№
200503008 オリンパストリップ35

資料名

種別

小久保コレクション
数量
ﾒｰｶｰ
発売年
1 オリンパス光学工業
昭和43年

200503009 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

200503010 オリンパス35DC

35㎜カメラ

1 オリンパス光学工業

200503011 ミノルタハイマチックAF‐D

35㎜カメラ

1 ミノルタカメラ

200503012 キヤノネット

35㎜カメラ

1 キヤノンカメラ

200503013 キヤノネット

35㎜カメラ

1 キヤノンカメラ

200503014 キヤノネットQL25

35㎜カメラ

1 キヤノンカメラ

200503015 ミノルタハイマチックC

35㎜カメラ

1 ミノルタカメラ

200503016 ウエルミーシックス

中判スプリングカメラ

1 大成光機

200503017 フジペット

中判カメラ

1 富士写真フイルム

200503018 ニコンL35AF

35㎜カメラ

1 日本光学工業

200503019 〔フジＴＷ-3型ケース入り男性用化粧セット〕

（化粧セット）

1 富士写真フイルム

200503020 パールＩＲＳ

セミ判スプリングカメラ

1 小西六本店

200503021 京セラ230AF

35㎜カメラ

1 京セラ

200503022 ミノルタ・ニューSR‐1

35㎜カメラ

1 ミノルタカメラ

200503023 オリンパス35RC

35㎜カメラ

1 オリンパス光学工業

200503024 フジカシングル‐8P2

8㎜シネカメラ

1 富士写真フイルム

200503025 ミノルタハイマチック７Ｓ

35㎜カメラ

1 ミノルタカメラ

特徴等
整理上の備考
世界初のプログラムEEシャッター搭載の｢オリンパスペンEES｣(昭
和37年発売)の35㎜判として開発されたロングセラーカメラ。
昭和48年 レンズは固定焦点式。露出はセレン光電池によるサークルアイ
式。専用ストロボによるフラッシュマチック機構を装備。
昭和46年 ストロボ使用時にもプログラムオート撮影が可能な世界初の自動 シャッター不調。
フラッシュマチック機構や逆光補正機能を搭載。
昭和56年 ミノルタカメラ独自のアクティブビームによるAFカメラとして海外に
輸出された｢ミノルタハイマチックAFデート｣の国内向け仕様。
昭和36年 キヤノン初の中級レンズシャッター式カメラであり,完全自動露出の
シャッタースピード優先式EEカメラ。低価格設定でヒットした。
昭和36年 「200503012」参照。
「MATSUYA \2,000」の値札シール貼
付。
昭和40年 ＱＬはクイックローディング（摩擦による簡便なフィルム巻上）の略。 「\500」の値札シール貼付。ボディーにカ
同年発売の「ＱＬ17」｛ＱＬ19」の普及機種。
ビ目立つ。
昭和44年 沈胴式レンズ及びフラッシュマチック機能(距離にあわせて適正絞
りに連動)を搭載したコンパクトなカメラ。
昭和26年 軍艦部に透視・反射ファインダーが並列しているのが特徴。翌年 ボディーのカバー剥離注意。
発売の「Ｅ型」との違いはシンク接点とシャッター前面の意匠。
昭和32年 子ども向けに発売された使いやすいカメラ。35㎜カメラ風の外観。
鏡胴部にシャッターレバーがある。ボディー色は６色ラインナップ。
当該資料のボディーは黒。
昭和58年 ニコンのコンパクトカメラ第1号機。「ピカイチ」の愛称で売り出され 専用ケース入り。
た。
(昭和60年) 「フジTW-3」をかたどったケース内に携帯用の「ヘアートニック」「ア 販売促進用か。男性用化粧品はいずれ
フターシェーブローション」「ヘアーリキッド」を収納。
も未使用。ケースは鏡付き。
昭和25年 戦前から発売の「セミパール」に単独距離計が組み込まれた
「パールⅠ」のシャッター等を一部変更したもの。
昭和61年 京セラ初のAF一眼レフ。ペンタプリズム部に一体化する着脱式ス
トロボを装備。「ヤシカ」ブランドで輸出された。
昭和40年 ミノルタ初の一眼レフカメラ「ＳＲ‐２」の普及機バージョン「ＳＲ‐１」
（初代）に内蔵のＣｄＳ露出計を加えたもの。
昭和45年 「リチャード」の愛称で売り出された。シャッタースピード優先AEの
距離計連動式。巻上ノブは背面にある。
昭和53年 高級機化した8mmカメラをより手頃な値段で販売したもの。持ち運 専用ケース入り。
びに便利なコンパクトで最軽量タイプの映写機。
昭和41年 ＣｄＳ露出計内蔵のＥＥカメラ「ハイマチック７」の後継機。

