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ファインダーを上から覗きこむ、二眼レフの醍醐昧を手軽な価格で。
SttAGULL Twin― Lens Reflex レンズ

｀
タイプと巻上げ方式の違いで選べる3モ デルをご用意しました。

上海シーガル (海 鴎)社製二眼レフカメラ

SEAGULL 4B‐ 1

¥35,700
●トリブレットレンズ(3群 3枚 )

0手巻ノブ式

SEACULL 4A‐ 105
¥42,000
0ト リプレットレンズ (3群 3枚 )

●スタートマーク式セミオートマット十★

上の作例は、SEAGULL A4 105で撮影した6X6のネガを

TCS 566で スキャンし、印刷データとして使用しています。

SEAGULL 4A‐ 107
¥46,200
●テッサーレンズ (3群 4枚 )

●スタートマーク式セミオートマット

クローズアップレンズ

各 ¥1,680/1個
(※ 2個 ]セットでお求めください。)

No]撮 影距離 i約 36 0cm)
No 2(撮影距離 :約 29 0cm)
No 3撮影距離 :約 23 4cm)

2種類以上のクローズアップレンス

を重ねて使用することもできます。

☆スタートマーク式セミオートマット フィルムをセットしてクランクを回すと自動的に]コ マロてクランクが止まる方式

本革ケース (黒)¥7,350
装着したままで巻上げ操作ができ

る本革製ケース。4Aシリーズ用。

Fi

〇 〇 UV7fJレ ター 判 ,26研個

rrn Scanner TCS-566

レンズフード  金色ケーブルレリーズ

¥1,890/1個   ¥2,520
4A10フ G、 Zo「o Deluxe

(P12参 照 )に マッチする

」一ルドタイプ。

SEAGULLや HOLGAで撮影した写真を、WEBに アップするために。

フィルムで撮る楽しさが、さらに高まります。

エ ー パ ワ ー オ リジ ナ ル =ブロ十 二 十 フ ィル ム ス キ ャナ ー

リースナブルな価格で高性能、ブローニーも35mmも簡単に画像テータ化で

きる、オリジナル仕様のフイルムスキャナー。WEBでの公開がメインなら、も

うブリントは不要です。

☆35mmも プローニーも、これ 1台でOK!

★ネガでもポジでも簡単スキャン。

★PC無 しでも取り込み可能。SDカードにダイレクト保存できるので、携帯から

画像をアップすることができます。

●主な仕様

インターフ王イス

イメージセンサー

液晶パネル

スキャン解像度

外形寸法 重軍

対1503

_lSB]1
5メ ガCl10Sセ ンサー

24イ ンチTFT
3888X3888
100X100X,フ 5mm(LXIA XH)560目
Wttdows ME W ndows=000、
Windows XPヽ 河ndows V sta32/64
W ndowsア、Mac 03 10 4

ヨン 鑑鑓描"鯵
エー′ヽワー・フイリレムスキャナー TCS‐566
オープン価格 (想定実売価格¥18,900)

新開発のマルチフォーマット

TCS-566用 マルチフォーマットキャリヤー

TCS‐566発売後、ユーザーの皆様から要望が多かつた「ブローニーフィルムを

コマことに切らないでスキャンしたい」「35mrnのパーフォレーションことス

キャンしたいJという声に、さつそく対応。急還開発した専用キヤリヤーです。

★エグゼモードSCanBtt FS‐502にも対応。

TCS‐ 566用マリレチフォーマツトキヤリヤー MFC‐ 1 ¥2,940キャリヤーでさらに1更利に 1
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日OLOA LttNS for□ IGITAL SLR
一ダヽヽ

ン
チ 摂 レフ甲ギOLGAレ ンス

卜LN作 Ⅲl(N kon D3000に 装着 十 参考 iN ron D3000■ ] 8‐ 55■ ,コ スームレンスて
'|!=レ

+55官 T

すべてのデジイチユーザーにお薦めしたい面白さ。
すべてのHOLGA愛好家に体験してほしい便利さ。
■ 意外にも、HOLGAとデジタルのいいとこ取り!

