
 

 



コニカ Ⅲ 

 

＊画面サイズ 24×36mm 
＊使用フィルム 35mm判36枚または20枚撮(専用マ

ガジンまたはパトローネ使用) 
＊レンズ 鮮鋭な描写力を誇る、ヘキサノ

ンF/2 48mm(改良アンバーコーテ
ッド) 

＊画面角度 対角線……48.5° 
 長辺……41° 
 短辺……28° 
＊シャッター 全秒時同調のセイコーシャMXL 
 B・1・1/2・1/5・1/10・1/25・

1/50・1/100・1/250・1/500秒 
＊ライトバリューシステム 
 

＊ ブライトフレームにより正確な構図が決められ
明るく見易い補色連動距離計(特許補色鏡使用)
倍率0.7× 

＊ フロント式セルフコッキングレバーによるフィ
ルム巻上げ、同時シャッターチャージ 

＊ 裏蓋を開くとスタートマークに戻るオートマチ
ックフィルムカウンター 

＊ 迅速な巻戻しのできるクランク式フィルム巻戻
し装置 

＊ セルフタイマービルトイン 
＊ 巻戻しボタンの自動解除 
 



各部の名称 

 

 
 

被写界深度目盛 
アクセサリーシュー 
距離計窓 

ホディレリーズボタン 

フィルムカウンター 

ストラップ取付環 

セルフタイマー 
セットレバー 

フラッシュ接続プラグ 

シンクロ切替レバー 

焦点調節レバー 

ライトバリュー目盛 

ライトバリューリング 

セルフコッキングレバー 

フィルム巻戻しクランク 

距離計兼用ファインダー窓 

絞り・シャッター共通指標 



 

 

 

 

フィルム 
チャンバー 

三脚用 
ねじ穴 

ロックつまみ 

アイピース 

フィルム巻取りスプール 裏 蓋 圧 板 

巻戻し 
ボタン 

スプロケット 



レンズ 

 

 

 レンズはカメラの生命です。コニカⅢには小西
六が独得の設計を誇るヘキサノンF/2 48mmが付け
られています。５群６枚よりなる構成で諸収差は
きわめて少なく、中心部はもちろん周辺部におい
ても非常にすぐれた描写力をもち、画像のきりこ
みがよいので明快な写真を得ることができます。 
そしてヘキサノンF/2 48㎜レンズには改良アンバ
ーコーテッドがほどこしてあります。改良アンバ
ーコーテッドにより、レンズ構成全体を通してフ
ィルムに到達する光は完全な自然光となるので、
カラー写真においては正しい色彩が美しく再現さ
れ、白黒フィルムの場合は黄・赤・緑などの各種
フィルターの効果をよりいっそう発揮します。 

 

ヘキサノン F/2 48 ㎜ 構成図 



シャッター 

 

 

 コニカⅢに装備されているセイコーシャMXLシャ
ッターはB・1・1/2・1/5・1/10・1/25・1/50・
1/100・1/250・1/500秒の各速度を有し、ライトバ
リュー(光値数)システムになっておりますから、
撮影にあたって適正なライトバリューを指標にセ
ットすれば、幾とおりものシャッター速度と絞り
の組合せが自動的に得られます。フラッシュ同調
装置はM・F・Xの接点があるので、この切替えによ
りＭ級・Ｆ級のフラッシュバルブおよびストロボ
(閃光放電管)でも最高速度の1/500秒まで全秒時の
完全同調が可能であります。そのシンクロ効果は
きわめて優秀であり、フラッシュバルブの光量を
最も有効に活用できます。 

 



ブライトフレームファインダー 

 

 

 ファインダーに距離計の組込まれた一眼二重像
合致式連動距離計で、ブライトフレーム(光像枠)
によって画面が決定でき、またアイピースをのぞ
く眼の位置により視野の誤差が生じないので構図
は正確に決定することができます。距離計の半透
明鏡には特許(第184797号)による三重膜式補色鏡
を使用し補色距離計となっております。光の干渉
による増透、増反射のため像が非常に明るく、二
重像は完全な補色すなわち黄色像と紫色像になっ
て見えるので、そのズレが明確であり合致したと
きは自然光となるので判定がきわめて正確容易で
あります。 

 



オートマチックフィルムカウンター 

 

 

 

