
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 : 2003 年 3月            

◉ 生産終了 : 2007 年 3月ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical SL

希望小売価格（税別）ーViefinder付きー　　
￥115,000

シューベース（ニコンF・F2用）

F→Lアダプターリング

F→S／Cアダプターリング  

最先端の光学技術が達成した驚異の画角121度。対称型設計に
より高画質を実現しながら、薄型・軽量で機動力に優れます。

※ニコンFマウント専用です。ミラーアップして使用するため、ニコンF/F2/F3/F4/F5/ニ
コマートシリーズ（FSをのぞく）にのみ適合します。

■シューベース（ニコンF/F2用）
ニコンF/F2のファインダーと交換することで機動性を高めます。レンズの真上にファイン
ダーが定位しますので、左右のパララックスが解消され、上下のパララックスも低減され
ます。このパーツを装着するだけで、あなたの手元で眠っているボディがコンパクトなワイ
ド専用機に早変わりします。
■F→Lアダプターリング
対応カメラ……ベッサL/R、Lマウントカメラ
（Mバヨネットアダプターリングにより、ベッサR2/T、Mマウントカメラにも対応）
■F→S/Cアダプターリング
対応カメラ……ベッサR2S/R2C、ニコンSシリーズ、旧コンタックスシリーズ

※Lマウント・モデルに付属のフードと、別売のフィルターアダプターは使用できません

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

フィルターサイズ: -

最短撮影距離: 0.3m

最大径×全長: φ63.5×16.0mm（レバーは除く）

重量: 200g

レンズフード: -

マウント: ニコンF

その他： フォーカスクリックストップ付

 

 

  

￥9,800（別売）　2007年4月生産終了

￥14,800（別売）　2007年4月生産終了

￥19,800（別売）　2006年6月生産終了

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 : 2003 年 3月            

◉ 生産終了 : 2007 年 4月

希望小売価格（税別）ーViefinder付きー　
￥75,000

シューベース（ニコンF・F2用）

F→Lアダプターリング

F→S／Cアダプターリング  

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

フィルターサイズ: -

最短撮影距離: 0.3m

最大径×全長: φ63.5×12.8mm（レバーは除く）

重量: 150g

レンズフード: -

マウント: ニコンF

その他： フォーカスクリックストップ付

 

 

  

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical SL

全長わずか12.8mmのコンパクトさ。超広角ながら周辺まで極め
てシャープ。しかも30cmまで寄れ、卓越した機動性を発揮します。

※ニコンFマウント専用です。ミラーアップして使用するため、ニコンF/F2/F3/F4/F5/ニ
コマートシリーズ（FSをのぞく）にのみ適合します。

￥9,800（別売）　2007年4月生産終了

￥14,800（別売）　2007年4月生産終了

￥19,800（別売）　2007年6月生産終了

非球面

■シューベース（ニコンF/F2用）
ニコンF/F2のファインダーと交換することで機動性を高めます。レンズの真上にファイン
ダーが定位しますので、左右のパララックスが解消され、上下のパララックスも低減され
ます。このパーツを装着するだけで、あなたの手元で眠っているボディがコンパクトなワイ
ド専用機に早変わりします。
■F→Lアダプターリング
対応カメラ……ベッサL/R、Lマウントカメラ
（Mバヨネットアダプターリングにより、ベッサR2/T、Mマウントカメラにも対応）
■F→S/Cアダプターリング
対応カメラ……ベッサR2S/R2C、ニコンSシリーズ、旧コンタックスシリーズ



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 05月            

◉ 生産終了 : 2007 年 03月

希望小売価格（税別）　
￥45,000 

焦点距離: 40mm

口径比: 1:2.0

最小絞り: F16

レンズ構成: 5群6枚

画角: 57°

絞り羽根枚数: 9枚

フィルターサイズ: φ52mm

最短撮影距離: 0.4m

最大撮影倍率: 1:7.6

最大径×全長: φ63.5×29.5mm（Ai-Sマウント）

重量: 255g

レンズフード: 2タイプの別売フード

マウント FD、Ai-S、MD、OM、PK-A／R、CY、M42

  

 

  

非球面レンズ採用の変形ガウス型設計により、明るさと薄型軽量
を同時に実現。新世代の高画質パンケーキ型標準レンズです。

ULTRON 40mm F2 Aspherical SL

非球面

※Ai-S 以外は 2002 年 7月発売



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 : 2000 年 07月            

◉ 生産終了 : 2005 年 12月

希望小売価格（税別）　
￥50,000 

焦点距離: 75mm

口径比: 1:2.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 5群6枚

画角: 32°

絞り羽根枚数: 9枚

フィルターサイズ φ49mm

最短撮影距離: 0.7m

最大撮影倍率: 1:7

最大径×全長: φ63.5×40.2mm（Ai-Sマウント）

重量: 250g

レンズフード: 2タイプの別売フード

マウント FD、Ai-S、MD、OM、PK-A／R、CY、M42、

  

 

  

真に写真を知る人のための75mm。シャープな切れ込みと、階調
性に優れた美しい描写性で、あなたの作品づくりに力を発揮しま
す。

COLOR-HELIAR 75mm F2.5 SL



ARCHIVES
特長 仕様

● 特長及び仕様、外観、価格は発売当初のものです。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 03月            

◉ 生産終了 : 2007 年 04月

希望小売価格（税別）　
￥55,000 

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: 9枚

フィルターサイズ φ49mm

最短撮影距離: 0.5m

最大撮影倍率: 1:3.5

最大径×全長: φ63.5×57.6mm（Ai-Sマウント）

重量: 390g

レンズフード: 2タイプの別売フード

マウント FD、Ai-S、MD、OM、PK-A／R、CY、M42

  

 

  

このクラスでは異例の異常低分散ガラスを含む5群6枚構成を採
用し、鮮烈な描写性を実現。しかも0.5mまで寄れる抜群の機動
力。

APO-LANTHAR 90mm F3.5 Close Focus SL

異常低分散ガラス



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 : 2001 年 06月            

◉生産終了 : 2007 年 03月

希望小売価格（税別）　
￥95,000 

焦点距離: 125mm

口径比: 1:2.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 9群11枚

画角: 20°

絞り羽根枚数: 9枚

フィルターサイズ: φ58mm

最短撮影距離: 0.38m

最大撮影倍率: 1:1

最大径×全長: φ76×88.2mm（Ai-Sマウント）

重量: 690g

レンズフード： 専用角型フード付き 

マウント FD、Ai-S、MD、OM、PK-A／R、CY、M42、EF、α

 

  

等倍から無限遠まで、徹底的に収差を補正。マクロレンズながら
全撮影距離で常に最高の画質が得られる、究極のレンズです。

異常低分散ガラス

MACRO APO-LANTHAR 125mm F2.5 SL



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 : 2003 年 08月            

◉ 生産終了 : 2007 年 04月

希望小売価格（税別）　
￥65,000 

焦点距離: 180mm

口径比: 1:4

最小絞り: F22

レンズ構成: 7群9枚

画角: 14°

絞り羽根枚数: 9枚

フィルターサイズ: φ49mm

最短撮影距離: 1.2m

最大撮影倍率: 1:4

最大径×全長: φ65.6×79.0mm（Ai-Sマウント）

重量: 485g

レンズフード： 2タイプの別売フード

マウント FD、Ai-S、MD、OM、PK-A／R、CY、M42

  

 

  

全長わずか79mm（ニコン用）、ポケットサイズの180mmが登
場。1.2mまで寄れて、驚くほど高画質の新世代望遠レンズです。

APO-LANTHAR 180mm F4 Close Focus SL

異常低分散ガラス