200503026 ヤシカエレクトロ35

35㎜カメラ

1 ヤシカ

昭和41年

200503027 キヤノン・オートボーイS(キヤノン・オートボーイSパノ 35㎜カメラ
ラマ)
200503028 コダックEK6インスタントカメラ
インスタントカメラ

1 キヤノン

平成5年

200503029 ポラロイドSX-70ランドカメラ・ソナー・オートフォーカス インスタントカメラ

1 ポラロイド（米）

200503030 ポラロイド・オートマチック340ランドカメラ

インスタントカメラ

1 ポラロイド（米）

200503031 フジカシングル‐8サウンドZXM300

8㎜シネカメラ

1 富士写真フイルム

35㎜カメラ

1 イーストマン・コダック（米） 昭和51年
昭和54年

昭和51年
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世界的にも先駆的な電子制御式35㎜カメラ。F1.7レンズの搭載に
より暗い所でも写せる事や堅牢さを売り物に世界的にヒットした。
ＡＦ35㎜全自動ズームカメラの最高級機種として開発されたもの。
パノラマへの切り替え可能。Ｓはスーパーの意。
米国製だが,米国では販売されていない。サイドレバーによる
シャッター。望遠・中距離・近距離の三段階絞り。
上部の大きな円形ソナー窓により超音波を出して被写体との距離
を測り,自動的に焦点を合わせられる。「ＳＸ‐70」シリーズ最終機。
プラスチックボディーで三脚用の穴はない仕様。
カバー付き。カバー内には①昭和50年7
月28日付けの購入日を記した保証書②
取扱説明書③フィルムに関する注意事
項④コールドクリップ（寒冷地での現像時
に写真を温めるもの）在中。
付属のマイクで同時録音を可能にした軽量でコンパクトな映写機。 専用ケース入り。
2.7倍ズームレンズを搭載。磁気録音帯を塗布したサウンドフィル
ムを使用。

数量
1 エルモ

小久保コレクション
ﾒｰｶｰ
発売年

№
資料名
200503032 エルモC-200シングル‐8

種別
8㎜シネカメラ

200503033 コダックディスク8000

ディスクカメラ

1 イーストマン・コダック（米） 昭和57年

200503034 コダックポケット・インスタマチック10

110判カメラ

1 イーストマン・コダック（米） 昭和48年

200503035 コダックディスク4000

ディスクカメラ

1 イーストマン・コダック（米） 昭和57年

200503036 ポラロイド・スペクトラシステムMS

インスタントカメラ

1 ポラロイド（米）

昭和61年

200503037 コニカオートＳ2ＥＬ

35㎜カメラ

1 小西六写真工業

昭和41年

200503038 ミノルタV2

35㎜カメラ

1 ミノルタカメラ

昭和33年

200503039 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

200503040 ヤシカハーフ17EEラピッド

35㎜ハーフサイズカメラ

1 ヤシカ

昭和41年

200503041 キヤノンFTQL

35㎜カメラ

1 キヤノンカメラ

昭和41年

200503042 キヤノンFTQL

35㎜カメラ

1 キヤノンカメラ

昭和41年

200503043 キヤノンEXオート

35㎜カメラ

1 キヤノン

昭和47年

200503044 ペンタックスSFX

35㎜カメラ

1 旭光学工業

昭和62年

200503045 フジカGER

35㎜カメラ

1 富士写真フイルム

昭和49年

200503046 キヤノネットG‐Ⅲ17(キヤノネットQL17Ｇ‐Ⅲ)

35㎜カメラ

1 キヤノン

昭和47年

200503047 ペンタックス・ズーム90

35㎜カメラ

1 旭光学工業

平成元年

200503048 コニカC35EF

35㎜カメラ

1 小西六写真工業

昭和50年

200503049 コダックディスク8000

ディスクカメラ

1 イーストマン・コダック（米） 昭和57年

200503050 コニカC35AF

35㎜カメラ

1 小西六写真工業

200503051 コダックディスク8000

ディスクカメラ

1 イーストマン・コダック（米） 昭和57年

200503052 コダックディスク6000
－01～02

ディスクカメラ

2 イーストマン・コダック（米） 昭和57年

昭和52年
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特徴等

「200503035」に接写機構を付加して前面に保護カバーが付くとと
もに,さらにセルフタイマーと液晶デジタル時計が内蔵された。
固定焦点・固定絞り・単速シャッターのポケットカメラ。底部レバー
による巻上。
円盤状にフィルムを15コマ配したディスクフィルム（カートリッジ式）
を初めて用いたカメラ。レンズカバーを閉じるとロックする。
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。ボディー色は銀。
専用アクセサリーによりリモートコントロールも可能。
世界初のCdSを受光素子に採用したAEカメラ 「コニカオートＳ」の
後継機にあたり（間に「Ｓ2」が入る）,フィルム巻き上げ軸にイー
ジーローディング（EL）方式を採用。
世界初の1/2000レンズシャッターを搭載したレンズシャッター（Ｌ
Ｓ）カメラ。
Ｆ1.9の高性能大口径レンズ等を搭載。