 カメラの裏蓋を開くことによってフィルムカウ
ンターは自動的にスタートマークに戻ります。カ
メラの裏蓋を閉じ、セルフコッキングレバーをチ
ャージすることによってフィルムカウンターは動
き出しますから、撮影は自動的に表示される１よ
り始めればよいことになります。そのためフィル
ムを装てんしてから、枚数目盛を調整する必要は
なく、常に正確な撮影枚数を示します。 
フィルムカウンターは36の目盛でフリーになり、
それ以上はフィルムが巻上げられても進みません。 
 



フロントレバーによるセルフコッキング 

 

 

 コニカⅢは、独特の大型フロントレバーでフィ
ルムを巻上げ、同時にシャッターチャージを行う
セルフコッキング式で、縦横いずれの撮影にも姿
勢をくずさずに連続速写ができます。レバーは２
回押し下げるとフィルムが１枚分送られ、同時に
シャッターがチャージされます。作動する角度は
44度で、１回目でフィルム半分が送られシャッタ
ーがチャージされ、２回目で残りのフィルムが送
られレリーズボタンも解除され、そしてフィルム
カウンターが１目盛動くようになっています。こ
の２操作が完了しないとシャッターをきることが
できませんから、完全に二重露出が防止されます。 
 



セルフタイマー  

 

 
 

 セルフタイマーセットレバーを図示のようにセ
ットし、ボディレリーズボタンを押すとセルフタ
イマーが作動し、約10秒経過してシャッターがき
れます。セルフタイマーのセットはシャッターチ
ャージの前後いずれでも差支えなく、約90° 以上
のセット位置ならば任意のところで使用でき、Ｂ
以外の各速度で作動します。 
 セルフタイマーは、お家族そろっての記念撮影
や、ハイキング、ご旅行の記録などで大いに活躍
しますが、その他にも接写や顕微鏡撮影のように、
シャッターをきる際のカメラぶれを極度に警戒し
なければならないような場合にも使用して効果が
あります。 

 



焦点の合わせ方とファインダーの見方 

 

 

 

 

 

焦点が合わないとき 

 

 

 

 

焦点が合ったとき 

 すばらしく明るく、合わせやすい距離計ファイ
ンダーはコニカの特長の一つです。焦点を合わせ
るには、ファインダーをのぞきながら焦点調節レ
バーを動かすと、ファインダー中央部に見える被
写体の二重像の一方の像が動きます。二重像は黄
色と紫色で、合致したときは自然光となるので、
正確容易に焦点が合わせられます。この二重像が
完全に合致したときが焦点の合ったときで、レン
ズの焦点は正確に被写体に合っております。そし
てファインダーにはブライトフレーム(光像枠)が
ついているため、アイピースをのぞく眼の位置に
よって視野の誤差がなく、フレームで正しく撮影
範囲を知ることができます。 
 



 

 

 被写体に焦点を合わせたとき、距離目盛を見る
と被写体までの距離がわかり、被写界深度を知る
こともできます。 
 ファインダーの倍率は0.7倍です。被写体をでき
るだけ大きく表わし、しかも視野を同時に全部見
られるような理想的な倍率です。 
 

 ファインダーをのぞく場合には、アイピー
スに正しく眼を添えることです。もしアイピ
ースに眼が正しく位置されていない場合は、
ブライトフレームも完全に見えないし、ファ
インダーの周辺が消えるか暗くなります。正
しい位置でアイピースをのぞいてください。 

 

パララックス修正マーク 
 極く近い距離の被写体を撮影するときは、ファ
インダーの視野と、実際に写る範囲にわずかの誤
差を生じます。これをパララックス(視差)といい
ます。このパララックスの修正のために、ブライ
トフレームの内側にマークがついています。至近
距離(３フィート)の撮影のときは、このマークの
内側で構図を決めてください。 

 



カメラの構え方 

 

 

 鮮鋭な写真を得るためには、シャッターをきる
際カメラぶれを起さぬような保持法をとることが
たいせつです。普通、横位置で撮影するときは、
左手でフロントレバーの操作と焦点調節を行い、
右手でボディレリーズボタンを押すように構えま
す。そしてボディレリーズボタンを押す指先には、
強い力を入れないで呼吸を止めて静かに押してく
ださい。 
 コニカⅢは独特の設計をもっていますので、横
位置でも縦位置でも楽に連続撮影ができます。 
 なお、1/25秒以下の緩速度シャッター使用のと
きは、カメラぶれ防止のため三脚などにカメラを
固定し、ケーブルレリーズを用いて撮影するよう
にしてください。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブルレリーズの使い方 
 

 
 
