
別紙資料①　小久保コレクション（第二次受入分）

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200903001 コダックおもしろカメラ・パノラマ(15枚撮り) レンズ付きフィルム（35㎜） 1 イーストマン・コダック(米) 1992年 ISO400の35㎜フィルム15枚撮り。25㎜相当の超広角レンズを内蔵

し、フィルムの上下をカットすることでパノラマ撮影を行った。
未開封。2個入りカ。

200903002 〔コダカラーVR-G宣伝貯金箱〕 貯金箱 1 イーストマン・コダック(米) カラープリント用35㎜フィルム24枚撮りフィルムの「コダカラーVR-
G」の販売促進物と思われる。

セロハン包装。未使用カ。

200903003 〔エクタクローム100宣伝貯金箱〕 貯金箱 1 イーストマン・コダック(米) カラースライド用35㎜フィルム36枚撮りフィルムの「エクタクローム
100」の販売促進物と思われる。

セロハン包装。未使用カ。

200903004 〔アイピース〕 カメラアクセサリー 1 ミノルタ カメラ本体のファインダーに連結して使用するもの。

200903005 〔アイピースアダプター〕 カメラアクセサリー 1 ファインダー像を拡大するマグニファイヤーとアイピース（接眼レン
ズ）とを接続する部品。

200903006 ８㎜カメラ編集用タイトル「結婚式」 8㎜フィルムタイトル 1 富士写真フイルム 8㎜フィルムを編集する際に用いるもの。 未使用。箱入り。

200903007 ８㎜カメラ編集用タイトル「スキー」 8㎜フィルムタイトル 1 富士写真フイルム 8㎜フィルムを編集する際に用いるもの。 未使用。箱入り。

200903008 ８㎜カメラ編集用タイトル「お正月」 8㎜フィルムタイトル 1 富士写真フイルム 8㎜フィルムを編集する際に用いるもの。 未使用。箱入り。

200903009 ８㎜カメラ編集用タイトル「クリスマス」 8㎜フィルムタイトル 1 富士写真フイルム 8㎜フィルムを編集する際に用いるもの。 未使用。箱入り。

200903010 クローズアップレンズ100(アダプターレンズ) レンズ 1 富士写真フイルム ８㎜カメラ「シングル-8」の「P1」「P100」「P105」用の近接撮影用レ
ンズ。

使用説明書・専用ケース附属。箱入り。

200903011 カメラレベルダブル 水平器 1 カルト カメラ用の水平器。 販売時状態のままで未使用。

200903012-
01～02

〔フジカラー写るんですスーパースリム模型〕 カメラ（レンズ付きフィル
ム）模型

2 フジ写真フィルム 平成８年頃 店頭展示見本。

200903013 ファルタ乾電池(V27PX-MERCURY・5.6V) 乾電池 1 VARTA(ファルタ) カメラ用乾電池。ＶＡＲＴＡはドイツのメーカ－。 未開封。

200903014 フジカラースーパー100HR（写ルンです） レンズ付きフィルム（110判） 1 富士写真フィルム 昭和61年 ISO100のレンズ付き付フィルム。110フィルム使用。記念すべき
「写ルンです」の初代機。24枚撮り。

外装は受入時未開封であったが、寄贈
者の了解を得て開封。

200903015 APSフォトカートリッジ&インデックスプリント・ファイリ
ングケース

ファイリングケース 1 チクマ APS専用フィルム「IX240」の24巻収納ケース及び現像済フィルム
のファイリング用ポケット(X12)。

200903016 ペンタックス・ズーム60 35㎜カメラ 1 旭光学工業 昭和63年 ズーム機能付きオートフォーカスレンズ搭載。焦点距離は38～60
㎜。クォーツデート、オートフラッシュ内蔵。

200903017 テレ（望遠）カルディア・スーパーNデート（ニュー望
遠カルディア・スーパーデート）

35㎜カメラ 1 富士写真フイルム 平成２年 35㎜と80㎜の2焦点全自動カメラ。3連写セルフタイマーなども内
蔵。

200903018 フジオート8デート 35㎜カメラ 1 富士写真フイルム 昭和60年 フラッシュ内蔵の全自動コンパクトカメラ。クォーツデート機能搭
載。

200903019 オリンパスAF-1クォーツデート 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和61年 世界初の生活防水カメラ。愛称は「ぬれてもピカソ」。本機はデート
機能搭載。