デジタルー眼レフで揖影 したのに、写り|よ まつたくの日0とGA]20テイス ト.さ すが

日0とGAレンス、なるべし!しかし、使い務手の面では、デジタルー喪レフの便利さか

十分に生きています!と りあえすシャッターを押し、モニター画三で確認してから、次

のカットを撮影する.もちろんフィルムの装墳 巻き上けも、現像も不要=カ ー ドを取

り出せば、高解像度の画像テータが得られる .こ んな便示Jな 日OLCAがあってい _l

のかと感動できますよ (っていうか、日本のカメラメーカーさん、ありがとう!で すね )

■ とはいえ、デジイチとしては不便な点も少々。

ます、ファインダーを覗くと、あまりに暗くて章きます.明 るll場 所以夕|では1景 る気に

なれません。それと、当然ですがオー トフォーカスと|よ 連動しないので、ビント合わせ

は日①LGA]20等 と司様にレンスのリンクを回して行ないます |こ れはうっかり忘4
がち)。 また、カメラのマニェアルモー ドでま彰することになるため、シャナタースと

―ドを変えて露出を調節する必要があります―これ !よ 卓れれ よ大丈夫
=

■ デジタルだから、コンバーターの価値が高まる。

ドOLGAレ ンズは単焦点.でも、専馬ヨンす(― ター|｀受えます.1喜 しいのは、正確なフアイ

ンターと液晶画面の1寸 いたテシイチでなら、ヨンす(―ターが使いやすいことて日OLGA]20
でほちょつと言労するフィと,シニアイやクロースア!,ブ t,、 気誓に長影できるのですこ

″~

HL― N作 IJ(N ko日 D30001こ装着 参考 iN kon D3000■ 18‐ 55mロ スームレンスて,=影 +55ド 31



幸か不幸か、あなたのカメラでも使えてしまう。他力本願のフマウント/8モデル対応。

HL‐C(BC)    HL‐ O
キヤノンEFマ ウント用   オリンブヽスEシリーズ用

¥3,150       ¥3,150

HL‐ P HL‐ S
ベンタックスKシリーズ用 ソニーAマウント用

¥3,150       ¥3,150

HL(W)‐ PLG
HL(W)‐ PLG‐WE〔ホワイトモデ

'叫

ノ`ナソニックLUMiX G用 (*)

¥3,150

HL(VV)‐SN
HL(VV)‐SNttWE【ホワイトモデリ叫

ソニーNEX Eマ ウント用

¥3,150

HL(W)‐OP
HL(W)‐ OP‐WE【ホワイトモデ

'叫

オリン′ヽスPEN用 (米 )

¥3,150

通常の60mnlで はかなり望速になつてしまうため 、

新た に開発された広角 25mmレ ンズです。

:の レンスは互換性かあります

★カメラに装着した際、多少レンズがガタつくことがありますが、それくらいで驚かないでください。
★マウント部分から光線漏れが起こる場合があります。その場合は、「光線漏れもHOLGAらしい昧のうち」としてお楽しみいただくか、パーマセルテープで塞いで対応してください。
☆撮影の際はピントリングを回すのを忘れずに! 人ひとリマークが撮影距離09m、 人ふたりは2～3m、 人6人は6m、 山マークは無限遠です。
★iSO感度を上げるべし! レンズはF8固定なので、カメラの感度を1600以 上に上げ、マニュアルモードで撮影してください。

いつの間にかBCエフェクターを搭載 !

派手に周辺光量落ちします。

先行発売の日L― Nと HL,Cが好評だ

つたので追加発注したら、勝手にBC
エフェクターが搭載されてしヽた1 と

いう経緯 |よ ともかく、トイカメラの

代名詞「周辺光量落ち」がデジイチ

で手軽に味わえるようになりました。

★BCエフエクターなしのHL,N、 HL―Cは販売
終了とさせていただきます。

☆35mmフ ルサイズー眼に表看した場合は、周辺光量落ちが均―にならない場合があります。

★BCエフェクターを望まない場合は、マイナスドライ′ヽ一等で剥がすことができます。

HOLCA用 コンパーター各種が便用可能。

新開発のフィッシュアイも登場 !

HOLGA]20/135用 として用意されてしヽる25倍望遠、05倍広

角コンパーター、クローズアップレンズセット、マクロレンズセット

が使用できます。製品につしヽての詳細 |よ P14をこ覧くださしヽ。

FEL‐ HL(APS‐CttHOLGAレンズ専用)

¥5,380

APS― CttHOLOAレ ンズと組み合わせ

た際、丸く写るように専用開発!3群 3枚、

]フ 0° 魚眼レンズ。

(象 徴的な作例 )

BCエフェクターで暗く写りがちなHOLGAレ ンスで、

暗い場所にいる黒務を揖影すると、こうなります。

HOLGA120用 ロゴ入リストラップ【CS‐ 120】

HOLGA135用 ロゴ入リストラップ【CS‐ 135】

各¥630

CS‐ 135はケータイ

ストラツプにもなります。

HOLGA‐ 12Sカラーフイ
'レ

ター付きフラツシュ(白 )

