。

200604148 オリンパスXA1 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和57年 ケースレスコンパクトカメラ。レンズシャッター式。 ストロボ｢Ａ11」付属。

200604149 プラウベル・マキナ 中判カメラ 1 プラウベル(独) 昭和 報道用カメラとして使用された。非常に独創性が高く、また高品質
なカメラ。

200604150 ヤシカオート ベスト判二眼レフカメラ 1 ヤシカ 昭和34年 ｢ヤシカマット」の普及機。

200604151 ローライフレックス・オートマット（ＭＸ－ＥＶＳ） 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和29年 このモデルで初めてシャッターに新型のシンクロコンパーLVS（ライ
トバリューシステム）が採用された。シリアルNo.によりタイプ１．

200604152 ヤシカマット124Ｇ 中判二眼レフカメラ 1 ヤシカ 昭和45年 軽量で携行性がよく、露出計内臓が特長。

200604153 オリンパスXA1 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和57年 ｢200504148｣と同じものだが、装着されたストロボは異なる。 ストロボ｢Ａ９Ｍ」付属。

200604154 ワイドラックスＦ7 35㎜パノラマカメラ 1 パノンカメラ商工 昭和52年 レンズを左右に旋回させ、140°の画角を得られるユニークなカメ
ラ。パノラマ撮影用。

200604155 ヴィトマティックⅡ 35㎜カメラ 1 フォクトレンダー(独) 昭和31年 露出計を内蔵したレンジファインダー式カメラ。 レンズの状態が良くない。
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200604156 コニカＦＴ－1モーター 35㎜カメラ 1 小西六写真工業 昭和58年 シャッター優先のＴＴＬ・ＡＥ一眼レフカメラ。

200604157 ローライフレックス3.5Ｆ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) (昭和41年) 「2.8Ｆ」ともどもローライの二眼レフシリーズの完成型といわれる逸
機。当該資料の発売年は搭載レンズ及び社名表記及び関連資料
から推定(なお，「3.5Ｆ」の発売開始は昭和34年）。

200604158 アイレスオートマット 中判二眼レフカメラ 1 アイレス写真機製作所 昭和29年 シャッターチャージをフィルム巻き上げと同時に行い（セルフコッキ
ング）、二重露出防止機能付。

200604159 リコーマチック225 中判二眼レフカメラ 1 理研光学工業 昭和34年 リコーの二眼レフ機の頂点にある機種。 動かない。ケース入り。

200604160 スパーブ 中判二眼レフカメラ 1 フォクトレンダー(独) 昭和8年 独特のデザインを持つ。

200604161 ミノルタオートコードⅢ 中判二眼レフカメラ 1 ミノルタカメラ 昭和40年 明るいファインダー、全群繰り出し式ピント調節、クランク式巻き上
げ、オートマット機構等の機能を持つ。

200604162 カロフレックス・オートマットＫ2 中判二眼レフカメラ 1 興服産業 昭和31年 ｢カロフレックス・オートマット」の改良型。 動かない。

200604163 ミノルタオートコードⅢ 中判二眼レフカメラ 1 ミノルタカメラ 昭和40年 120・220フィルムとも使用可能で、Cds露出計を内蔵。

200604164 ハッセルブラッド500Ｃ/Ｍ 中判カメラ 1 ビクター・ハッセルブラッド
(スウェーデン)

昭和45年 6×6判のレンズシャッター式一眼レフカメラ。軽量小型で優れたレ
ンズ性能を持つ。

敷蓋が欠落している。

200604165 ゼンザブロニカＥＣ-ＴＬⅡ 中判カメラ 1 ブロニカカメラ 昭和53年 120・220フィルムとも使用可能の6×6判自動露出制御式一眼レ
フ。フィルムの途中交換が可能。

動かない。

200604166 フジカフレックス・オートマット 中判二眼レフカメラ 1 富士写真フイルム 昭和29年 レンズ前板の繰り出しと前玉回転を併用して近接撮影も可能な当
時の国産二眼レフ高級機。

動かない。専用カメラケース付き。

200604167 イコフレックス・ファボリート 中判二眼レフカメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和31年 「イコフレックス・シリーズ」中初めて露出計を内蔵。

200604168 ローライフレックスＳＬ66Ｅ 中判カメラ 1 ローライフォトテクニック
(独)