整理上の備考
専用バッグ入り。「堀内」のシール貼付。
ナショナルH-3P電池及び電池パック(単
三乾電池4本入り)付属。また富士フイル
ムの乾燥剤2点、眼鏡拭き(小林時計店)1
点在中。
「\500」のシール貼付。
「\100」の値札シール貼付。
専用ケース入り。
販売時の箱・専用ケース付属。トランス
ミッターとレシーバーのセット及び三脚(別
の箱入り)一式。

「巻上不調」のシール貼付。

「ヤシカハーフ17」にラピッドシステム対応機能を持たせた機種。 専用ケース入り。
軍艦部上面の表記には「Half 17 Rapid-EE」と「Half 17 EE Rapid」
の二種があり,当該資料は後者にあたる。
35mm一眼レフ。絞り込みTTL測光機能を搭載。
「200503041」と同じだが、当該資料は外装を黒塗装処理したバー シャッター不調。
ジョン。
TTL開放測光、シャッタースピード優先式のAE一眼レフ。「キヤノン ボディーにカビ付着。
EXEE」(昭和44年)の改良型。
世界初の格納型TTLダイレクト測光方式ストロボを内蔵したAF一
眼レフ。「SF」は,スーパーフォーカスの略。
同時発売の「フジカＧＥ」の上位機種（セルフタイマーと二重像合致 シャッター不調。
式連動距離計を付加）。「ＧＥ」とともに35㎜カメラでは初めて裏蓋
にフィルム装填確認用窓を設けた。
従来のキヤノネット・シリーズより小型・軽量化された全自動のフ ボディーにカビ付着。
ラッシュオート機構初採用製品「ニューキヤノネットQL17」の後継
機。
ズームレンズ搭載で,ズーム速度は二段階に切り替えられるコンパ 「オートストロボ不良エラー」のシール貼
クトカメラ。
付。
世界初のストロボ内蔵カメラ。「ピッカリコニカ」の愛称で爆発的に 乾電池の液漏れ跡あり。
ヒットし,以後コンパクトカメラのストロボ内蔵が主流となる。
「200503033」参照。
専用ケース入り。ディスクフィルムカバー
が残存。
世界初の自動焦点調節機能(AF)搭載カメラ。｢ジャスピンコニカ｣ 当該資料は破損により内部露呈。取扱
の愛称で大ヒットした。これによりカメラ業界はAF化路線を推進し 注意。
た
「200503033」参照。
透明ケース入り。取扱説明書・保証書・
愛用者登録カード・「コダックディスクカメ
ラの上手な写し方」説明書付属。
「200503035」に接写機構が付加されたもの。ボディー前面に保護 同じものを2点一式として整理（各透明
カバーが付き,撮影時にはそれを倒して（外して）使用。
ケース入り)。片方はセロハンテープ貼付
のため不開。取扱説明書・愛用者登録
カード・保証書付属。

№
200503053 エイコーX3000

資料名

種別
35㎜カメラ

小久保コレクション
数量
ﾒｰｶｰ
発売年
1 会社名未詳（台）

特徴等
整理上の備考
｢WEIKO｣銘のトイカメラ。固定焦点で,フードも巻上ノブもプラスチッ 専用ケース及び発売時の箱入り。取扱
ク製。レンズは「LAVEC OPTICAL LENS 50㎜」。製造地は台湾。 説明書（英文）付属。
オールプラスチック製のトイカメラ。
ストラップ切断。「サクラカラーSR-V100」
(110カートリッジフィルム),取扱説明書付
属。箱入り。
ポケットカメラ。アーガス社(米)の子会社であるカナダ・アーガス社 発売時の箱・ストラップ付属で未使用。
の製造で,日本の極東アーガス社が香港経由で輸入・販売したも
の。
ポケットカメラながら35㎜カメラ的な外観。自動巻上機能を搭載し 発売時の箱・専用ケース・取扱説明書・
た。AWとは「オートワインダー」(電動巻き上げ)の略。
保証書・愛用者登録カード付属で未使
用。
「200503012」「200503013」参照。
発売時の箱(一部破損)・専用ケース入
り。乾燥剤2点残存。シャッター不調。ボ
ディー底部に汚損.なお,当該資料には無
関係と思われるレンズキャップも残存。

