
焦点距離: 21mm

口径比: 1:4.0

最小絞り: F22

レンズ構成: 6群8枚

画角: 91°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ43mm

最短撮影距離: 0.9ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.9m

最大径×全長: φ58.5×26.2mm（フード込み）

重量: 140g

その他: フォーカシングハンドル付き

マウント: SCマウント（ニコンS、旧コンタックスマウント）

ARCHIVES

希望小売価格（税別）ーViewfinder付きー　
￥75,000 

超広角レンズながら歪曲のきわめて少ない鮮烈な画像と、美しい
描写性を徹底追求。対称型だから実現した高画質レンズです。

特長 仕様

SC SKOPAR 21mm F4

● 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 07月            

◉ 生産終了 : 2005 年 04月



焦点距離: 25mm

口径比: 1:4.0

最小絞り: F22

レンズ構成: 5群7枚

画角: 82°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ43mm

最短撮影距離: 0.9ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.9m

最大径×全長: φ55.8×28mm（フード込み）

重量: 141g

その他: フォーカシングハンドル付き

マウント: SCマウント（ニコンS、旧コンタックスマウント）

ARCHIVES

希望小売価格（税別）ーViewfinder付きー　
￥70,000 

スナップはもちろん風景写真まで、あらゆる局面で広い視野を自
然な描写性で写し込む、実力派の広角レンズです。

特長 仕様

SC SKOPAR 25mm F4

● 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 : 2005 年 04月



焦点距離: 28mm

口径比: 1:3.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 5群7枚

画角: 75°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ43mm

最短撮影距離: 0.9ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.9m

最大径×全長: φ55.8×28mm（フード込み）

重量: 138g

その他: フォーカシングハンドル付き

マウント: SCマウント（ニコンS、旧コンタックスマウント）

ARCHIVES

希望小売価格（税別）
￥55,000 

あえて明るさを求めず、徹底した高画質と機動性を追求すること
で実現した、行動派のための高性能28mmレンズ。

特長 仕様

SC SKOPAR 28mm F3.5

● 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 01月            

◉ 生産終了 : 2005 年 04月



焦点距離: 35mm

口径比: 1:2.5

最小絞り: F22

レンズ構成: 5群7枚

画角: 63°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ: φ43mm

最短撮影距離: 0.9ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.9m

最大径×全長: φ55.8×28mm（フード込み）

重量: 141g

その他: フォーカシングハンドル付き

マウント: SCマウント（ニコンS、旧コンタックスマウント）

ARCHIVES

希望小売価格（税別）
￥55,000 

特長 仕様

SC SKOPAR 35mm F2.5

● 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 : 2005 年 04月

クリアで鮮烈な画質と明るさのベストバランスを実現。いつどんな
時でも頼りになる、優れた描写性能を発揮します。



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: φ58mm

最短撮影距離: 0.9ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.9m

最大径×全長: φ55.8×39.2mm（マウント面より、フード込み）

重量: 227g

マウント: Sマウント

ARCHIVES

希望小売価格（税別）
￥75,000 

非球面レンズ採用により開放から卓越した描写性を発揮する大
口径標準レンズ。直進ヘリコイドによりスムーズな操作性を実現。

特長 仕様

S NOKTON 50mm F1.5 Aspherical

● 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 : 2003 年 04月            

◉ 生産終了 : 2005 年 04月

非球面



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: φ43mm

最短撮影距離: 0.9ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.9m

最大径×全長: φ55.8×30.7mm（フード込み）

重量: 149g

その他: フォーカシングハンドル付き

マウント: ニコンSマウント

ARCHIVES

希望小売価格（税別）
￥55,000 

50mmF2.5クラスでは異例の6群7枚構成を採用。あらゆる局面
で高い実力を発揮する、コンパクトな高画質標準レンズです。

特長 仕様

S SKOPAR 50mm F2.5

● 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 01月            

◉ 生産終了 : 2005 年 04月



焦点距離: 85mm

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: φ55.8×83.9mm（フード込み）

重量: 262g

マウント: Sマウント

ARCHIVES

希望小売価格（税別）
￥65,000 

異常低分散ガラスを使用し、妥協することなく収差を究極まで補正し
た高画質望遠。極めてクリアで美しい描写を達成しました。

特長 仕様

S APO-LANTHAR 85mm F3.5

● 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 03月            

◉ 生産終了 : 2005 年 04月

異常低分散ガラス