¥2,940

Hと、N(BC)に FEL‐ HLを

装着した状態。

マイクロフォーサーズ系HOLGAレンズには、

FEL‐ 120(P10参 照)を ご使用ください。

画角の違い :レンズカタログでよくある比較作例の莫似をしてみました。(ぁまり画角が変わつてない気もしますが)

Nikon D3000+日 L‐Nのみ参考 tNikon D3000キ 18‐ 55mm
ズームレンズで撮影 (55mm)

Nikon D3000+HL‐N
十HT‐ 25(25倍コンパーター)

Nlkon D3000+HL― N
十日W、05(05倍 コンパーター)

Nikon D3000+Hと Nヽ
+FEL、 HL(フィッシュアイコンパーター)
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日OLGA 120 Basic Model
古典的名機にして偉大なるスタンダー ド。120フ ィルム使用

トイカメラの中国代表・HOLGAc続々リリースされる派生機種を、

幅広く貧欲に扱つているのはエー・パワーだけ!

HOLGA120GCFN ¥8,295
HOLGA120CFN  ¥7,245

回転式カラーフラッシュ (赤、青、オレ

ンジ、透明)内蔵モデル。GCFNは ガラ

スレンズ、CFNはプラスチックレンズ。

HOLGA 120 Basic Model

HOLGA120GFN ¥7,245
HOLGA120FN  ¥6,195
フラッシュ内蔵モデル。GFNはガラス

レンズ、FNは プラスチックレンズ。

〔Color var ation〕

HOLGA120GN ¥5,880
HOLGA120N  ¥4,830
フラッシュなし、ホットシュー付きモデル。別

売のフラッシュを装着したい方は、こちらを。

CNはガラスレンズ、Nはプラステックレンズ。

Ｈ
Ｈ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
■

HOLGA120GCFN‐ SB ¥8,400
定番カメラのシルバー/ブラックパージョン。

ガラスレンズ、回転式カラーフィルター (赤、

膏、オレンジ、透明)付フラッシュ内蔵。

HOLGA 120 Twin一 Lens Reflex
HOLGA120の 二眼レフが新登場。ああ、なんて無理矢理な |

12cm、 25cm、 50cmで
撮影できるクローズアップレンス

セット「CLS‐ 1」 付き!

HOLGA120GTLR ¥9,870
HOLGA120TLR  ¥8,820

HCILGA1 20の二眼レフ。GTLRはガラスレンズモデル。

TL日 はプラスチックレンズ。

☆回転式カラーフラッシュ(赤 、青、オレンジ、透明)内蔵

★クローズアップレンズ付さ

HOLGA120GFN‐ W¥7,350
定番カメラのホワイトパージョン。ガラス

レンズ、フラッシュ内蔵。

でも楽 しい |

フアインダーがトランスフォーム !

二眼レフフアインダー  スポーツファインダー

(ウ エス トレベル)    (ア イレベル)

上から覗き込んで    素早くフレーミングして

フレーミングします。   撮りたいときに。

明るく大きなファインダースクリーンで、

じつくリフレーミングができます。

なお、スクリーン上の被写体は左右逆に見えます。

スフアインダー内の画像はAメ コミ合成です。

フアインダー収納時

06



H。19G
日OLGA 120 3D&Pinhole
立体写真やピンホール、パノラマ写真。ちょつと変わった写真の楽 しみ方も、HOLGAな らリーズナブル !

HOLCA120‐ 3D
(STEREO CAMERA)¥14,700
トンネル効果や周辺の流れなど、HOLGA]20の 個性

はそのままに立体写真が楽しめるステレオカメラ。しか

もカラーフィルター (赤 、青、オレンジ、透明)付の2連フ

ラッシュ内蔵。手頃な価格は入門機としても最適。

HOLGA120PC‐ 3D
(STEREO PlNHOLE CAMERA)¥10,500
ピンホールならではの広い画角と幻想的な写りに、時にはHCILGAな
らではの光線漏れまで加わつて立体写真になるという、奥が深いステレ