200503054 パチパチくん

110判カメラ

1 ブルーライン

200503055 ミラックス・ケアフリー400

110判カメラ

1 カナダ・アーガス(加)

昭和

200503056 ポケットフジカ・フラッシュAW

110判カメラ

1 富士写真フイルム

昭和54年

200503057 キヤノネット

35㎜カメラ

1 キヤノンカメラ

昭和36年

200503058 キヤノン・オートズーム318M

8㎜シネカメラ

1 キヤノン

昭和47年

200503059 〔缶型カメラ〕（CC135A/CC135カメラ)

35㎜カメラ

1

200503060 ポケット・かん・カメラ110TX「Drink Coca-Cola」

110判カメラ

1 タイザー

昭和54年

200503061 コニカEFJオートデート

35㎜カメラ

1 小西六写真工業

昭和57年

200503062 コニカMANBOWオートデート

35㎜カメラ

1 小西六写真工業

昭和62年

コニカ初の生活防水カメラ。独特の流線型ボディー。フィルム感度 ボディーの色は白。専用ケース入り。取
セットノブが付く。
扱説明書・ストラップ付属。説明書では、
オートデート機能は2019年3月31日まで
自動的に記録するとしている。

200503063 よく撮れぞうくん２(GX400・24枚撮り)

レンズ付きフィルム

1 コニカ

昭和63年

200503064 とりっきりコニカもっとMini・白黒プリント専用タイプ・フ レンズ付きフィルム
ラッシュ付（24枚撮り）
200503065 キヤノン・モーターズーム8EEE
8㎜シネカメラ

1 コニカ

平成

1 キヤノンカメラ

昭和37年

35㎜フィルム(コニカカラーＧＸ400）使用の使い捨てカメラ。レンズ 未使用(密封パックに在中)。有効期限は
はＦ11の固定焦点。ボディーは流面形になっている。
1991年2月。
未使用(密封パックに在中)。有効期限は
1998年2月。
使用するフィルムは｢スーパー8カートリッジフィルム」。
巻取リール残存。

200503066 サンキョウ・マクロフォーカス・スーパーMF-404

8㎜シネカメラ

1 三協精機

200503067 フジ・フォトラマ・スリムエース

インスタントカメラ

1 富士写真フイルム

平成６年

ＩＳＯ800のインスタントカラーフィルム「エース」を使用。画面は6.9
×9.1㎝。より軽量化された折畳式カメラであり,厚さ3.9㎝を実現。

200503068 フジカシングル-8AX100

8㎜シネカメラ

1 富士写真フイルム

昭和48年

200503069 フジカシングル-8Z2Aインダストリアル

8㎜シネカメラ

1 富士写真フイルム

昭和

Ｆ1.1, 13㎜という明るいレンズを搭載した夜の撮影に強い8㎜カメ
ラ。
昭和41年発売の「Ｚ2」の改造版で,業務用に販売されたもの。

200503070 フジカシングル-8サウンドAXM100

8㎜シネカメラ

1 富士写真フイルム

昭和51年

「200503031」の姉妹機。レンズは固定焦点でファインダーは透視
実像式。

200503071 ヤシカエレクトロ35GT

35㎜カメラ

1 ヤシカ

昭和45年

世界初の光学分野にエレクトロニクスを導入したカメラ。明るさに
応じてシャッター速度を決められる機能及び二重像合致式の焦点
合わせ機能搭載。夜や室内でもカラーの露出を自動計算。

世界初のモノリシックIC使用の測光回路により,電圧変動をおさえ 接眼レンズ周囲が破損。グリップ部にニ
て高精度な露出を実現。新設計3倍ズーム,マクロ機構付きでグ
ス塗布の形跡あり。
リップもレンズ下部への折り畳み組込式となっている。製造地は台
湾。
ボディーは白色無地。缶ジュースや缶コーラのような外観。

ストラップ・英文と和文の取扱説明書付
属。
｢200503059」と同じ缶型のカメラだが,当該資料には「Coca-Cola」 発売時の箱入り。取扱説明書付属。
のロゴ等が付いたもの。コカコーラ社の販売促進用に製造された
ものと思われる。
「コニカC35EF3Ｄ」の廉価版。世界初のフラッシュ内蔵カメラ｢コニ 専用ケース入り。ボディーの色は赤。
カC35EF」の系譜に属し,これを小型・軽量化した「コニカC35EF3」,
さらにオートデート機能を付けた「コニカC35EF3D」と続いた中で発
売。