 ケーブルレリーズを使用するときは、ボディレ
リーズボタンの頭部がねじ込みキャップになって
おりますから、これをはずし、ボタン内部のレリ
ーズねじにねじ込んで使用します。 
 



撮影の順序 

 

 

 

 

 
１ レンズキャップを取る 

 

 ２ ライトバリュー(光値数)を決
める 

 ３ 被写体に応じ、シャッター速度
と絞りの適正な組合せを選ぶ 



 

 

 

 

 

 

４ セルフコッキングレバーを
２回チャージする 

 

 ５ 焦点を合わせる  ６ 構図を決める 



 

 

    

７ ボディレリーズボタンを押
す 

 

    



裏蓋の開閉 

 

 

 

 

 
１ ロックつまみを起し 

 

 ２ 回転して矢印を０に合わせ  ３ その方向に倒して指先で押す
とカメラの裏蓋は軽くとびだ
します。 

 
 裏蓋を閉じるにはロックつまみを開いたときと
同じ位置にしたままで裏蓋を押して閉じ、ロックつ
まみを起し、前と逆の方向に回転して矢印をＣに合
わせてからその方向に倒しておきます。 
 

 

 裏蓋は必ずロックつまみの矢印を０の位置
にして閉じ、裏蓋を閉じてしまったらロックつ
まみの矢印をＣの位置まで回してください。 



 

美しい写真は…… 
 
 
 
 
夜間撮影、舞台撮影に 
コニパン SSS

ｻ ﾝ ｴ ｽ

 ASA 200 
感度、調子、粒子共三拍子揃った万能フィルム 
コニパン SS ASA 100 
美しい調子を主とした 
コニパン S ASA  50 
どなたにも、たやすく美しい色彩が得られる 
さくら天然色フィルム(昼光用) ASA10 
新しい美の開柘に 
さくら赤外フィルム(感光極大) 7500A° 
美しい透明陽画は 
さくら反転フィルム ASA 10 
 

明るいところでマガジン装てんのできる 
 
イージーローディング35ミリフィルム(軸付) 
 

 

さくらフィルム 



フィルムの入れ方 

＊ フィルムを入れるときは必ず日陰を選んで
ください。日陰のない場所では自分の身体の
陰を利用するのも一つの方法です。 

＊ 操作中レンズに指先を触れて指紋などつけ
ぬようレンズキャップをつけておいてくだ
さい。 

＊ このフィルムの入れ方は、さくらフィルムの
フレームナンバーが、各画面のほぼ中央に位
置する手順ですから、セルフコッキングレバ
ーをチャージした状態にしておいてくださ
い。 

 

 
 
１ 裏蓋を開き、巻戻しノブをじゅうぶん外方に引

きだしてから、マガジン(パトーロネ)の頭部を
カメラの底部の方に向けフィルムチャンバー
に正しく落し込み、巻戻しノブを元の位置まで
押し込みます。 

 



 

２ フィルムの先端を巻取りスプールの溝にさし
込み、ボディレリーズボタンを押し 

 
 

 

 フィルムの先端を、図示の方向にさし込んで
おけば、巻戻し完了の際、フィルムが巻取りス
プールから軽くはずれます。一般にはこの方向
にフィルムの先端をさし込むよう、おすすめし
ます。 

 

 
 
 
 

 

 フィルムの先端を、図示の方向にさし込む
と、巻戻し完了の際、フィルムが停止して、巻
取りスプールからはずれませんから、無理に巻
戻しクランクを回さないで、裏蓋を開いて、指
先でフィルムの先端をはずしてください。 



 

 

 
３ パーフォレーション(フィルムの穴)をスプロ

ケットの歯に合わせながら、セルフコッキング
レバーを静かに２回押し下げてフィルムをス
プールに確実に巻きつけます。 

 

 

 
４ 次に裏蓋を閉じ、ボディレリーズボタンを押し

ます。 
 



 

 

 
５ フィルムを巻上げボディレリーズボタンを押

す操作を２回繰返すと、フィルムカウンターは
１の手前の黒ポチを指しております。 

 
以上で撮影の準備ができました。 

 

 

 フィルムを入れ終って裏蓋を閉じてから巻
戻しノブを静かに矢印の方向に巻き、フィルム
のゆるみをなくしておきます。フィルムが正し
く巻上げられていると巻戻しノブは逆の方向
に回ります。これによってフィルムが正しく巻
上げられているか否かがわかりますから、フィ
ルム巻上げのときは常に注意してください。 

 



ライトバリューの調節 

 
 
 

 