オカメラ。手頃な価格は、立体ピンホール写真入門機としても最適。

★ケーブルレリーズ、水準器、スポーツファインダー付き

HOLGA120WPC
(VViDE PlNHOLE CAMERA)¥7,980

120° の画角を持ち、6× 9、 6× 12フ ォーマットで

撮影ができるパノラマピンホールカメラ。

★ケーブルレリーズ、水準器付き

テーブルトップ三脚TG‐X¥2,310

HOLGA120‐ 3DV ¥2,940
120フィルム用3Dビューワー。マウント別売

3Dスライドマウント ¥1,260(6枚 入り)

日olgaroid〔 日oLGA 120+nStant f lm holder〕

第4世代のHo18aroid。 至れ り尽 くせ りのセ ットです。

Holgaroid GCFN SET ¥24,150
Holgaroid GFN SET  ¥23,100

インスタントフィルムホ)レダーとHOLGA120カ メラ

のセットです。85× 10 8cmフ ォーマットに対応。

折畳み式スポーツファインダー標準装備。

★FP 100C(カ ラーインスタントフィルム)]本 、

120カラーフィルム1本、アルカリ単三乾電池2本付

■・

HOLGA120PC ¥6,930
HOLGA120の ピンホールカメラ

バージョン。

★シャッターレリーズセット付き

Holgarcid GTLR SET ¥25,200
Holgaroid TLR SET  ¥24,150
Ho garoidシ リーズが長年にわたつて解決できなかつ

た問題点 (カメラ本体のフアインダーが使えないこと)

が、二眼レフの登場で遂に解決!シリーズ史上最高に

使しヽ心地のいいHo garoidが 完成しました。

★FP 100C(カ ラーインスタントフイルム)]本 、

120カラーフイルム]本、アルカリ単三乾電池2本付
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HOLGA 135TIM〔 Tw n image Maker〕

2つ の レンズを別々に、あるいは同時に使うことで、多彩な写真が得られるカメラです。

HOLGA135TIM(白・黒・黄・赤・青・ピンク) ¥5,250
35mrnフ ィルムを使い、2枚の画像を]枚のプリントに写します。

1,2つのレンズを別々に使うと、1枚 のプリントに2つの異なるイメージを撮影できます。

■2つのレンズを同時に便うと、1枚のプリントに2つの (ほ ぼ)同 じイメージを撮影できます。

ユ被写体から3m以内で2つのレンズを同時に使うと、3D(立体)写真が撮影できます。
ボデイと同色のフラッシュ(カ ラーフィルター付き)も同時発売。

HOLGA135TIMノ 一ヽフェクトセット(ス トロボ・三脚・レリーズ付き) ¥9,450
HOLCA‐ 12Sカ ラーフイルター付きフラッシュ(白・黒・黄・赤・青・ピンク)¥2,940

讐

―
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日OLGA K200NM 
経塁塁秘 紘

ツシユ`フつシュアイレンズ、ビューファィンダー

HOLGA K‐ 200NM/FEL/FV ¥7,980

スライド式カラーフィルター付の内蔵フラッシュ、専用開発の着脱式フィ

ッシュアイレンズ(FEL]35K)と ビューファインター、ホットシューを

装備した、贅沢仕様。お手頃lm格 でけっこぅ面白い写真が撮れます。

カラーフィルターは赤、青、黄、緑の4色 十半透明のディフューザー

の5枚。ボディカラーは赤、言、黄、黒の4色。

0

=IWタ
ンの夢 iま 、■三メク産垂

■毛,と を ,こ 登た`と ま二!七 |

軍瓦 !ユ よ書:倉 ギ丁テ
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A
≡ヤ．
一一一“ヤ

一　　　　　ヤ一　．
ニ一一　一一

、４
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左右 (ほ |ぎ )同 じ画像を 2コ マ

左右別々の画像を 1枚のプリントに

フィッシュアイレンズなし 和ぜ
Ｌ

‐

車　　ノ／一“一・」酸レリ一ズ穴付き
フィッシュアイレンズ使用
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H。19G
HOLGA 135
H OLGA120の レンズを流用。