グリップ部は折畳式。
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専用ケース入り。乾電池装填ケースは一
部破損。
専用ケース入り。小久保氏住所・氏名入
りシール及びプリントクラブ写真シール2
点貼付。（個人情報保護により非公開）
専用ケース(汚れあり)入り。カメラ内部に
フィルム端が残存。
「エルモ」のケース入り。ケース内には乾
燥剤入り。ストラップ付属。
発売時の箱入り。陳列用スタンド・取扱説
明書・保証書・愛用者登録カード付属。
フィルム残存。
取扱説明書(「ヤシカカラーコンテスト｣応
募要領を挟み込む)・保証書・販売カード・
ヤシカ製品案内書付属。

№
200503072 ヤシカエレクトロ35

資料名

種別

小久保コレクション
ﾒｰｶｰ
発売年
昭和41年

200503073 ミノルタ16モデル-P(ミノルタ16P)

16㎜カメラ

1 千代田光学精工

昭和35年

特徴等
整理上の備考
電子シャッター式ＥＥカメラで,大口径Ｆ1.7レンズを搭載。電子カメラ
の先駆け的機種。
ポケットカメラのような外観。
ボディー内部にフィルムケース在中。

200503074 ミノルタ16モデル-P(ミノルタ16P)

16㎜カメラ

1 千代田光学精工

昭和35年

「200503073」参照。

200503075 ミノックス35GL

35㎜カメラ

1 ミノックス(独)

昭和50年

200503076 フジカラー・スーパーHR 写ルンですHi(24枚撮り)

レンズ付きフィルム

1 富士写真フイルム

昭和62年

200503077 写ルンです専用グリップ式三脚付きセルフタイマー・
ジークリッパーＳ
200503078 〔フジカラー・スーパーHRⅡ関連グッズ〕

セルフタイマー

1 富士写真フイルム

ボディーは強化グラスファイバー製のため軽量であり,レンズは開 専用ケース入り。取扱説明書(英文)付
閉カバーにより沈胴する。
属。
110判フィルム使用の初期モデルから35㎜フィルム使用に変更さ
れ高画質化。レンズはＦ11の固定焦点。同年中にストロボ付きも
発売。
「写ルンです」専用取り付けのセルフタイマー。
未開封。「\98」の値札シール貼付。

携帯用小物入れ

1 富士写真フイルム

販売促進用グッズか。ミッキーマウスのイラスト入り。

200503079 ミノルタレンズMCテレロッコールQF200㎜Ｆ3.5

レンズ

1 ミノルタカメラ

昭和

200503080 キヤノンレンズＦＬ35㎜Ｆ2.5

レンズ

1 キヤノンカメラ

昭和39年

200503081 コムラーレンズ105㎜Ｆ2.5

レンズ

1 三協光機

200503082 タムロンAF28‐200㎜F/3.8‐5.6

レンズ

1 タムロン

200503083 ケンコーLBC4φ48

レンズフィルター

1 ケンコー

200503084 ケンコーL40Cφ48

レンズフィルター

1 ケンコー

｢200503083」と同じケース入り。

200503085 フジカ・レンズフード シングル-8・Z2用

レンズフード

1 富士写真フイルム

発売時の箱入り。「定価800円」値札シー
ル貼付。

200503086 フジノン-CP190㎜Ｆ8

レンズ

1 富士写真光機

200503087 ＬＰＬパッチテープスプライサー712-803

パッチテープスプライサー

1 ＬＰＬ

昭和

200503088 フジカシングル‐8Ｚ1・Ｚ2用リモートコントロールコード リモートコントロールコード

1 富士写真フイルム

昭和

200503089 〔レリーズ〕

レリーズ

1

200503090 カメラブラケット・スーパーデラックスＴ．Ｓ

ハンドグリップ

1

フィルムをカットしてつなぐもの。フジカシングル‐8及びスーパー8 発売時の箱入り。｢\1,600」の値札シール
用。
貼付。取扱説明書(英文)付属。
8㎜カメラのリモコン撮影用コードで,グリップとカメラを連結するも 発売時の箱入り。
の。長さは4m。
カメラのシャッターボタンに取り付けるもので,露光時間の長い場合
や離れて撮影する際等に用いられた。
露光時間の長い写真を撮る際にレリーズを付けて使用。