 ライトバリュー 
 ライトバリューは光値数ともいい被写体の明る
さをフィルム感度に応じて、ある基準の数値で表わ
したものをいいます。したがってこの数値を知るこ
とによって露出が決まります。被写体の明るさに応
じた適正なライトバリューを知り、一度それにセッ
トすれば、シャッター速度を変えても、それに応じ
て絞の値が自動的に動いて、同じ条件のもとで撮影
するときは、絞りとシャッターのどの組合せを選ん
で使っても一定の露光量が得られることになりま
す。ライトバリューリングに２から18までの順序数
で目盛がついています。これがライトバリューで、
各目盛および中間ごとに落ち込みになっており、１
目盛増えるごとに1/2の露光量となり、目盛と目盛
の中間は0.5の値に相当します。 
 

絞り・シャッター共通指標 
シャッター速度目盛 絞り目盛 

ライトバリュー目盛 ライトバリュー指標 



 

 フィルムの感度と被写体の明るさに応じた、適正なライトバリューをセットすれば、幾とおりもの絞りと
シャッター速度の組合せができ、シャッター速度を変えれば、自動的に絞りの開度が変り、同一条件下にお
いては常に同一露光量が得られます。 
 

 

 

 

 

 
 ライトバリューリングを押し
込みながら、適正なライトバリュ
ーをセットする。 

  動きの速い被写体には速いシャ
ッター速度を。 

  動きのない被写体で奥行のある
ものを写すには、シャッター速度を
遅い方にする。 



 

調節のしかた 
１ ライトバリューリングの両側にあるつまみを

持って、ライトバリューリングを押し込みなが
ら回して、適正なライトバリューをライトバリ
ュー指標にセットします。この場合には絞り目
盛りは動かないでライトバリュー目盛とシャ
ッター速度ダイヤルが、いっしょに動きます。 

２ ライトバリューをセットすると、絞りとシャッ
ターの組合せが幾とおりもできます。このうち
どの組合せを使っても同一露光量になります。 

３ そのまま(ライトバリューリングを押し込まな
いで)ライトバリューリングを回すと、絞り目
盛とシャッター速度目盛が動きますから、被写
体の条件、つまり動きの速いものには速いシャ
ッター速度に、反対に動きのない被写体で奥行
のあるものを写すには、シャッター速度を遅い
方にすれば、それに応じて絞りは自動的に小絞
りになります。 

４ ライトバリューリングを回すとシャッター速
度目盛の合ったところでクリックするように
なっています。絞りは等間隔目盛で、シャッタ
ー速度は倍数速度になっていないため、絞り目
盛の中間でとまることがあります。これはシャ
ッター速度に比例した絞りの開度を保ってい
るため、当然このようになります。 

５ ライトバリュー調節のとき、絞目盛の範囲また
はシャッター速度目盛の範囲の外に回そうと
すると停止します。このときにはライトバリュ
ーリングをそのまま反対方向に戻してからセ
ットします。 

６ シャッター速度の1/250秒と1/500秒のところ
は、構造上他の倍数速度の間隔の２倍になって
います。そのため1/250秒から1/500秒に変える
ときは、ライトバリュー目盛を１目盛多い方へ
ずらしてから1/500秒にしてください。この修
正を行わないと絞が２段動くので、同一露光量
を得ることができません。 



 

 また1/500秒から1/250秒への変更のときは、ラ
イトバリュー目盛を少ない方へ１段ずらして
修正してください。 

７ フィルム巻上げ後(セルフコッキングレバーチ
ャージ後)のシャッター速度変更は差支えあり
ませんが、1/250秒から1/500秒への変換は機構
に無理がかかりますから避けてください。 

８ ライトバリューは１目盛ごとに倍の関係にな
っていますから、フィルターを付けたとき、そ
の露出倍数が簡単に修正できます。つまり露出
倍数２倍のフィルターのときは、ライトバリュ
ーを１目盛少ない方へずらし、1.5倍のフィル
ターならば半目盛少ない方へ、それぞれ、ずら
せばよいことになります。 

 
絞りとシャッター旧來の使い方 
 
 コニカⅢはライトバリューシステムのため、ライ
トバリューを用いた方が使い易いことは当然です

が、旧来の方法で絞りとシャッターを別々に合わせ
て使用したいときは、次の方法で操作してくだざい。 
１ ライトバリューリングをそのまま回すと、絞り

目盛とシャッター速度が、いっしょに動く構造
ですから、ライトバリューリングを回して絞り
を先に指標に合わせ、それからライトバリュー
リングを押し込みながら回してシャッター速
度目盛を指標に合わせます。 