200903020 オリンパスAF-1スーパー・クォーツデート 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 平成元年 生活防水全自動カメラ。「AF-1クォーツデート」の改良型で50㎝ま
での近接撮影可能。別名「ぬれてもピカソ-S」。

200903021 オリンパスAM-100クォーツデート 35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和62年 初心者向けの普及型全自動カメラ。焦点合わせは遠景・近景撮影
も可能な3点ゾーンフォーカス式を採用。

200903022 ヤシカT・AF‐D 35㎜カメラ 1 京セラ 昭和59年 カール・ツァイス社との提携のもと、レンズは「テッサー35㎜Ｆ3.5」
を搭載。デート機能付きの全自動カメラ。

200903023-
01～02

ラピタカメラ レンズ付きフィルムマスク 1 小学館 平成８年 中にレンズ付きフィルムを収めて撮影するのに用いる。外観は「ラ
イカＭ３」に似せてある。

中にレンズ付きフィルム(ただし紙包装剥
離）在中（枝番処理）。

200903024 サムライX３.０ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 京セラ 昭和62年 独特な縦型スタイルのＡＦ一眼レフカメラ。25～75㎜の３倍ズーム
レンズ搭載。当該資料はハンドグリップ付きのタイプ。

200903025 オートボーイ・ジェット 35㎜カメラ 1 キヤノン 平成２年 円筒形の斬新な外観の全自動ズーム（35～105㎜）カメラ。フィル
ムは簡易なドロップ・イン式。

200903026 〔フラッシュバルブ〕 発光器 1 リコー AG-3N用。
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別紙資料①　小久保コレクション（第二次受入分）

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200903027 フジカスコープM27 ８㎜映写機 1 富士写真フィルム ８㎜映写機(シングル８/スーパー８対応)。オートローディング機構

搭載で逆転映写可能。
脚部破損。

200903028 フジカスコープM40 ８㎜映写機 1 富士写真フィルム ８㎜映写機(シングル８/レギュラー８兼用)。オートローディング機
構搭載で、逆転･スローモーション映写可能。

付属品完備。

200903029 テレ（望遠）カルディア・デート 35㎜カメラ 1 富士写真フイルム 昭和62年 ２焦点(34㎜・53㎜)式全自動コンパクトカメラ。ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ式ﾌｨ
ﾙﾑ装填。製造No:81019906。

200903030 カルディア・トラベルミニ・デュアルP 35㎜カメラ 1 富士写真フイルム 平成３年 28㎜と45㎜の2焦点式全自動パノラマカメラ。小型軽量を謳った。

200903031 フジHD‐M 35㎜カメラ 1 富士写真フイルム 昭和59年 防水性等に優れた自動巻上げ・巻戻し機構内蔵全天候型カメラ。
水深2mまでの水中撮影可能。別名「タフガイHD-M」。

200903032 ポケットフジカ・フラッシュAW（銀） 110判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和54年 ポップアップ式の内蔵フラッシュ及びフィルムの自動巻き(オートワ
インダー)機能搭載。

200903033 オートボーイ・テレ・クォーツデート 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和61年 40㎜と70㎜の全自動2焦点式カメラで、ファインダー内の視野倍率
も連動。本機はデート機能付き。

200903034 オートボーイ・ライト2 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和63年 １回シャッターを押せば２～４コマの連続撮影が可能な全自動コン
パクトカメラ。

200903035 スナッピィS 35㎜カメラ 1 キヤノン 昭和60年 フラッシュ内蔵固定焦点式全自動カメラ。ファインダー内で手振れ
警告確認及びバッテリーチェックができた。

200903036 キヤノン１１０E 110判カメラ 1 キヤノン 昭和50年 同時に発売された「キヤノン110ＥＤ」の普及型姉妹機で、デート機
能は省略。ピント合わせはゾーンフォーカス式。

200903037 キヤノンFTQL 35㎜カメラ 1 キヤノンカメラ 昭和41年 クイックリターンミラー及び絞込みＴＴＬ測光機構搭載の一眼レフカ
メラ。フィルムハ簡易装填のクイックローディング方式を採用。

200903038 オリンパス・クイックフラッシュAFLクォーツデート（オ
リンパスAFLクォーツデート）

35㎜カメラ 1 オリンパス光学工業 昭和58年 カメラにリチウム電池を組み込み、内蔵フラッシュのチャージ時間
短縮を実現。愛称は「ピカソ」。本機はデート機能搭載。