昭和58年 6×6判フォーカルプレーン一眼レフ。ストロボ調光はＴＴＬ測光及び
ダイレクト測光両方可。

シャッター不調。

200604169 カンボ・ワイド470 大判カメラ 1 カンボ(蘭) 昭和 4×5判。レンズ面が左右に可動。47㎜レンズ搭載機種。

200604170 ローライフレックス2.8Ｂ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和28年 「ローライフレックス2.8」のシリーズ中唯一のビオメタールレンズ搭
載機種。

専用ケース入り。

200604171 ミノルタα303si 35㎜カメラ 1 ミノルタカメラ 平成6年 ミノルタのＡＦ一眼レフカメラであるαシリーズ第四世代廉価モデ
ル。露出制御モードに「シーンセレクト」方式を採用。

200604172 マミヤプレス・スーパー23 中判カメラ 1 マミヤ光機 昭和42年 6x9判レンズ交換式でプレスタイプを代表するカメラ。

200604173 ロード35ＩＶＢ 35㎜カメラ 1 岡谷光学機械 昭和31年 連動距離計とセルフコッキングを備えた当時としては先端的ファミ
リーカメラ。

200604174 ローライコードⅡ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和11年 「ローライコード」シリーズで初のf＝3.5の撮影レンズを搭載。 低速シャッターが切れない。

200604175 ローライマジックⅠ 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和35年 初の自動露出(EE)搭載二眼レフカメラ。簡単撮影を可能にした。 距離メーターが壊れている。

200604176 プリモフレックス・オートマット 中判二眼レフカメラ 1 東京光学機械 昭和31年 ｢プリモフレックス・シリーズ」の中で初めてオートマットを採用した
機種。クランク巻上げでのシャッターチャージも当該機から。

200604177 キヤノン７Ｓ 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和40年 レンジファインダー 高級機の「キヤノン７」にCdsメーターを組み
込んだもの。

200604178 カールツァイス・ディスタゴン レンズ 1 カールツァイス(独) エルハルト・グラッツェルにより開発されたレトロフォーカス構造の
広角レンズ群の一つ。

200604179 キヤノンP(キヤノンポピュレール) 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和34年 フォーカルプレーンシャッター式距離計連動カメラ。なお、当該資
料はカバー貼替え等、元の所有者による改造が見られる。

200604180 フジカラーＭＣ-007 ミノックス判ミニカメラ 1 富士写真フイルム 平成9年 ミノックス判(画面：8×11㎜）フィルムを用いるミニカメラ。カバーを
スライドさせるとレンズ及びファインダーが現れる。

ケース・ストラップ・ボタン電池6個付属。
一式揃っている。

200604181 マミヤマガジン35 35㎜カメラ 1 マミヤ光機 昭和32年 マガジンパック交換式としては国産唯一のカメラ。距離計連動一
眼式ファインダー搭載。

ケース入り。替えボディー付属（枝番処
理）。
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200604182 ヤシカ35(ヤシカ35-Ｆ) 35㎜カメラ 1 八州光学工業 昭和33年 レンズシャッターカメラ。外観は「コンタックスⅡａ」に酷似。

200604183 レチナⅡａ 35㎜スプリングカメラ 1 イーストマン・コダック(米) 昭和26年 ｢レチナ・シリーズ」で初めてレバー巻上げを採用。

200604184 レチナⅢc 35㎜スプリングカメラ 1 イーストマン・コダック(米) 昭和29年 「レシナ・シリーズ」の 終型。初めて単独露出計が付いた。

200604185 コニオメガラピッド 中判カメラ 1 小西六写真工業 昭和38年 小西六とオメガ社(米国)の合作。距離計連動6×7判カメラ。プレス
カメラとしてよく用いられた。主に輸出用。

200604186 アルコ35オートマットＤ 35㎜スプリングカメラ 1 アルコ写真工業 昭和31年 3.5㎝の超接写が距離計連動でできる特長を持った。

200604187 コニカＣ35ＦＤ 35㎜カメラ 1 小西六写真工業 昭和48年 「ジャーニーコニカ・シリーズ」中の一機。大口径レンズ装着。

200604188 マミヤフレックス・オートマットBⅡ 中判二眼レフカメラ 1 マミヤ光機 昭和31年 6×6判。低価格設定により二眼レフブームの先駆的役割を果たし
た。

200604189 ケンコーAPSオートテレプラス3倍 中間レンズ 1 ケンコー光学 ボディと撮影レンズの中間に装着してマスターレンズの焦点距離
を3倍に伸ばすレンズ。