２ 絞りとシャッターの指標は共通指標ですから、
指標外の位置で希望の絞り目盛とシャッター
速度目盛を相対させて、指標まで戻してもよい
訳です。 

３ 特に絞り目盛だけを動かしたいときには、上部
から見てライトバリューリングの左側のつま
みを押し込んでいれば、絞りリングだけ回すこ
とができます。この方法は一定のシャッター速
度で、絞りだけ変えながら撮影するときなどに
用いられます。 

 



フラッシュ同調撮影 

 フラッシュ同調撮影を行うときには、フラッシュ
接続プラグにフラッシュガンのコードのソケット
を接続します。フラッシュ接続プラグはＢ型(ドイ
ツ式)のものがついております。 
 フラッシュ同調撮影のときは使用するフラッシ
ュバルブに応じて、シンクロ切替レバーを動かし、
シンクロマークＭ・Ｆ・Ｘのうちの所要のマークに
合わせます。 

 

Ｍ接点の使用法 
 Ｍ接点はＭ級(タイムツーピーク20ミリセコンド
内外)のフラッシュバルブを使用すると、シャッタ
ー速度は1/500秒までいずれの速度にも完全同調し
ます。 
 
Ｆ接点の使用法 
 Ｆ接点はＦ級のフラッシュバルブを使用し全速
度の同調撮影が可能です。 
 なおＦ級フラッシュバルブのタイムツーピーク
はJIS(日本工業規格)では10ミリセコンド以下とな
っておりますが、実際は５～10ミリセコンドの間に
あります。したがって10ミリセコンドに近いＦ級フ
ラッシュバルブでは1/100秒より遅い速度でご使用
になるほうが安全です。 
 
 



 

Ｘ接点の使用法 
 Ｘ接点はシャッターの羽根が全開したときシン
クロの接点が閉じるのでストロボ(閃光放電管)を
使用する場合に用います。Ｘ接点でフラッシュバル
ブを使用するときは1/25秒以下の緩速度ならば同
調させることができます。 
 

 セイコーシャMXLシャッターほ、Ｍ接点のと
きには同調ガバナーと同調レバーが働き、Ｆ接
点では同調レバーのみが働き、Ｘ接点ではこの
両者共に働かず休止する構造になっておりま
す。したがって切替レバーは同調撮影をしない
ときはＸにセットしておくのがシャッターの
保護のためにもなります。 

 



フラッシュ同調テスト 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 コニカⅢは完全な二重露出防止になっています
が、次の方法によれば、何回でもシャッターをきる
ことができますから、フィルムを１枚もむだにしな
いで、フラッシュ同調テストを行うことができます。 
 
１ セルフコッキングレバーをチャージした状態

にしておき、レンズキャップを付け、ボディレ
リーズボタンを使わないで、シャッターの左下
にあるレバーの先端に、指先または細くとがっ
たものをかけてシャッターをきります。このと
きボディレリーズボタンを少し押すと、側面の
レバーの先端が少し起きるので、シャッターが
きりよくなります。 

 



 

 

２ 次に巻戻しノブを矢印の方向に回してフィル
ムのゆるみをなくして、そのまま巻戻しノブが
動かないように押えておき、他の指先で巻戻し
ボタンを押したままセルフコッキングレバー
を２回押し下げると、フィルムは送られないで
シャッターがチャージされます。 

  以上の方法で何回でも同調テストを行うこ
とができます。 

３ 撮影のときには２の操作完了後、ボディレリー
ズボタンを押して普通に行えます。このときは
レンズキャップを取ることを忘れないように。 

 



赤外補正マーク フィルムインジケーター 

 

 
 さくらフィルム赤外750その他の赤外フィルムに
よる赤外撮影のときは焦点の位置が少しずれるの
で補正を要します。被写界深度目盛中の赤印の４が
赤外補正マークになっておりますから、距離計で普
通に焦点を合わせた後、距離指標で距離目盛を読み、
その読み目盛を赤外補正マークまで移動すれば正
しい焦点が得られます。 

 

 
 カメラの革ケースの裏面にフィルムインジケー
ターが取付けられてあります。カメラに入れてある
フィルムの種類にしたがって、これらの文字を指標
に合わせて使用時にまちがいのないために利用し
ます。