200503091 〔レリーズ〕

レリーズ

1 ハンザ

「200503089」参照。

200503092 〔エアレリーズ〕

レリーズ

1

指で押すのではなく,エアーを送り込んでシャッターを押す器具。

200503093 〔エアレリーズ〕

レリーズ

1

巻取式。

200503094 〔レリーズ〕

レリーズ

1

「200503089」参照。

200503095 ケーブルレリーズ

レリーズ

1 ミノルタ

「200503089」参照。

200503096 東芝BC発光器P‐3Ⅱ

発光器

1 東京芝浦電気

35㎜カメラ

数量
1 ヤシカ

平成4年

昭和
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専用ケース入り。

｢キヤノン58㎜スカイライト1×｣装着。｢シ
グマ｣のレンズケース入り。

近接撮影のためのアダプターレンズ。

発売時の箱入り。レンズキャップ・レンズ
フード・愛用者登録カード付属。乾燥剤在
中
取扱説明書付属。

朝夕用。

｢200503084」と同じケース入り。

コードの色は黒。

専用ケース入り。｢\500」の値札シール貼
付(ただし剥れやすいので取扱注意)。

発売時の箱(一部破損)入り。

シャッターに同調して電球(閃光電球)を発光させ,撮影の照明とす 電球は付いていない。専用ケース入り。
るもの(フラッシュバルブ)。一度光るとその電球は二度と使えない 取扱説明書付属。
ので交換が必要。反射板は円形に広がる(アンブレラ型)。

発光器

200503098 ナショナル発光器モデルPB-3

発光器

1 松下電器産業

昭和

200503099 ナショナル・パナフォトPB‐５

発光器

1 松下電器産業

昭和

200503100 東芝BC発光機P‐3

発光器

1 東京芝浦電気

昭和

200503101 ナショナル・パナフォトPB‐５

発光器

1 松下電器産業

昭和

特徴等
整理上の備考
反射板が円形に広がるタイプ(アンブレラ型)。ウエスト電気は現パ 電球は付いていない。専用ケース入り。
ナソニックフォト・ライティング社。
反射板が円形に広がるタイプ(アンブレラ型)。
電球は付いていない。専用ケース入り。｢
\100」の値札シール貼付。
反射板が円形に広がるタイプ(アンブレラ型)。
電球は付いていない。｢\100」の値札シー
ル貼付。
｢200503096」の前の商品。外観・仕様はほぼ｢200503096」に同じ 電球は付いていない。専用ケース入り。
だが,表示内容・テストボタンの色等が若干異なる。
｢200503099」参照。
電球は付いていない。

200503102 キヤノン・フラッシュユニットJ‐3

発光器

1 キヤノンカメラ

昭和

箱型タイプのもの。

200503103 東芝BC発光機P‐3Ⅱ

発光器

1 東京芝浦電気

昭和

｢200503096」参照。

200503104 ナショナル・ミニトップⅡ

ストロボ

1 松下電器産業

昭和

箱型で縦長に装着するタイプ。

200503105 キヤノライトD

ストロボ

1 キヤノン

ストロボ

2 オリンパス光学工業

ストロボ

1 ハクバ写真工業

(昭和47年) ｢キヤノンＥＸオート｣に装着すると撮影距離に応じた適正露出が自 専用ケース入り。
動セットされた(CATシステム)。夜でも失敗のない撮影が可能。
｢ＸＡ｣シリーズ専用ストロボ。カメラボディーと一体化した装着を前 2点とも上面のロゴ欠損。
提としたデザイン。
コード付属。専用ケース入り。