200604190 ホースマン45FA 大判・中判スプリングカメ
ラ

1 駒村商会 昭和60年 6x9、 6x12、 4x5 の3種類のフォーマットを使うことができる。

200604191 リンホフ・テクニカ23 中判スプリングカメラ 1 リンホフ（独) 昭和28年 6×9判。プレスカメラ。「ローレックス6×9」フィルムバック装着。

200604192 アイレスフレックス Z 中判二眼レフカメラ 1 アイレス写真機製作所 昭和27年 当時の6×6判 高級機の一つ。

200604193 海鴎(シーガル)4Ｂ－1 中判二眼レフカメラ 1 上海照相廠(中） 昭和59年 現在も作り続けられているが、現在は「SEAGULL」の表記。 資料名称は「佐々木智夫氏整理メモ」か
ら。

200604194 トプコン・ホースマンVH-R 中判カメラ 1 東京光学機械 昭和53年 6×9、6×7判撮影可。レボルビング機構付き。

200604195 タムロンレンズケース レンズケース 1 タムロン 交換用レンズを収納するケース。

200604196 フジノンW150/5.6レンズ レンズ 1 フジノン 大判レンズ。

200604197 アサヒ・ペンタックス・スポットマチック 35㎜カメラ 1 旭光学工業 昭和39年 「アサヒペンタックスＳＰ」とも言う。ＴＴＬ露出計内蔵一眼レフ。

200604198 ローライフレックス・スタンダード 中判二眼レフカメラ 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 昭和9年 「ローライフレックス」の基本型。撮影レンズの仕様からタイプ３に
あたるため,発売年は昭和9年(タイプ１は昭和７年発売）。

200604199 カンボワイド900 大判カメラ 1 カンボ(蘭) 昭和 4×5判。レンズ面が左右に可動。90㎜レンズ搭載機種。 映像照射部欠損。

200604200 タムロン・アダプトール2 レンズ 1 タムロン TTL開放測光＆AEに対応できる。

200604201 ペンタックス110PF18㎜2.8 レンズ 1 旭光学工業 「ペンタックスオート110」交換レンズ群の一つ。パンフォーカスレン
ズ。

アルミケース入り。

200604202 レチナF4/35㎜ レンズ 1 ドイツ・コダック(米) 「レチナⅡc」,「レチナIIＣ」「レチナ,IIIc」「レチナ,IIIC」,「Reflex」用交
換レンズ。

アルミケース入り。

200604203 ペンタックス110　1:2.8　70㎜ レンズ 1 旭光学工業 「ペンタックスオート110」交換レンズ群の一つ。35㎜換算で140㎜
に相当する望遠レンズ。

アルミケース入り。

200604204 レチナ・ロンガー・クセノンf:4/80㎜ レンズ 1 ドイツ・コダック(米) 「レチナＣ」シリーズ用交換レンズ。 アルミケース入り。

200604205 マミヤＭ645・1000Ｓ セミ判カメラ 1 マミヤ光機 昭和51年 一眼レフ。着脱可能なビューファインダー付属。

200604206 ミノルタ35モデルⅡ 35㎜カメラ 1 千代田光学精工 昭和28年 ライカ型スクリューマウント機。 レンズの状態が良くない。

200604207 オリンパス35Ⅳa 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和28年 レンズシャッター式。ガラス製圧着板を使用。

8／11



佐々木コレクション

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200604208 ベッサ(1938年型) 中判スプリングカメラ 1 フォクトレンダー(独) 昭和13年 6×9判。ファインダー型式だけ除いて1936年型と同じ。

200604209 ペトリカラー35 35㎜カメラ 1 ペトリカメラ 昭和43年 レンズ沈胴式のコンパクトカメラで、ファインダー内に撮影距離・露
出計指針が表示される。

200604210 ＳMCペンタックスM50㎜/Ｆ1.4 レンズ 1 旭光学工業 スーパー・マルチ・コーティング（多層膜コーティング)を世界で初め
て採用したレンズの中の一つ。