200903039 リコーTF-500Dオートマチック（リコーTF-500D） 35㎜カメラ 1 リコー 昭和62年 広角(35㎜)と望遠(70㎜)の2焦点切り替え機能を持たせたカメラ。
２焦点式カメラでは も小型軽量という触れ込みで発売。

200903040 ヤシカエレクトロ35GT（ヤシカエレクトロ35GTゴール
ドメカニカ）

35㎜カメラ 1 ヤシカ 昭和44年 「ヤシカエレクトロ35」の系列に属し、ボディー色はブラック。耐久
性向上のために回路に金メッキを使用。

200903041 スキルマンC‐800 35㎜カメラ 1 チノン商事 固定焦点のコンパクトカメラ。フラッシュ内蔵。本体は台湾製。ﾚﾝ
ｽﾞは日本製。

200903042 ペンタックス・ズーム60（スケルトンモデル) 35㎜カメラ（非実用） 1 旭光学工業 昭和63年 「200903016」のボディーをスケルトン化したもの。店頭等に飾った
もの。プリント基板等が透けて見える。

200903043-
01～03

〔ルーペ〕 ルーペ 3 富士写真フイルム リバーサルフィルム用ルーペ。「FUJICHROME  PROFESSIONAL」
のロゴ入り。

200903044 テレフォトフラッシュRFM 発光器 1 ミニカム ｷｾﾉﾝ ｶﾞｽ封入ﾀｲﾌﾟの大型ﾌﾗｯｼｭ ﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ。製造国：日本。

200903045 フジFP-ULコンバーターR(運転免許写真用) レンズ 1 富士写真フイルム 平成６年 「フォトラマＦＰ‐ＵＬ｣の専用コンバーターレンズ。運転免許写真用
で二眼式。

200903046 フジFP-ULコンバーターC(就職・受験写真用) レンズ 1 富士写真フイルム 平成６年 「フォトラマＦＰ‐ＵＬ｣の専用コンバーターレンズ。就職・受験写真用
で二眼式。

箱入り。

200903047 ニコンTWズーム・クォーツデート 35㎜カメラ 1 ニコン 昭和63年 ニコン初のズームレンズ（35～80㎜）搭載の多機能コンパクトカメ
ラ。別名「ピカイチズーム」。

200903048 ポリスコープ 乾板ステレオカメラ 1 イカ(独) 明治44年 同じ被写体を２つの撮影レンズで撮影して同時に２枚の写真を得
るカメラ。また、撮影レンズをずらして単眼の撮影も可能。

200903049 オートリール テープリール 1 富士写真フィルム ８㎜映画フィルム用のオープンリール。

200903050 ヤシカＬ・AF‐Ｄ 35㎜カメラ 1 京セラ 昭和61年 女性・若者層をターゲットにしたオートデート機構搭載の全自動カ
メラ。愛称「パーティースター」。

200903051‐
01～04

〔組立暗函〕 大判暗函カメラ 1 横木製作所 昭和時代 江戸川区上篠崎町の写真館旧蔵。蛇腹式で未使用時は折り畳め
る。主要構造部：木製。

当該資料はレンズ及びピントグラス部欠
損。シートフィルムホルダー(表裏で２枚
を収納）３点付属（枝番処理）。

200903052 フジ・インスタントバックMS-1 フィルムホルダー 1 富士写真フィルム 「フォトラマフィルム」専用のフィルムホルダー。
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200903053 〔フィルムホルダー〕 フィルムホルダー 1 大型カメラ用のフィルムホルダー。ファインダー付き。

200903054 トヨ・フィルムパックホルダー フィルムホルダー 1 酒井特殊カメラ カメラ用フィルムホルダーで、「トヨ」は酒井特殊カメラのブランド
名。

200903055 テレプラスM45 レンズ 1 マミヤ 昭和51年 中判一眼レフの「マミヤＭ645」用交換レンズ用部品。

200903056 〔アイピース〕 カメラアクセサリー 1 マミヤ カメラ本体のファインダーに連結して使用するもの。「200903004」
とは別のもの。

200903057 ケンコー・ソフトン55Ｓレンズフィルター レンズフィルター 1 ケンコー 　 中望遠ﾚﾝｽﾞ対応ｿﾌﾄ効果ｱｯﾌﾟ用ﾚﾝｽﾞﾌｨﾙﾀｰ。 直径56㎜ｘ厚7㎜。プラスチックケース入
り。

