
ARCHIVES

焦点距離: 12mm

口径比: 1:5.6

最小絞り: F22

レンズ構成: 8群10枚

画角: 121°

絞り羽根枚数: 9枚

最短撮影距離: 0.5ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.7m（カメラにより異なる）

最大径×全長: φ74.6×42.5mm

フィルターサイズ: φ67

重量: 230g

特長 仕様

● 特長及び仕様、外観、価格は発売当時のものです。それぞれ変更になっている場合がありますのでご注意ください。

◉ 発売年月 : 1999 年 10月            

◉ 生産終了 : 2009 年 03月

希望小売価格（税別）　
シルバー　￥65,000
ブラックペイント　￥68,000 

焦点距離: 50mm

口径比: 1:1.5

最小絞り: F16

レンズ構成: 5群6枚

画角: 46°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ52mm

最短撮影距離: 0.7m

距離計連動範囲: ∞～0.9m（使用するカメラにより異なる）

最大径×全長: φ60×54.5mm（フード込み）

重量: 243g

レンズフード： 専用フード付き 

マウント: Lマウント

  

NOKTON 50mm F1.5 Aspherical 

絞り開放から解像度・コントラストともに優れた大口径標準
レンズ。素直なボケ味と鮮烈な描写性を同時に実現しました。

非球面



ARCHIVES
特長 仕様

● 特長及び仕様、外観、価格は発売当時のものです。それぞれ変更になっている場合がありますのでご注意ください。

◉ 発売年月 : 2002 年 04月            

◉ 生産終了 : 2007 年 06月

希望小売価格（税別）　
シルバー　￥45,000
ブラックペイント　￥48,000 

焦点距離: 50mm

口径比: 1:2.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 6群7枚

画角: 46°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ39mm

最短撮影距離: 0.75m

距離計連動範囲: ∞～0.75m（使用するカメラにより異なる）

最大径×全長: φ49.6×33.6mm（フード込み）

重量: 208g

レンズフード： 専用フード付き 

マウント: Lマウント

  

COLOR-SKOPAR 50mm F2.5 

真のスタンダードレンズを目指し、高品位な描写性能を徹底的に
コンパクト化。常に持ち歩ける高画質レンズです。
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焦点距離: 12mm

口径比: 1:5.6

最小絞り: F22

レンズ構成: 8群10枚

画角: 121°

絞り羽根枚数: 9枚

最短撮影距離: 0.5ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.7m（カメラにより異なる）

最大径×全長: φ74.6×42.5mm

フィルターサイズ: φ67

重量: 230g

特長 仕様

● 特長及び仕様、外観、価格は発売当時のものです。それぞれ変更になっている場合がありますのでご注意ください。

Black ◉ 発売年月 : 1999 年 09月            

　　　 ◉ 生産終了 : 2010 年 09月

Silver ◉ 発売年月 : 1999 年 09月            

　　　 ◉ 生産終了 : 2008 年 03月

焦点距離: 15mm

口径比: 1:4.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 6群8枚

画角: 110°

絞り羽根枚数: 10枚

最短撮影距離: 0.5ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.7m（カメラにより異なる）

最大径×全長: φ59.4×38.2mm

フィルターサイス： φ52

重量: 156g

焦点距離: 12mm

口径比: 1:5.6

最小絞り: F22

レンズ構成: 8群10枚

画角: 121°

絞り羽根枚数: 9枚

最短撮影距離: 0.5ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.7m（カメラにより異なる）

最大径×全長: φ74.6×42.5mm

フィルターサイズ: φ67

重量: 230g

希望小売価格（税別）　
シルバー　￥50,000
ブラックペイント　￥53,000 

焦点距離: 75mm

口径比: 1:2.5

最小絞り: F16

レンズ構成: 5群6枚

画角: 32°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ43mm

最短撮影距離: 1.0m

距離計連動範囲: ∞～1.0m

最大径×全長: φ55.5×64.5mm（フード込み）

重量: 230g

レンズフード： 専用フード付き 

マウント: Lマウント

  

COLOR-HELIAR 75mm F2.5 

全長 64.5mm、重量 230g。コンパクトな鏡筒の、携帯性に
優れた中望遠レンズです。贅沢な高屈折率ガラスの採用に
より、良好なコントラストと優れた解像力を示します。



ARCHIVES
特長 仕様

● 特長及び仕様、外観、価格は発売当時のものです。それぞれ変更になっている場合がありますのでご注意ください。

Black ◉ 発売年月 : 2001 年 02月            

          ◉ 生産終了 : 2011 年 09月

Silver ◉ 発売年月 : 2001 年 02月            

          ◉ 生産終了 : 2008 年 03月

希望小売価格（税別）　
シルバー　￥55,000
ブラックペイント　￥58,000 

焦点距離: 90mm

口径比: 1:3.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 5群6枚

画角: 27°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ39mm

最短撮影距離: 1.0m

距離計連動範囲: ∞～1.0m

最大径×全長: φ51×90mm

重量: 260g

レンズフード： 専用フード付き 

マウント: Lマウント

 

  

APO-LANTHAR 90mm F3.5 

異常低分散ガラスを含む5群6枚構成により、さまざまな収差を
徹底的に補正した中望遠レンズ。妥協のない研ぎ澄まされた描写
力を持ちながら最大径51mm、重量260gのスリムなスタイルを
実現。撮影時の機動力に貢献します。

異常低分散ガラス