芋缶入り。

200604211 ミノルタＡＦアポテレズーム100-200 レンズ 1 ミノルタ 望遠レンズ。 芋缶入り。

200604212 SMCペンタックスM 35㎜/Ｆ2 レンズ 1 旭光学工業 標準レンズ。 芋缶入り。

200604213 アサヒ・オートタクマー105㎜/Ｆ2.8 レンズ 1 旭光学工業 望遠レンズ。 芋缶入り。

200604214 SMCペンタックスM85㎜/Ｆ2 レンズ 1 旭光学工業 望遠レンズ。 芋缶入り。

200604215 アサヒ・オートタクマー・35㎜/Ｆ3.5 レンズ 1 旭光学工業 標準レンズ。 ケース入り。芋缶入り。

200604216 カールツァイス8×30B レンズ 1 カールツァイス(独) 望遠レンズ。「8×30B」とは、倍率は8倍、対物有効径が30ミリとい
う意味。

ケース入り。芋缶入り。

200604217 アサヒ・タクマー55㎜ レンズ 1 旭光学工業 標準レンズ。 ケース入り。芋缶入り。なお、一緒に保管
されていた「キヤノン48㎜スカイライト」は
枝番処理。

200604218 フジ・フォトラマ880 インスタントカメラ 1 富士写真フイルム 昭和63年 インスタントカラーフィルム「フォトラマ・ハイクリスタル」発売にあわ
せて開発。ＡＦ機構搭載の高級インスタントカメラ。

200604219 キヤノンフレックスRM 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和37年

200604220 コンタックス139クォーツ 35㎜カメラ 1 ヤシカ 昭和54年 発振回路にクォーツを採用した世界初の一眼レフ。

200604221 ローライ・プレーゴ90 35㎜カメラ 1 ローライフォトテクニック
(独)

平成8年 ローライ独自のHFTマルチコーティング(高精密蒸着)のレンズを搭
載したコンパクトカメラ。逆光下でも高いコントラストを得る。

200604222 ローライマチック 35㎜カメラ 1 ローライフォトテクニック
(独)

昭和55年 カバー開閉によりフィルム送り＆シャッターチャージを行う。生産台
数が少なく、希少なコンパクトカメラといわれる。

200604223 コニカＺｰｕｐ80スーパーズーム 35㎜カメラ 1 コニカ 昭和63年 コニカ初のズームレンズ内蔵コンパクトカメラ。

200604224 コニカＡ4 35㎜カメラ 1 コニカ 平成元年 ｢コニカビッグミニ」と同じ機種。透視ファインダーカメラ。

200604225 京セラ・サムライ×3.0 35㎜ハーフサイズカメラ 1 京セラ 昭和62年 ズームレンズ付きハーフ判一眼レフカメラ。独特の形状。

200604226 ローライ35ＬＥＤ 35㎜カメラ 1 ローライフォトテクニック
(独)

昭和53年 沈胴レンズ式コンパクトカメラで、ＬＥＤ表示の露出計内蔵。

200604227 ニュービスＳ ＡＰＳカメラ 1 ニコン 平成10年 伸縮するステンレス合金製カプセル構造のコンパクトカメラ。 袋入り。

200604228 エピオン1010ＭＲＣ　ティアラix-G ＡＰＳカメラ 1 富士写真フイルム 平成10年 「エピオン1000ＭＲＣ」の廉価版。スライド式カバーでレンズ・ストロ
ボ部を保護。カバーを閉じると煙草サイズの大きさ。

200604229 オリンパスＸＡ2 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和55年 ゾーンフォーカスを採用した「ＸＡ」の普及機。 ストロボ｢Ａ16」付属。

200604230 マミヤＭ645スーパー セミ判カメラ 1 マミヤ光機 昭和60年 6×4.5判の一眼レフ。フィルムバック交換方式を初採用。

200604231 ゴコーＡＺＳ700ＡＦ 35㎜カメラ 1 ＧＯＫＯ 昭和63年 スーパーマクロ付ズーム内蔵レンズシャッター式。モータードライ
ブ・オートフォーカス機能搭載。

200604232 キヤノンＩＸＹ ＡＰＳカメラ 1 キヤノン 平成8年 光学2倍ズームレンズ搭載コンパクトカメラ。シリーズ第一作。

200604233 タムロンＳＰワイドズームf3.5/3.8 24-48㎜ レンズ 1 タムロン マウントは「アダプトール2」に適合。広角～標準レンズ。 アルミケース入り。

9／11



佐々木コレクション

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200604234 タムロン・アダプトール2 Ｃ/ＦＤ マウントアダプター 1 タムロン キヤノンＦＤマウント（バヨネット式）にレンズを接続するためのアダ