フィルムの巻戻し 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 フィルムカウンターが36になった場合、またはフ
ィルムが巻けなくなったときはフィルムが終りに
なったわけですから、無理にセルフコッキングレバ
ーを動かさないでフィルムを巻戻します。 
 まず巻戻しボタンを押し(巻戻しボタンは自動解
除のため一度押せばよい)巻戻しクランクを起して
矢印の方向に回転するとフィルムはもとのマガジ
ン(パトローネ)に巻戻すことができます。 
最後に巻戻しクランクが重く感じますが、フィルム
がスプールからはずれるときは一度重くなって急
に軽くなります。このときがフィルムが全部マガジ
ン(パトローネ)に巻戻しされたときです。 
次に裏蓋を開き巻戻しノブを外方に引出しマガジ
ン(パトローネ)を取り出します。 
 



 

＊ フィルムが終りになっているのに無理に巻
上げると、パーフォレーションがきれたりし
て巻戻しができなくなり、暗室内でフィルム
を取り出さなければならなくなりますから、
最後の無理な巻上げはやめてください。 

＊ フィルムが終りになってセルフコッキング
レバーが途中で止った場合には、セルフコッ
キングレバーはもとの位置に戻らず、ボディ
レリーズボタンも押せません。この場合には
巻戻しボタンを押してからセルフコッキン
グレバーをストロークいっぱい押すと、もと
の位置に戻ります。 

＊ フィルムを巻戻し、カメラからマガジン(パ
トローネ)を取り出すときは日陰で操作して
ください。 



被写界深度 

 

 
 ある被写体に焦点を合わせたとき、その前後にお
いても焦点の鮮鋭に写る範囲があります。この鮮鋭
に写る範囲を被写界深度と称し、被写界深度は絞り
と距離に関連しております。つまり一定の距離にお
いては絞りを絞るほど被写界深度は深くなり、一定
の絞りならば被写体までの距離が遠いほど被写界
深度は深く、近距離においては浅くなります。また
被写界深度は焦点を合わせた被写体の後方に深く
前方に浅い性質をもっております。 
 

 被写界深度は被写界深度目盛によって知ること
ができます。距離指標を中心にして絞り目盛が両側
に記してありますが、上側から見て左側は深度の遠
い方の限界を、右側は近い方の限界を表わしており
ます。 
 たとえば被写体までの距離が10フィートであっ
たとすると、F/4に絞った場合は９フィートから12
フィートまでの間は鮮鋭に写り、絞りをF/8にした
ときは7.5フィートから15フィートまでが被写界深
度に入ることがわかります。 
 

被写界深度目盛 距離指標 距離目盛 



マガジンとフィルムのつめ方 

コニカ専用マガジンが発売さ
れております。35mmフィルム
36枚撮が収容できる、堅牢な
黒塗り総金属製で永久使用が
でき、しかも光線もれ、スリ
傷などの故障が絶対になく、
フィルムも経済的ですから、
ぜひご使用をおすすめいたし
ます。 

 
＊ マガジンは外筒、内筒およびスプールの三つの
部分よりなっております。 

＊ 外筒のばねを押し上げると安全装置がはずれま
すから、そのまま内筒を右回りに止まるまで回
すと外筒と内筒のフィルム引出口が合います。 

＊ 次にスプールの頭部をつまんで引出すと、内筒
とスプールが外筒からはずれます。 

フィルムのつめ方 
１ スプールの頭部を手前にして左手に持ち、フィ

ルムを右手に持って乳剤面を下側にして、スプ
ールの溝に先端をさし込み端を折返しておき
ます。 

２ 乳剤面を内側にしてスプールにフィルムを巻
きつけます。巻きつけ終ったフィルムの端を１
㎝位のところから外側に折っておきます。 

３ フィルムの巻きつけがゆるまないように注意
しながらスプールの頭部の方から内筒にはめ
込みます。 

 



 

 

 

４ 次にフィルム引出口を合わせて外筒にはめ、ス
プールの頭部をつまんで左に回すとフィルム
引出口にフィルムの先端が出ます。 

５ フィルムの先端をつまんで10㎝くらい引出し、
内筒を左に回すとパチンと音がして安全装置
が、かかります。 

 

＊ フィルムの取扱いはセーフライトの下か暗
黒下で行ってください。 

＊ フィルムをスプールに巻きつける際、乳剤面
に指紋をつけぬようにしてください。 

＊ フィルムはスプールに固めに巻きつけて行
きます。巻き終ってから締め直すとフィルム
にきずが入ります。 



被写界深度表 

ヘキサノン F/2 48mm 被写深度表(フイート) 

 

 



 

ヘキサノン F/2 48mm 被写深度表(メートル) 
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