200903058 ケンコーＭＣ‐ＵＶ・ＳＬ‐39レンズフィルター レンズフィルター 1 ケンコー 46㎜口径のＵＶフィルター(紫外線吸収フィルター)。 直径47㎜x厚6㎜。プラスチックケース入
り。

200903059 ケンコー・ワンタッチR-スノークロスフィルター レンズフィルター 1 ケンコー 透明な光学ガラスの表面に細い線状の溝を刻んであり、美しい光
のアクセントを映し出すためレンズフィルター。

直径62㎜x厚9㎜。プラスチックケース入
り。

200903060 ケンコーMC・YA3・52㎜レンズフィルター レンズフィルター 1 ケンコー モノクロ撮影用レンズフィルター。色：橙色。 直径52㎜x厚6㎜。プラスチックケース入
り。

200903061 ケンコーMCクローズアップレンズNo.3・58㎜ レンズフィルター 1 ケンコー 近接拡大用ﾚﾝｽﾞ。58㎜は焦点距離、No.3はｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ時の焦点
距離が330㎜のもの(No.1は1000㎜、No.2は500㎜)。

直径59㎜x厚7㎜。プラスチックケース入
り。

200903062 ケンコーMC・R1フィルターSR-60・67㎜ レンズフィルター 1 ケンコー モノクロ写真用レンズフィルター。色：赤色。遠景を克明に描写す
るために使用するレンズフィルター。

直径69㎜x厚7㎜。プラスチックケース入
り。

200903063 ケンコー色補正フィルターLBW4Φ82 レンズフィルター 1 ケンコー 色温度変換フィルターともいい、当該資料は曇天下で青味を除去
する効果のあるフィルター。

直径84㎜x厚8㎜。「マルミ」の革ケース入
り。

200903064 ケンコー・ミラージュフィルター3面Φ52S レンズフィルター 1 ケンコー １つの被写体が３つ撮れる特殊フィルター。 直径53㎜x厚15㎜。ソフトケ－ス入り。

200903065 ケンコー・カラーイメージフィルターR/B52㎜ レンズフィルター 1 ケンコー 赤色と青色が半分ずつ着色された二色フィルター。 直径55㎜x厚11㎜。ソフトケース入り。

200903066 ケンコーC.Sフィルター52㎜ レンズフィルター 1 ケンコー レンズ面に桝目入りのソフトクロスフィルター。ソフト効果とクロス
効果を両方得ることができる。

直径54㎜x厚10㎜。「200903065」と同じソ
フトケース入り。

200903067 マミヤプレス・ポラロイド600Ｅ用ロールフィルムホル
ダー・アダプター

フィルホルダー・アダプター 1 マミヤ光機 昭和35年 プレスカメラ用フィルムホルダーの装着用アダプター。

200903068 〔カメラレンズ〕 レンズ 1 ミノルタカメラ レンズそのものは不透明。現時点では使用目的不明。 直径21㎜x厚5㎜。「RolleiF&H」の革ケー
ス入り。

200903069 キヤノン・ウルトラソニック・レンズキャップ レンズキャップ 1 キヤノン 「E-58U・58㎜」用キャップ。製造国：台湾。 直径59㎜x厚7㎜。販売当時の袋入り。

200903070 〔レンズフィルター〕 レンズアダプター 1 マミヤ 四角い形状。精密な写真を撮影する場合に使用するものと思わ
れる。ガイド線入り。

200903071 〔センターフォーカスフィルター〕 レンズアダプター 1 四角い形状。中心部分を明確にし周辺部をぼかす撮影の際に使
用するものカ。

200903072 ラバー・アイピースリング2 アイピース関連部品 1 キヤノン 「キヤノンF-1/NF-1」用アイピースリングにかぶせる保護材。

200903073 〔フィルムホルダー〕 フィルムホルダー 1 酒井特殊カメラ 大型カメラ用部品。「トヨ」ブランド名入り。

200903074 ミノルタ・パノラマズーム105（メタリック） 35㎜カメラ 1 ミノルタカメラ 平成６年 ブラック仕様は前年発売。38～105㎜のズームレンズ搭載。パノラ
マ撮影への切替可能。

200903075 オリンパスペンF ３５㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和38年 35㎜ハーフ判一眼レフカメラ。ズイコー・オートズーム交換レンズ
付き。小型軽量なデザインで1967年Gマーク取得。