35mmフ ィルムで楽 しめます。

HOLGA135BC ¥6,930
ブラックコーナー (BC)エ フェクター搭載

モデル。画面の四隅が暗くなります。

★クローズアップレンズ付き

HOLGA135BC TLR ¥7,350
HOLCA135の 二眼レフ。ブラックコー

ナー (BC)エ フェクター搭載モデル。

★クローズアップレンズ付き

HOLGA用
クローズアップレンズ
¥2,940

エーパワー独自開発のクローズ

アップレンズ。被写体に30cmま
で寄れます |

ACCESSORIES

あの「盾けなくも美しい写りを

HOLGA135 ¥5,880
ノーマルモデル。ひたすらゆる～い写真が

撮れます。

★クローズアップレンズ付き

く揺灘祐POLCA160鋭

for HOLGA K200NM
HW‐05K ¥2,940
HT‐25K ¥2,940

HOLGA135TLR ¥6,300
HOLGA135の三眼レフ。ノーマルモデル。

★クローズアップレンズ付き

HOLCA135PC ¥5,880
HOLGA,35の ピンホールカメラ

バージョン。

★ケーブルレリーズ付き。

フィッシュアイ付きが売りのはすのHOLGA
K200NM用 に、Wide(広 角05倍)STele(望

遠25倍)コ ンパーターが登場しました。なお、

倍率は製造元の公称値です。

FEL‐ 135K ¥3,990

K200ユーザーで、フィッシュアイレンズを

紛失してしまつた人のために、レンズ単体で

も販売しています。

HOLOA135+クローズアップレンズ

FEL135K

HW‐ 05K装お例

HT‐25K装活例



ACCESSORIES for HOLGA 120/135
HOLGAのアクセサ リーなら日本一、いや世界一の品揃えです 1

FiSHEYE for HOLGA ¥7,245
エーパワー独自開発によるHOLGAi20用 フイッシュ

アイレンズです。チューブによる装着でポラバック

あり/な しに対応。マクロ撮影ができるというオマ

ケ機能も!黒に加えてシルバーも登場。(日 本製)

C
FEい120(左 /HOLGA120用 )

FEL‐ 135(右 /HOLGA135用 )

FV‐ 1 ¥1,050
FEL― 120/FEL1 35装 着時に役立つ、

フィッシュアイ用ビユーフアインダー。

ホットシューに装着します。

FV‐ 1/MB‐ 120 ¥1,470
ホットシューのないカメラ (フ ラッ

シュ内蔵モデル)に FV-1を装着する

ためのコール ドシュー付ブラケット
「MB‐ 120」 を、FV― ]にセット。

HW C5(左 )′HT 25(右 )

CLS‐ 1 ¥2,100
HOLGA120/]35共 通のクロー

ズアップレンズセット。撮影距離

50cm、 25crn、 12cmの 3枚組。

EVER READY CASE
すor HOLGA120
¥6,900(黒 )

¥7,600(茶 )

HOLOA120用 の速写ケースです。裏蓋

の落下防止にも役立ちます。午革製。

HOLGA120 Exterior
各¥1,560
HOLGA]20の外観を手軽に変えられる

貼り革です。ヘビ、栗梅、自磁の3種類。

FEL‐ 120/FEL‐ 135 各¥3,990
HOLGA製造元が開発したフィッシュアイレンズ。

リーズナブルな価格&それなりのクオリティです。

カメラレンズにわ`ぶせるだけの簡単装着で手軽に

フィッシュアイ撮影が楽しめます。(中 国製)

MLS‐ 1 ¥2,100
HOLGA120/135共 通のマクロ

(接写)レ ンズセット。撮影距離

6crnと 3crnの 2枚組。

HW‐05 ¥2,940
なんとHOLCA用の広角コンバーターが登場|カ メラレンズ

にかぶせるだけで、05倍ぐらいの広角撮影ができるはす

です。HOLCA120/135共 通。

HT‐25 ¥2,940
こちらはHOLGA用の望遠コンバーター。しヽちおう25倍
ぐらいの望遠撮影ができることにな つてしヽます。

HOLOA120/135共 通。

00
｀
、ヽ、、、

TD‐ 714
¥1,260

MCL‐60 ¥3,990

MLS]で接写する際に

便利なライ トSア ダプ

ター。撮影距離6crnと

3cmの双方に対応。

Holgaroidホ ルダー ¥13,650
Holga「 oldホ ルダーは、単体でもお求め
いただけます。すでにHOLOA120をお

持ちの方は、こちらをどうぞ。

対応機種 HOLOA120シリーズ

(120-3D、 120PC-3D、 120WPCを除く)

害
出
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HOLGA‐ 160S ¥3ョ 150
スライド式カラーフィルターSス レーブ