プター。
アルミケース入り。

200604235 〔Ｎ/ＡＩマウントアダプター〕 マウントアダプター 1 ニコン ニコンのＡＩ方式レンズを装着する際に用いるマウントアダプター。 アルミケース入り。

200604236 トプコン35Ｌ 35㎜カメラ 1 東京光学機械 昭和32年 距離計連動式カメラ。露出計はなく、マニュアル操作。

200604237 アサヒ・ペンタックスＳ2 35㎜カメラ 1 旭光学工業 昭和34年 フォーカルプレーンシャッター式レフレックスタイプ一眼レフカメラ。

200604238 セムフレックス・スタンダード 中判二眼レフカメラ 1 ＳＥＭ（仏) 昭和30年 6X6判、120フィルム使用の廉価版二眼レフカメラ。なお、当該資料
はカビが発生している。

200604239 コニレットⅠ 35㎜カメラ(ただしパーフォ
レーションなし)

1 小西六写真工業 昭和31年 コパルシャッター搭載の後期型モデル。専用のパーフォレーション
のない35㎜フィルムを使用。

200604240 ナショナルＰＥ-160Ｃ ストロボ 1 松下電器産業 外光式オートストロボ。

200604241 コーワシックス 中判カメラ 1 興和 昭和43年 120・220フィルム両用の6×6判カメラ。

200604242 ペンタックス645 中判カメラ 1 旭光学工業 昭和59年 セミ判。「ペンタックス645・シリーズ」の初代モデル。絞り優先ＡＥ
機能搭載。ＴＴＬ中央重点測光方式採用。

200604243 プラナー2/45㎜ レンズ 1 カールツァイス(独) プラナーの中でも新しい設計のもの。標準レンズ。コンタックスＧマ
ウントに適合。

200604244 フジＴＷ-3 35㎜ハーフサイズカメラ 1 富士写真フイルム 昭和60年 世界初の２焦点切り替え式プログラム(23㎜と69㎜)を採用。

200604245 44プリモＪＲ露出計 露出計 1 東京光学機械 昭和35年 ベスト判二眼レフカメラ「44プリモＪＲ」に搭載された露出計。

200604246 〔ライカ・マウントアダプター 9㎝〕 マウントアダプター 1 エルンスト・ライツ(独) ライカ・スクリューマウント式の90㎜レンズをMマウント(バヨネット
式)のボディーに装着する際に使用するアダプター。

200604247 コンタックス・レンズケース レンズケース 1 京セラ コンタックス・ブランドのレンズを収納したケース。

200604248 〔シューブラケット〕 ストロボ接続アクセサリー 1 (不明) 外部ストロボとの接続アクセサリーと思われる。

200604249 パナソニックPE-20Sストロボ ストロボ 1 松下電器産業 コード不要のスレープ機能内蔵。コンパクトな薄型デザイン。

200604250 ジュピター8 50㎜F2.0 レンズ 1 会社名未詳（ロ) 旧ツァイスの流れを汲む標準レンズ。

200604251 ローライＵＶ-0.5レンズフィルター レンズフィルター 1 フランケ＆ハイデッケ(独) 紫外線カットフィルムを施したレンズフィルター。

200604252 バッテリー・テスター バッテリーチェック器 1 会社名未詳(米) カメラの電池の消耗具合を計る道具。

200604253 ライツ・ファインダー28㎜ ビューファインダー 1 エルンスト・ライツ(独) 外部取付型28㎜の広角ファインダー。

200604254 ライツ・ファインダー35㎜ ビューファインダー 1 エルンスト・ライツ(独) 外部取付型35㎜の広角ファインダー。

200604255 マミヤ16EEデラックス 16㎜カメラ 1 マミヤ光機 昭和37年 引き起こし式ファインダー。セレン露出計内蔵でEE自動絞り。

200604256 イカ・アイディール111 乾板フォールディングカメ
ラ

1 イカ(独) 大正 6×9判フィルムでの撮影も可能。アオリ機能付き。

200604257 カリーカメラ 乾板フォールディングカメ
ラ

1 カリー（独） 大正

200604258 〔ライツ・ライカＬ－Ｍアダプター〕 マウントアダプター 1 エルンスト・ライツ(独) 昭和 LマウントのレンズをMマウントのボディーへ接続する際に用いる
アダプター。