200503108 キヤノン・スピードライト300EZ

ストロボ

1 キヤノン

200503109 ヒカル小町

ストロボ

1 モーリス写真工業

平成

200503110 フジカシングル‐8用ライトアダプター

ライトアダプター

1 フジ写真フイルム

昭和

200503111 ナショナル・オートパナPE‐3000

ストロボ

1 松下電器産業

200503112 ペンタックスAF280T

ストロボ

1 旭光学工業

200503113 東芝BC発光機

発光器

1 東京芝浦電気

200503114 ナショナル・オートパナPE‐3000

ストロボ

1 松下電器産業

200503115 コダックディスク4000用ケース

カメラケース

200503116 キヤノン・バーコードリーダーE

バーコードリーダー

200503117 ミノルタ・カードケース１

カードケース

200503118 ミノルタ・カードケース１

カードケース

200503119 ミノルタ・カードケース２

カードケース

200503120 ミノルタ・カードケース２

カードケース

200503121 〔ミノックス・フラッシュキューブ・ガン〕

発光器

200503106 オリンパス・エレクトリックフラッシュA11
－01～02
200503107 ハクバ・オットDC‐20N

種別

小久保コレクション
数量
ﾒｰｶｰ
発売年
1 ウエスト電気
昭和

№
資料名
200503097 ウエスト・ハイパーB２Ⅱ

昭和

電球は付いていない。｢\100」の値札シー
ル貼付。
発売時の箱入り。簡易露出表・取扱説明
書付属。専用ケース入り。

キヤノン独自の技術を搭載したＡＦ一眼レフの｢ＥＯＳ」用に開発さ 取扱説明書付属。専用ケース入り。
れたストロボ。暗所のみでなく,デイライトシンクロ撮影も可能。
スレーブフラッシュ(ストロボ撮影時にセンサが同調して発光)する 発売時の箱入り。｢\2,500」の値札シール
小型コードレス補助ストロボ。手動も可。形状は変形六角形。
貼付。
8㎜シネカメラにライト(照明)を接続する際に利用。フジカシングル 発売時の箱入り。取扱説明書付属。
‐8のＰ100・Ｐ105・Ｐ300・Ｐ400で使用可能。
単3電池４本で可動。専用のＡＣコード接続により使用することもで アダプター付属。専用ケース入り。
きる(当該資料にはＡＣコード付属せず)。
照射角度は28㎜レンズの画角をカバーし,発光部の角度を上下左 専用ケース入り。
右に動かしてバウンス照明や近接ストロボ撮影も可能。
｢200503100」の前の商品。外観・仕様はほぼ｢200503100」に同じ。 値札シールと思われる剥離跡あり。
｢200503111」参照。

アダプター・電源コード付属。専用ケース
入り。
1 イーストマン・コダック（米） (昭和57年)
発売時の箱入り。一部に汚損あり。｢
\100」の値札シール貼付。
1 キヤノン
(平成2年) 「キヤノンＥＯＳ10ＱＤ」用のプロの撮影テクニックを作例ブックから 専用ケース入り。シール剥離跡あり。
読み取ってカメラにインプットすることで,それぞれに対応した撮影
モードに変換。
1 ミノルタカメラ
(昭和63年) インテリジェントカード(最適な露出・補正等をカメラに伝える。「ミノ 中にカード３点(「スポーツ」「ポートレート」
ルタα7700i」から導入)収納ケース(３枚収納可)。プラスチック製。 「クローズアップ」)残存。
1 ミノルタカメラ
(昭和63年) 「200503117」参照(ただしインテリジェントカードは残存していな
専用ケース入り。
い)。
1 ミノルタカメラ
インテリジェントカード収納ケース。人工皮革製で収納できるカード ｢\300」の値札シール貼付。
は10枚。ストラップやベルトへの装着が可能。
1 ミノルタカメラ
「200503119」参照。
未使用。取扱説明書付属。｢\200」の値
札シール貼付。
1 ミノックス(独)
ミノックス用にフラッシュキューブ(四つの電球を一つにまとめたも 電球は付いていない。専用ケース入り。
の。一旦装着すれば４回発光撮影可能)を装着するための発光
「\300」の値札シール貼付。
器。
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№
200503122 マイネッテ・ブロアー

資料名

200503123 〔アルカリ電池・水銀電池変換アダプター〕
－01～13

種別
清掃具
電源補助具

小久保コレクション
数量
ﾒｰｶｰ
発売年
1 みなと商会
13 セレック

(平成7年)

特徴等
整理上の備考
レンズの埃等を除去するために用いる。マイネッテはみなと商会
のブランド(みなと商会は既に消滅)。
水銀電池の製造中止に伴い,中古カメラ専門店「セレック」が製造し ペンタックスの小物入れに収納。
た他の電池でもカメラを可動できるようにするための各種のアダプ
ター。
英文。
デート機能説明書・説明シール付属。

200503124 ニコンL35AD取扱説明書

取扱説明書

1 日本光学工業

昭和60年

200503125 キヤノン・オートボーイＳ取扱説明書

取扱説明書

1 キヤノン

平成5年

200503126 キヤノンEFズームレンズ取扱説明書

取扱説明書

1 キヤノン

平成6年

200503127 みのりパンSSフィルム取扱説明書

取扱説明書

1 六和

ＥＦズームレンズは「キヤノンＥＯＳ」用交換レンズとして開発された
完全電子制御のオートフォーカスレンズ。
フィルムの使用説明書（フィルム規格は不明）。

200503128 〔ミノルタ・35㎜フィルム用パノラマフレーム及びアダプ パノラマフレーム
－01～03 ター〕

3 ミノルタ

35㎜カメラでパノラマ撮影を行う際に使用。

200503129 〔ミノルタα5700ｉ・α3700ｉ用パノラマフレーム及びア
ダプター〕
200503130 〔ミノルタα8700ｉ・α7700ｉ用パノラマフレーム及びア
ダプター〕
200503131 〔キヤノンPA‐1000・35㎜フィルム用パノラマフレーム
－01～02 及びアダプター〕
200503132 〔ピントグラス及びピントグラス交換器〕