200903076-
01～02

ナショナル・ストロボPE-320S ストロボ 2 松下電器産業 昭和55年 外部調光式オートフラッシュ。自動調光連動範囲：0.7～30m。単3
アルカリ電池x4本で稼動。通称「ストロボット」。

200903077 〔カメラシャッター部品〕 シャッター 1 レンズシャッターと思われるが、絞りの部分とも思われる。 直径50㎜x厚15㎜。プラスチックケース入
り。

200903078 オリンパスOMシステム・レコーデータバック３クォー
ツデート使用説明書

取扱説明書 1 オリンパス光学工業 昭和57年 オリンパスOMシステムにおける裏蓋取替えによるカメラのクォー
ツデート化部品の説明書。

箱入り。ただし「レコーデータバック３」そ
のものは不存在。
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別紙資料①　小久保コレクション（第二次受入分）

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200903079 フジカエディターE55 テープ編集機 1 富士写真フイルム シングル8、レギュラー8用フィルム編集機。画面サイズは90㎜

x120㎜。パンチャー機能付。

200903080 SC-150ニュー・バッテリーケース バッテリーケース 1 ミニカム プロ向けのフラッシュ「ミニカムSC-150」専用携帯型バッテリー
ケース。

200903081 リモートスイッチ60-T3 リモートスイッチ 1 キヤノン 測光機能付3端子タイプのリモートスイッチ。コード長60㎝。対応カ
メラ：EOSシリーズ。

200903082 ケンコー・ミラージュフィルター5面77㎜ レンズフィルター 1 ケンコー 1つの被写体が5つ撮れる特殊フィルター。ミラージュとは、蜃気
楼・幻覚の意味。

直径80㎜x厚22㎜。専用ケース入り。

200903083 ケンコー・ソフトン42㎜レンズフィルター レンズフィルター 1 ケンコー ソフト効果をもたらすレンズフィルター。 直径54㎜x厚8㎜。ソフトケース入り。

200903084 ケンコーP01フィルターΦ52 レンズフィルター 1 ケンコー 赤色をおさえ人物の肌等を落ち着いた調子に整えるレンズフィルタ直径53㎜x厚7㎜。「200903083」と同じソ
フトケース入り。

200903085 ケンコー・センターイメージフィルター52㎜ソフトスク
リーン

レンズフィルター 1 ケンコー 中心像を明確にして画面周囲は軟調に表現するレンズフィル
ター。「200903086」とセットになる。

直径54㎜x厚9㎜。「200903083」と同じソ
フトケース入り。

200903086 ケンコー・センターイメージフィルター52㎜サンドスク
リーン

レンズフィルター 1 ケンコー 中心像を明確にして画面周囲は白っぽくぼかすレンズフィルター。
「200903085」とセットになる。

直径49㎜x厚2㎜。「200903083」と同じソ
フトケース入り。

200903087 ハッセルブラッド63XG-1.5レンズフィルター レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

モノクロ撮影用レンズフィルターか。63はレンズ口径を意味する。
色：緑。ナンバーは「50113」。製造国：ドイツ。

直径63㎜x厚6㎜。

200903088 ハッセルブラッド・ライトバランスフィルター/63 1,4x
CR6 -0.5

レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

赤と青みの補正をして色温度のコントロールをするレンズフィル
ター。ナンバーは「50846」。色：赤。製造国：ドイツ。

直径64㎜x厚6㎜。

200903089 ハッセルブラッド・ライトバランスフィルター/63 2x
CR6 -0.1

レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

ナンバーは「50873 」。色：青。製造国：ドイツ。 直径64㎜x厚6㎜。

200903090 ハッセルブラッド・ライトバランスフィルター/63 1x
CB1.5 -0

レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

ナンバーは「50857」。製造国：ドイツ。未開封のため色不明。 77㎜x70㎜x15㎜(未開封のため、左記は
箱サイズ)。

200903091 ハッセルブラッド・ライトバランスフィルター/63 CR
1.5

レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

ナンバーは「50822」。製造国：ドイツ。未開封のため色不明。 77㎜x70㎜x15㎜(未開封のため、左記は
箱サイズ)。

200903092 ハッセルブラッド・ライトバランスフィルター/63 レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

ナンバーは「50865」。製造国：ドイツ。未開封のため色不明。 77㎜x70㎜x15㎜(未開封のため、左記は
箱サイズ)。

200903093 ハッセルブラッド・ライトバランスフィルター/63 レンズフィルター 1 ハッセルブラッド(スウェー
デン)