200604259 セコニック・オートルミ・モデルＬ158 露出計 1 セコニック 昭和 電池不要の露出計。
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200604260 ベビー・テンゴール ベスト半裁判箱型カメラ 1 ツァイス・イコン(独) 昭和6年 3×4判。ベスト半裁判の道を切り開いたカメラ。

200604261 ミノルタＦＳ－1100アダプター ストロボ接続アクセサリー 1 ミノルタ 平成 ミノルタの「α-si」「α-xi」シリーズ等にプログラムストロボの
「4000AF」等を取り付ける際のアダプター。

200604262 ライカ・ファインダー 21㎜ ビューファインダー 1 外部取付型21㎜の広角ファインダー。

200604263 マーキュリーⅡ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 ユニバーサル・カメラ（米） 昭和21年 外観は、ロータリーシャッターによる扇型回転カバーが特徴的。

200604264 タムロン・アスフェリカルLD28-300㎜Ｆ3.5-6.3マクロ レンズ 1 タムロン 広角から望遠まで対応できるズームレンズであり、レンズ収差を
少なくできる非球面レンズ仕上げになっている。

200604265 ミニヨン ベスト判スプリングカメラ 1 東京光学機械 昭和13年 のちに｢ミニヨンⅡ｣や｢Ⅲ」といった後継機が出た。

200604266 キヤノンレンズ135㎜Ｆ3.5 レンズ 1 キヤノン 望遠レンズ

200604267 ミノルタＭ-ロッコール28㎜Ｆ2.8 レンズ 1 ミノルタカメラ 広角レンズ。

200604268 メッツ・メカブリッツ34ＡＦ-3Ｍ ストロボ 1 メッツ(独) TTL調光専用のコンパクトストロボ。

200604269 ゴッセン・シックスチノ2 露出計 1 ゴッセン（独) アナログ露出計。セレン式なので電池不要。

200604270
－01～02

〔フォクトレンダー・ガラス乾板ホルダー〕 フィルムホルダー 2 フォクトレンダー(独) 遮光板付属。

200604271 〔ピントガラスフード〕 ピントガラスフード 1
中判カメラ用。

200604272 〔ツアイス・イコン・ガラス乾板ホルダー〕 乾板ホルダー 1 ツァイス・イコン(独) ガラス乾板を収めるホルダー。 ガラス乾板が残存。

200604273 〔KW ガラス乾板ホルダー〕 乾板ホルダー 1 ＫＷ(独) ガラス乾板を収めるホルダー。

200604274
－01～08

〔フィルムホルダー〕 フィルムホルダー 8 全8点(枝番処理とする。内訳は、黄色三
角形シール貼付2点、白三角形シール貼
付2点、白四角形シール貼付4点)。いず
れも遮光板付属。ただし、遮光板につい
ては、黄色シール貼付の1点は「MADE
IN GERMANY」の刻印あり。黄色シール
貼付の1点と白四角形シール貼付の1点
は遮光板の取っ手部分が平らでなく、な
だらかな山型になっている。その他は形
状同じ。

200604275 〔HAPPYガラス乾板ホルダー〕 乾板ホルダー 1 モルタ合資会社 ガラス乾板を収めるホルダー。蛇腹カメラの「ハッピー」に接続した
ものである。

200604276
－01～02

〔遮光板〕 遮光板 2 遮光板は、別名「引き蓋」ともいい、フィルムホルダーを外す時等、
フィルムに光が当たらないようにするための金属板のこと。形状は
異なるがメーカー不明の遮光板がもう1点あり(枝番処理)。

200604277 〔ロールフィルムホルダー〕 フィルムホルダー 1 ロールフィルム使用時に用いる着脱式フィルムホルダー。

200604278 〔ツァイス・イコン・ピントガラスフード〕 ピントガラスフード 1 ツァイス・イコン(独) 中判カメラ用。

200604279 〔暗箱〕 暗箱 1 カメラトラブルの際のフィルム取り出し作業等に用いるための箱。

※資料名の〔　〕は，整理者が外観・内容等から判断した仮名称。種別はフィルム規格を基準とした（一部特徴のある形態の場合は形態も併入した）。点数は１式も１点として数えている。メーカー名は当時の名称を記入した。発売年は，当該資料の
発売初年を記入した。発売初年が判明していない場合はわかる範囲まで記載している（例：昭和時代に発売されていれば昭和）。なお，カメラの不具合等については判明している分のみ記している。
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