機能付きの縦型フラッシュ。

注 目1          1
HOLGA120の 内蔵フラッシュは |

頼りない とお嘆きの方に朗報。

HOLGA160Sな らスレーブ機能

付きなので、フラッシュ内蔵モデ

ルと合わせて使うことができます。

さらにカラーフィルターの色を組

み合わせて、「赤十黄でオレンジ」

といつた遊び方も可能 1

CFL‐500 ¥8,400
HOLGA120/135のレンズに装着す

る、発光距離500mrnのクローズア

ップ フラッシュ。接写時に、全体に

光の回つた影のない写真が得られま

す。4色のカラーフイルター付き。

HOLGA‐ 12MFC
(カ ラーフイルター付き/GN12)
¥2,940

HOLGA‐ 12MQ
"MONKEY FLASHⅢ
(GN12)
¥2,940

HOLGA120Mシ リーズ

HOLGA]20の 外観そつくりなミニチュア。撮影機

能はありません。W69× H50mm(突起部除く)と

いう微妙な大きさで、チェーン付キーリングと、ネ

ックストラップぐらいの長さの紐が同梱されています。

HOLGA120M‐8 ¥5,380
(黄 青 紫 白 黒 りほ金 灰 各 1個入り)

HOLGA120M‐BKKl¥1,890
(金黒 黒金 各1個入り)

HOLGA120M‐BK ¥1,050
(黒 1個入り)

HOLGA120M‐WE ¥1,050
(白 1個入り)

モンキーフラッシュこと「HOLGA 12MQ」
(GN12)に 、ケーブルレリーズとクローズアッ

プレンズを同梱。単三電池2本付き。

(HOLGA120/135用 ′ヽ 一ツ )

HOLOA120用シャッターレリーズセット ¥2.730
AE190ミ ニ□―ラー (ポ ラバック用□―ラー)¥21730
6× 6フ レーム (フ ォーマットマスク)¥1,050
6× 45フ レーム (フ ォーマットマスク)¥11050
HOLGA120レンズブロック(プラスチック)¥]1050
HOLCA120レンズブロック(ガ ラス)¥],5フ 5

HOLGA120シ ャッターブロック (新 )¥1,575
HOLGA135/120レンズキャップ (ロ ゴあり)¥420
HOLGA135/120レンズキャップ (ロ ゴなし)¥3]5
日OLGAROID用補正レンズ ¥1,575
HOLOA120裏蓋 ¥]1050
HOと GA120ネ ックストラップ ¥315
HOLOA120留め金 (2個 ,セ ット)¥3]5

HOLGA120GN
カラーフラツシュセツト ¥7,980

HOL6A120GN(ガ ラスレンズ)に、

スライド式カラーフィルター付きフ

ラッシュ「HOLOA‐ 12MFC」 を同梱。

HOLGA135カ ラーフラツシュセツト

¥7,980
スライド式カラーフィルター付さフラ

ッシュ「HOLGA 12MFC」 とクロー

ズアップレンズを同梱したセット。

H。19Q

CFL‐ 500装着例      HOLGAレ ンズを

(HOLGA120GCFN)   装着したデジイチにも 1

★HOLGA120/135用 フラッシュとして

HOLGON180PC(GN16)¥6,090
Deca Fia(GN32)¥9,450
もこざしヽます。

回
HOLGA 120/135 …

A― POWER Special Set…

HOLGA120GCFN‐ SB魚眼セット

¥15,120

HOLGA120GCFN― SBに 、 Fisheye
for HOLGAシ ルバーをセット。

HOLCA135BC十 ケーブルレリーズ(Bモード)



PINHOLE CAMERA ここ数年、ブームが続いているピンホール写真。
エーパワーは業界随一の豊富なラインナップでサポー トします。

A一 POWttR Pinhole 1 00
エーパワーオリジナルのインスタントフィルム用ピンホールカメラ

Pinhole 1 00(ロ ッカー/パス)¥16,800(FP‐ 100C l本付き)

スタンダードサイズ(85× 1 0 8crn)のインスタントフイルム用ホルダーと新設計の
ボディによるピンホールカメラ。「ピンホールフォトキット」「ピンホー)レ80ひ まわり
&オ リーブ」開発のノウ八ウを生かした絶妙な画角が、ピンホールらしさに満ちた写
真を生み出します。ボディカラーはロッカー (グ レー)とバス (アイボリー)の 2色。

Pinhole Blender
ピンホールブレンダー 1パ ノラマカメラ

円形ボディの側画にあるピンホールと、フィルムの回転を組合せて、

イメージを「ブレンド」できるユニークな撮影装置です。

Pinhole Blender mini 35
¥6,300
(35mm/ピ ンホール 1個 )

Pinhole Blender mini
¥7,350
(120/220/ピンホール 1個 )

幸

Pinhole Blender 35
¥12,600
(35mm/ピンホール 3個 )

Pinhole Blender 1 20
¥14,700
(120/220/ピンホール3個 )