ナンバーは「50881」。製造国：ドイツ。未開封のため色不明。 77㎜x70㎜x15㎜(未開封のため、左記は
箱サイズ)。

200903094 〔ケンコー・アダプターリング　52㎜〕 アダプターリング 1 ケンコー 口径52㎜のレンズに接続するアダプターリング。 直径54㎜x厚7㎜。ソフトケース入り。

200903095 ケンコーR1フィルターSR-60 67㎜ レンズフィルター 1 ケンコー モノクロ写真用レンズフィルター。赤色。 直径56㎜x厚5㎜。「200903094」と同じソ
フトケース入り。

200903096 ポルフィルター3x アダプターレンズ 1 シュタインハイル(独) 標準レンズに取り付けて望遠化(3倍)させる。製造国：ドイツ。 皮革ケース入り。

200903097 〔特殊フィルター〕 カメラ関連部品 1 グリッドライン入りのフィルター。

200903098 DXシューNE-1AF カメラ関連部品 1 サンパック ニコンのカメラ用DXシュー。　

200903099 ポスター(ニコン製カメラの歴史) ポスター 1 ニコン (平成３年) 1948年から1991年までのニコン製カメラを写真掲示。非売品。カメ
ラ店より入手。

595㎜×850㎜。パウチ仕上げ。

200903100 オリンパスペンEE 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和36年 レンズ周りにセレン式の受光窓を配置。「ＥＥ」とはElectric Eyeの
略。シャッターは単速シャッター（1/60秒）でレンズは固定焦点。

200903101 オリンパスペンEES 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和37年 「ペンＥＥ」のレンズを変更し、シャッター速度も1/30秒と1/250秒の
自動切替となった。露出は絞りとシャッター速度の組合せ式。

200903102 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 大口径の「ズイコー32㎜Ｆ1.9」、高速の1/500秒シャッター、ＬＶ値
直読式内蔵露出計等を搭載。位置づけは「プロ仕様のペン」。

200903103 オリンパスペンEED 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和42年 ＣdＳ露出計内蔵で大口径の「Ｆズイコー32㎜Ｆ1.7」レンズを搭載。
角型直線デザインで「ペン」シリーズの中では異色の外観。

200903104 オリンパスペンEES-2 35㎜ハーフサイズカメラ 1 オリンパス光学工業 昭和43年 「ペンＥＥＳ」に改良を加え、フィルムカウンターの自動化や高感度
フィルムの使用、アクセサリーシューの取り付け等を行った機種。
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別紙資料①　小久保コレクション（第二次受入分）

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200903105 ポケットフジカ・フラッシュAW（赤） 110判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和55年 「200903032」の色違い。

200903106 ポケットフジカ・フラッシュAW（銀） 110判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和54年 「200903032」参照。

200903107 ポケットフジカ600ブラック 110判カメラ 1 富士写真フイルム 昭和50年 距離計連動によるピント合わせや逆光補正装置、セルフタイマー
機能付きのＡＥカメラ。ポケットカメラのオーソドックスな形態。

200903108 キヤノンデミ 35㎜ハーフサイズカメラ 1 キヤノンカメラ 昭和38年 セレン式露出計を内蔵。実像式ファインダー採用。高級感のある
外観。「デミ」はフランス語で半分を意味する。

200903109 キヤノンデミEE17 35㎜ハーフサイズカメラ 1 キヤノンカメラ 昭和41年 「Ｆ1.7」の大口径レンズに採光式ブライトフレーム、ＣdＳ露出計を
搭載した35㎜ハーフ判カメラ。

200903110 おもしろカメラ・パノラマ（12枚撮り） レンズ付きフィルム（35㎜） 1 イーストマンコダック(米) 平成元年 「200903001」参照。撮影枚数が異なる。

200903111 ミニショット 110判カメラ 1 「200903110」と同様110フィルムのカートリッジを露出させて 小
限の筐体のみを残したトイカメラ。製造は中国。