パノラマフレーム

1 ミノルタ

平成

パノラマフレーム

1 ミノルタ

平成

パノラマフレーム

2 キヤノン

(平成3年） 「キヤノンＥＯＳ1000ＱＤ‐Ｐ」対応の着脱式パノラマフレーム。

パノラマフレーム

1 キヤノン

交換用ピントグラス及びその交換器(アダプター)。

パノラマフレーム
フィルムケース

2 うち１点はオリンパス光学
工業
1 コニカ

200503135 〔フィルムケース〕

フィルムケース

1

200503136 〔ポラロイドフィルム セット用箱入り販売〕

インスタントフィルム(カ
ラー)

1 ポラロイド(米)

未開封ため詳細は不明。箱書きに「このフィルムは『セット用箱入 箱には11ヶ国語の注意書きが記載。未
り』でのみ販売されます」とある。フィルムの有効期限は平成10年 開封。ただし,中身確認のため開封(フィル
11月。
ムは未開封)。フィルムクーポン券付属。

200503137 ポラロイド・スペクトラフィルム(10枚撮り）

インスタントフィルム

1 ポラロイド・ヨーロッパ(蘭)

画面：7.2×9.1㎝。スペクトラシステムのカメラ用フィルム（自己現
像方式)。日本国内向け製品(販売：日本ポラロイド)。

1 富士写真フイルム

画面：7.2×9.1㎝。富士写真フイルムが独自に開発したインスタン 未開封。有効期限は平成２年９月５日。
ト写真システム（フォトラマ）のカメラ用カラーフィルム（自己現像方 ただし,収蔵資料展開催時に箱を開封。
式）。
110判カメラ用カラーフィルム。
未開封。有効期限は平成４年９月。ただ
し,収蔵資料展開催時に１本は箱を開封。

200503133 〔35㎜フィルム用パノラマフレーム〕
－01～02
200503134 〔コニカ・フィルムケース〕

200503138 フジ・インスタントカラーフィルムFＩ‐10ＬＴフォトラマ(10 インスタントフィルム
枚撮り)
200503139 フジカラー・スーパーHG100・110カートリッジフィルム 銀塩フィルム
－01～04 (24枚撮り)

4 富士写真フイルム

200503140 フジ・ネオパン1600スーパーPRESTOモノクロ35㎜フィ 銀塩フィルム
－01～02 ルム(24枚撮り)

2 富士写真フイルム

値札シールの貼付跡あり。

専用ケース入り。各ケースに「\100」の値
札シール貼付。
プラスチックケース入り。交換器は一部
破損。
各ケース入り。ケースには｢\100」の値札
シール貼付。

35㎜フィルム(パトローネ)を２本収納できる(分離型)。片方のケー
ス蓋には「U.N」のロゴ入り。プラスチック製。
人工皮革製。35㎜フィルム(パトローネ)を１本を収納できる。

35㎜カメラ用白黒フィルム。
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各専用ケース入り。枝番１はフレームに
「MINOLTA」のロゴ入りでケースに｢
\100」値札シール貼付。枝番２もフレーム
に「MINOLTA」のロゴ入りでケースに｢
\300」の値札シール及び「パノラマタイ
プ」のシール貼付。枝番３はフレームにロ
ゴはなくケースに「\300」の値札シール貼
付。

未開封。有効期限は平成７年２月。

未開封。有効期限は平成３年１月。ただ
し,収蔵資料展開催時に１本は箱を開封。

№
資料名
種別
200503141 コニカ・インプレッサ50プロフェッショナル・6×6カラー 銀塩フィルム
－01～02 フィルム(12枚撮り)

数量
2 コニカ

小久保コレクション
ﾒｰｶｰ
発売年
平成

特徴等
整理上の備考
軟調で低感度高解像度を実現したフィルム。中判カラーフィルム。 未開封。有効期限は平成８年11月。ただ
し,収蔵資料展開催時に１本(「特100」の
値札シール貼付)は箱を開封。残り１本は
箱に「特480」の値札シール貼付。

200503142 アイコー・スーパーHR100ライトパン・35㎜カラーフィル 銀塩フィルム
1 愛光
デイライトタイプ。35㎜カラーフィルム。
パトローネのみ（フィルムが中にある可能
ム(24枚撮り)
性あり）。
200503143 フジクロームRT200・シングル‐８カラームービー・タン ８㎜フィルム(シネマ用)
1 富士写真フイルム
昭和
フジカシングル‐８用カラーフィルム。タングステンタイプとは,夜間・ 未開封。有効期限は昭和63年６月。ただ
グステンタイプ
室内等光量の少ない場所での撮影に適した高感度フィルム。
し箱の一部が切り取られている。
※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。
※小久保コレクションは平成17年度に寄贈により受け入れているが,同年度にはそれまで７点の資料を寄贈により受入済みであったので,小久保コレクションの資料番号は「008」より始まっている。
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