撮影 遠藤志授子 (PINHOLE BLENDER 120)

Zero lrlnage
香 港 Zerolma8e社 製 木 製 ピ ンホ ー ル カメラ

チーク材のボディに真鍮製のパーツを組み込んだカメラは、まさに大人の風格。
被写体と対話しながらじっくりと撮影する針穴写真の楽しみを、さらに深めます。

ビンホールカメラ

Zero1 35〈 35mrn〉  Basic¥211000 Deluxe¥39,900・
Zero 2000〈6× 6〉  Basic¥21.000 Deluxe¥391900・
Zero 6× 9〈6× 45.6× 6,6× 76× 9〉  Basic¥35,700 Deluxe¥481300本
Zero 6]2〈 6×45,6× 66× 76× 9.6× ]2〉  Bas c¥44“ ]00 612F¥92400ネ
Zero25Bく4× 5〉  ¥21,000
Ze「o50B〈 4× 5〉  ¥30,450(受注生産)

Ze「o75B〈 4× 5〉  ¥391900(受注生産)

Zero4× 5 De uxeく 4× 5〉  ¥481300
すべて日本語取説、保証書 (1年 )付き
*の製品は水準器 ケーブルレリーズアダフター付き

霞光ガイド     Zero20oo用 (左 )/6X9(右 )用

ビューフアインダー

アクセサリー

Extenslon Frame(Zer04× 5用) ¥12600
SUNFOT0 612B(ブ ロー二十ブミック/4× 5カ メラ用)¥42.000
露光ガイド (実鍮製/ピンホールカメラ用) ¥フ 350
Zero2000/6× 9用 ビューフアインダー 各¥1050

Photo byちぇぷ(PlNHOLE 100)

Zero2000(写 真奥) Ze「 o612F(中 ) Zero6X9(手 前)

(Ze「o2000)



instax rlnini 7S
なぜエーパワーがチェキを ?

実は「なんでも日OLG A化 計画由進行中なのです |

―

―

インスタックス三二 75チ ェキ

instax mini 7Sチ ェキ〈choco/white〉
オープン価格 (実売想定価格¥5,980)

シックなカラーのchoco S whte。

インスタックス三二 75チ ェキ用 アクセサ リー

HOLGA FEL‐ F7S ¥4,200
「∩stax m niア Sチ ェキ」用のフィッシュ

アイコン八一ターとアダプターのセット。

おなじみのチェキを、エーパワーが
もっともっと楽しくします!

instax mini 7Sチ ェキ(pink)He1lo Kitty
オープン価格 (実売想定価格¥7,980)

instax mini 7Sチ ェキ(pink)Heilo Kitty
フィルム2本付きお得セット

オープン価格 (実売想定価格¥9,240)

instax mini 7Sチ ェキ専用 He1lo Kittyフィルム

オープン価格 (実売想定価格¥830)

一

  騨ど世         

―

  型 世

instax mini 7Sチ ェキ(pink/blue)
オープン価格 (実売想定価格¥6,980)

韓国や香港で大人気1日 本末発売の激レア、ピンク&ブルートリム。

HOLGA WTL‐F7S ¥3,780
「nstax m niフ Sチ ェキ」用のW de
(広角05倍 )STe e(望 遠25倍 )

コンバーターとアダプターのセット。

なお、倍率はHOLGA K200装 着時の

メーカー公称値です (nstax m niフ S
に装着した場合は倍率が変わります)。

伊
）０
）０

●
●

一

アタプターのみも販売。周辺光量

落ちつぽく撮影できます。

HOLGA LFA‐ F7S ¥525

【

HOLGA FS‐F7S
¥5,380
「instax miniフ Sチェキ」用のカ

ラーフィルターとアダプターの盛

り合わせ。

HOLGA CMLS‐ F7S
¥3,570
「instax m niフ Sチ ェキ」用の

クローズアップ&マクロレンズ

とアダプターのセット。

★HOLGA CMLS‐ Fフ Sを使 つての接写には

MCL‐60(P10掲 載)が 便利です。Norma
(アダプターのみ装着)

0蝶 illllllllllt:iill)   ll)
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120PC‐3D 120WPC 1 120PC

0 3mm     1 0 25mm

パルブのみ

6X6   1 6X9、 6X12 1 6X45、 6X6

100X72X2101 96X56X2101102X76X140

フィルムタイプ 1    120フィルム(ブローニー)

