
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 04月            

◉ 生産終了 : 2010 年 12月

希望小売価格（税別）　
￥135,000 

焦点距離: 35mm

口径比: 1:1.2

最小絞り: F22

レンズ構成: 7群10枚

画角: 63°

絞り羽根枚数: 12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: ∞～0.7m（使用するカメラにより異なる）

最大径×全長: φ53×77.8mm

重量: 490g

レンズフード： 専用フード付き 

マウント VMマウント

  

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical 

非球面
非球面

考えられるすべてのテクノロジーを投入することで生み出さ
れた世界初 *の 35mmF1.2 大口径広角レンズ。高屈折率ガ
ラスをふんだんに使用し、さらに 3面に非球面を採用。卓越
した描写性能を実現しています。
（*発売当時）



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 : 2007 年 08月  

希望小売価格（税別）　
￥135,000 （300本限定）

焦点距離: 35mm

口径比: 1:1.2

最小絞り: F22

レンズ構成: 7群10枚

画角: 63°

絞り羽根枚数: 12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: ∞～0.7m（使用するカメラにより異なる）

最大径×全長: φ63×77.8mm

重量: 490g

レンズフード： 専用フード付き 

マウント: VMマウント

  

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical VM Silver <Limited> 

非球面
非球面

全世界 300 本限定のシルバーモデル。
考えられるすべてのテクノロジーを投入することで生み出さ
れた世界初 *の 35mmF1.2 大口径広角レンズ。高屈折率ガ
ラスをふんだんに使用し、さらに 3面に非球面を採用。卓越
した描写性能を実現しています。
（*発売当時）



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 : 2011 年 09月            

◉ 生産終了 : 2019 年 11月

希望小売価格（税別）　
￥135,000 

焦点距離: 35mm

口径比: 1:1.2

最小絞り: F22

レンズ構成: 7群10枚

画角: 63°

絞り羽根枚数: 12枚

フィルターサイズ φ52mm

最短撮影距離: 0.5m

距離計連動範囲: ∞～0.7m（使用するカメラにより異なる）

最大径×全長: φ60.8×62.0mm

重量: 470g

レンズフード： LH-8 

マウント VMマウント

  

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical II 

考えられるすべてのテクノロジーを投入することで生み出さ
れた世界初 *の 35mmF1.2 大口径広角レンズ。高屈折率ガ
ラスをふんだんに使用し、さらに 3面に非球面を採用。卓越
した描写性能を実現しています。
（*発売当時）

非球面
非球面

異常部分分散ガラス



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 : 2008 年 02月            

◉ 生産終了 : 2019 年 03月

希望小売価格（税別）　
MC-マルチコート　￥75,000  
SC-シングルコート ￥75,000  
フードLH-6（別売） ￥6,000  

焦点距離: 35mm

口径比: 1:1.4

最小絞り: F16

レンズ構成: 6群8枚

画角: 63°

絞り羽根枚数: 10枚

最短撮影距離: 0.7ｍ

距離計連動範囲: ∞～0.7m（カメラにより異なる）

最大径×全長: φ55×28.5mm

フィルターサイズ: φ43mm

重量: 200g

レンズフード： LH-6（別売）

 

NOKTON classic 35mm F1.4 

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代
に蘇らせた大口径＆コンパクトな広角レンズ。絞り開放ではなだ
らかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力
が写真表現の幅を広げます。



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。

◉ 発売年月 : 2015 年 08月            

◉ 生産終了 : 2019 年 11月

希望小売価格（税別）　
シルバー　￥135,000
ブラック　￥115,000 

焦点距離: 35mm

口径比: 1:1.7

最小絞り: F16

レンズ構成: 7群9枚

画角: 62°

絞り羽根枚数: 10枚

フィルターサイズ φ46mm

最短撮影距離: 0.5m

距離計連動範囲: ∞～0.7m（使用するカメラにより異なる）

最大径×全長: φ53.0×50.9mm

重量: シルバー330g,ブラック238g

レンズフード： 標準フード付き（別売フードLH-9 S/B） 

カラー シルバー（真鍮製）、ブラック（アルミ製）

マウント VMマウント

ULTRON Vintage Line 35mm F1.7 

歴史的な名作とされるクラシックレンズを範とするスタイリ
ングに、現代的設計の光学系を組み合わせた “ヴィンテージ
ライン” の準広角レンズ。非球面レンズの採用で、絞り開放
から優れた光学性能を発揮します。

非球面

異常部分分散ガラス

フードLH-9 S（別売）　￥12,000 
フードLH-9 B（別売）   ￥10,000 