販売時の状態のまま未開封。取扱説明
書付属。

200903112 〔ロールテープスプライサー〕 テープ編集機 1 フィルムの切断や接合を行う道具。

200903113 キヤノン814XL-S・1014-S・キヤノサウンド使用説明
書

取扱説明書 1 キヤノンカメラ 昭和54年 8㎜シネカメラの使用説明書。「\200」(コイデカメラ)の値札シール
貼付。

200903114 フォトラマ・スリムエース使用説明書 取扱説明書 1 富士写真フイルム

200903115 α-3xiクォーツデート使用説明書 取扱説明書 1 ミノルタカメラ 平成３年

200903116 セルビ・マイクロ110ハイキャッチ（セルビ・マイクロ
110）

110判カメラ 1 岩田エンタープライズ 昭和59年 110フィルム収納部がむき出しになった小型カメラ。キーホルダー
感覚で携帯できるような仕様。

箱入り。

200903117 ドンキー110カメラ（緑） 110判カメラ 1 ドンキーボックス トイカメラ的な110判カメラ。

200903118 ドンキー110カメラ（青） 110判カメラ 1 ドンキーボックス 「200903117」の色違い。

200903119-
01～02

〔コニカカラーフィルムGX100(24枚撮り)フィルム容
器〕

フィルム容器 2 コニカ デイライトタイプ。①図柄：ハンバーガー店のスヌーピーのイラス
ト。フィルム残存カ（ただし軸部欠損）。②図柄：二階建てバスを運
転するスヌーピーのイラスト。フィルムは抜かれている。

2点とも有効期限：1990年11月で同じ箱
入り。

200903120 〔ワイドパネル〕 （ストロボアクセサリー） 1

200903121 ウエスト・ニューフラッシュMx-O閃光電球 閃光電球 1 松下電器産業 4個在中（連結）。使用説明書付属。 未使用。

200903122 小型24枚撮りっきりコニカフィルム(24枚撮り)CNK-
4・C-41パトローネ

フィルム容器 1 コニカ 通常のパトローネより細い形状。レンズ付きフィルムに使用したもの。

200903123 コニカGX100-M「ママ撮って」カラーフィルム(24枚撮
り)パトローネ

フィルム容器 1 コニカ 「子供写りのいいフィルム」を謳った35㎜カラーフィルムの容器。 ケース及び箱入り。

200903124 LPLロールテープスプライサー（シングル8・スーパー
8用）

テープ編集機 1 ＬＰＬ フィルムの切断や接合を行う道具。 取扱説明書、替刃付属。箱入り。

200903125 ペトリペンタV2(分解途上) 35㎜カメラ 1 ペトリカメラ 昭和36年 一眼レフカメラである「ペトリペンタV2」の軍艦部や底部を取り外し
たもの。

200903126 フジフィルム・リチウムCR-P2・6V 乾電池 1 富士写真フイルム 容器には「エバレディー」と表記されているが、これはエナジャイ
ザー社（米）のブランド名（提携先の富士写真フイルムが販売）。

未開封。販売時の状態。使用推奨期限：
2005年1月。

№ 資料名 ﾒｰｶｰ 数量ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200903134 ミノルタα7000 35㎜フィルム 1 ミノルタカメラ 昭和60年 世界初の本格的35㎜ＡＦ一眼レフカメラ。自動巻上げ・巻戻しやＤ

Ｘ感度設定等の画期的機能も搭載。
ボディーにやや汚損。

※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式の場合も１点として数えている。メーカー名は当時の名称を，発売年は当該資料の
発売初年をそれぞれ記入した（ただし当該資料の実際の発売年が判明している場合はその年を記入）。なお，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。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。

別紙資料②　小久保コレクション（第三次受入分）
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別紙資料①　小久保コレクション（第二次受入分）

№ 資料名 種別 数量 ﾒｰｶｰ 発売年 特徴等 整理上の備考
200903135 デジタルマビカMVC-FD7 デジタルカメラ 1 ソニー 平成９年 記録媒体に3.5インチフロッピィディスクを採用。有効画素数33万。 取扱説明書，バッテリーチャージャー

（接続コード付き）付属。

200903136 フォトラマ90エース インスタントカメラ 1 富士写真フイルム 平成９年 「フォトラマ」シリーズの普及版的カメラ。手軽さを売りにしたインス
タントカメラ。

「創刊20周年集英社文庫下半期チャレン
ジセール入賞記念」のシール貼付。

200903137 写ルンですフラッシュ レンズ付きフィルム（35㎜） 1 富士写真フイルム 昭和62年 「写ルンです」「写ルンですHi」に続く「写ルンです」シリーズの第三
弾レンズ付きフィルムで、初のフラッシュ内蔵機。

使用済みでフィルムは抜かれている。

※注記については別紙資料①に準ず。
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