価格(税込) | ¥10,500 1 ¥7,980 1 ¥6,930

●HOLGA、 SEACULL、 Zero lmageの仕様は、メーカー側から

公表されてしヽる数値に基づいています。

※l 実際に|よ 切替えスイッチがまつたく機能していないため、

F8のみとなります。

※2 切首えスイッチ|よ機能しますが、効果のほど|よ微妙です。

※3 ポラロイド スタンダードシリーズ、80シ リーズも使用でき

ますが、すでに生産中止です。

14



撮影レンズ

絞リレンジ

確認レンズ

シャッタースピード

撮影フォーマット

最短撮影距離

フアインダー

シンクロ

セ,レフタイマー

巻上げ方式

寸法(HXDXWmm)

重さ

フィルムタイブ

付日品

価格(税込)

置 口 B
4日‐1     4A‐ 105   4A‐ 107 1

fフ 5mm/F35、
3群3枚 (トリブレット)

F35‐ F22(レンズ横のツマミで設定)

F75mm/F35   f75mm/F28

卜1/3CXI B、 1、 2、 4、 8、 15、 30、 60、 25、 300X接点同調

6×6

lm

ピントフード/フレネルレンズ付/透視用フアインダー

X接点

搭載(目 安:6‐ 14秒 )

手巻ノブ式  スタートマーク式セミオートマット

146X102X102

902g      99og      1010g

120フ ィルム(ブローニー)

化粧箱、首掛けストラップ、日本語マニユアル、保証8(1年間)

¥35,700    ¥421000    ¥46,200

田
■
的
115X85X175

フィ,レムタイブ |フジ。レギュラーサイズ'3

I Pinhole l Pinhole
i Blender l Blender
i mini1201 1 20

（口）巾Ｂ‐ｅｎｄｅｒ３５
015mm(l日)10 3mm(3日 )015mm(1日 )03mm(3日 )

υ_昴鵠印 F200t_;身]早ふ F200

ビンホール径

絞り

画角    ' 約60・  約60°X3  約60°  1約 60'×3

三脚ネジ穴  | 」IS準拠 I JiS準 拠 I JiS準拠 I JiS準拠

フィルムタイブ      35mm     1    120、 220

撮影フォーマット124X54mm 124X96mm‐   6×9   6X12

価格(税込) | ¥6,300 1¥12,6001 ¥7,350 1¥14,700

理 型 lF空査P?:ダ型て?|]腎PP IPttP°
重さ      1  102=  1  187= 1  173g i 277=

十
一 ― 一

―L_   ____― ――
――土 ― ― 一 ―

__■ _____ _
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社のグループ会社が生産してい

ルム、上海GP3。 シーガルニ眼

ISO]00本目当。

SHANGHAI GP-3
上海シーガル (海鴎)

るモノクロ120フ ィ

レフと相性抜群です。

¥373(1本 )

eco pro

環境にやさ 性。優れた階調性を再現 !しく低毒

ノクロプeco・ proモ リント処理システム。

B&Wペ ーパーディベロッパー (950mi入り:潜液9.5または14.250分 )¥2,730
ニュートラル・フィクサー (950ml入 り:溶液38または760分)    ¥2,310
ハイポウォッシュ(950mi入 り:溶液19.0つ 分)            ¥2,940
クリアストップ(950mi入 り:溶液30.49分 )             ¥2,520

0Si vergrainモ ノクロプリント処理システムの名称変更商品です。

商品特性は従来と変わりません。

●BSWペーパーディベロッパーはS tte「 目「3 n Tekto Standard(温 黒調 )

の後継商品です。

●主な仕様
品名            希釈率

BSWペーパーディベロッパー (E日画紙現像液)1+9ま たは ]十 ]4

ニュートラル フィクサー (迅速アルカリ定着液)]+4ま たは1+7
八イポウォッシュ (水洗促進剤)       ]キ 19

クリアストップ(停止剤)          ]+3]

撮影 エドワー ド レビンソン

I Power
株式会社エー・パワー

〒359‐ 1111 埼玉県所沢市緑町4‐フ‐13 安藤ビル3F
Te1 04-2923‐ 5234 Fax 04-2923‐ 5234 1P Phonei050-1338-4552(Yahool BB、 ソフト′せンクモ′ヾイサレの方はIP Phoneに おかけください。)

htp:〃W― .doctor口and.com/

3カ タログ記載の価格は消費税込みです。3このカタログは2012年 2月現在のもので曳製品の仕様価格は予告なく変更になる場合があります。また、予告なく販売を終了する場合がありますので予め[了承ください。


