


◎マクロストロボAF140Cセット
価格52,000円（税込54,600円）
アダプターリング・ケース付

フィルター径49・52・58mmのマクロレ

ンズなどの先端に取り付ける発光部と

アダプターリング、ホットシューに取り付

けるコントロール部のセット。接写や複

写で被写体に影をつくらない均等な照

明ができます。暗いところでのピント合

わせに便利なモデリングライトも装備。

4灯の発光管のうち2本だけを発光させ

て被写体に影をつける立体感のある撮

影も可能です。

◎オートストロボAF280T
価格29,000円（税込30,450円）ケース付

露出が正確なTTL自動調光機能のほ

か、外光オートなど6通りの調光が可

能。照射角度は28mmレンズの画角

をカバー。発光部の角度を上下左右に

変換でき、バウンス照明や近接ストロボ

撮影ができます。単3形アルカリ乾電池

4本使用で、発光間隔はフル発光で最

高約8秒。高性能直列制御式で、近距

離になるほどより短い発光間隔が得ら

れます。

◎オートストロボAF200SA
価格15,000円（税込15,750円）ケース付

外光オート1段のみのシンプルな直列

制御式オートストロボ。コンパクト高性

能で、手軽にストロボ撮影ができます。

ホットシューに取り付け、シャッター速度

自動切換え、ファインダー内での充電完

了表示が可能。照射角度は28mmレ

ンズの画角をカバーします。発光間隔

は単3形アルカリ乾電池4本使用、フル

発光で最高約8秒です。

◎オートストロボAF360FGZ
価格30,000円（税込31,500円）ケース付

ガイドナンバー最大36（ISO100･m）の

オートストロボ。K100D、＊ist Dシリ

ーズ､＊istと組み合わせて、プリ発光に

よる高精度な調光ができるP-TTLオ

ート、ストロボをカメラから離して発光

させるワイヤレス自動調光、全速同調の

ハイスピードシンクロが可能。さらに、後

幕シンクロ、光量比制御、AFスポットビ

ームなど多彩な機能を搭載しています。

レンズの焦点距離と連動するオートズー

ム機構を装備。照射角をひろげるワイ

ドパネルも内蔵しています。

ストロボは暗い場所での撮影だけでな

く、日中シンクロ、スローシンクロ、マル

チ発光、バウンス照明など、表現効果

を豊かにひろげるアクセサリーです。ペ

ンタックスは用途に応じて各種のオー

トストロボを用意。いずれも近距離にな

るほど発光間隔が短く、電池の消耗の

少ない直列制御式の高性能オートス

トロボです。

●TTLオートストロボ

レンズを通してフィルム面に当たるスト

ロボの反射光を、カメラのTTL測光セ

ンサーが測光し、発光量を制御するシ

ステム。調光範囲を広くとることができ

るとともに、バウンス、ディフューズ、マ

ルチ発光の光量比制御などでも、オー

トで精密な露出が得られます。

●P-TTLオートストロボ

ストロボのプリ発光による反射光をカ

メラの通常光センサーで検知し､精密

な調光を行います。ワイヤレス光量比

制御などの精度にすぐれていることも

特長です。

※その他のカメラについてはお客様相談センターに
お問い合わせください。

AF360FGZ

AF500FTZ

AF540FGZ

◎オートストロボAF500FTZ
価格47,000円（税込49,350円）ケース付

ガイドナンバー最大50（ISO100・m）の

高性能クリップオンタイプオートストロボ

です。レンズの焦点距離に連動するオ

ートズーム機構を搭載し、照射角度は

24m mレンズの画角をカバー。発光部

の角度を上・左右に変更でき、被写体

への光をやわらげるバウンス照明がで

きます。後幕シンクロ、AFスポットビー

ム、マルチ発光、スレーブなど機能も多

彩。5Pシンクロ接点を持ち、延長コー

ドＦ5Pで接続し、カメラからストロボを

離してのTTL自動調光での発光も可

能。カメラ内蔵ストロボと同時に使用し

ての光量比制御など、高度なライティ

ングテクニックを駆使できます。

◎オートストロボAF540FGZ
価格50,000円（税込52,500円）
ケース・スタンド付

ガイドナンバー最大54（ISO100・m）、

76（ISO200・m）の大光量を持つクリ

ップオンタイプのオートストロボ。プリ発

光で露出制度を高めたP-TTL自動調

光を採用｡ハイスピードシンクロ、光量

比制御シンクロ、後幕シンクロ、ワイヤレ

スP-TTLシンクロなど多彩な調光モー

ドを備えています。K100D ､ *ist Dシ

リーズおよび D A・D F A・F A・F A J

レンズと組み合わせた場合、照射角度

を自動設定。パワーズームヘッドにより、

35ミリ判換算で24～8 5 m mまで対応。

さらに内蔵のワイドパネルで20mmレン

ズ(35ミリ判換算)の画角までカバーし

ます。照射角度を変換でき、バウンス撮

影も可能。ポートレート撮影に便利なキ

ャッチライト板も内蔵しています。
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最大76(8 5 m m時)

最大70(8 5 m m時)

最大50(8 5 m m時)

16mmレンズの画角をカバー
オートズーム機構搭載

19mmレンズの画角をカバー

19mmレンズの画角をカバー

上下・左右約60°

16mmレンズの画角をカバー
オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル
使用で13mmレンズの画角をカバー

16mmレンズの画角をカバー
オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル
使用で13mmレンズの画角をカバー

ワイヤレス発光・ハイスピードシンクロ可能※、
LCD表示（照明付）

スレープ発光・マルチストロボ可能、
延長コードF5P用ソケットあり、LCD表示（照明付）

ワイヤレス発光・ハイスピードシンクロ可能※、
LCD表示（照明付）

フィルター径49・52・58mmのマクロレンズなどに
装着可能。モデリングライト付

単3形電池4本

単3形電池4本

単3形電池4本

単3形電池4本

単3形電池4本

単3形電池4本上方90° 下方10°
右方180° 左方135°

上方90°
右方180° 左方90°

上方90°下方10°

上方90° 下方15°
右方180° 左方90°

24mmレンズの画角をカバー
オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル
使用で20mmレンズの画角をカバー

24mmレンズの画角をカバー
オートズーム機構搭載。内蔵のワイドパネル
使用で20mmレンズの画角をカバー

24mmレンズの画角をカバー
オートズーム機構搭載

28mmレンズの画角をカバー

28mmレンズの画角をカバー

上下・左右約60°

－

14

最大54(8 5 m m時)

最大50(8 5 m m時)

最大36(8 5 m m時)

28

※K100D、＊ist、＊ist Dシリーズと組み合わせた場合。その他のカメラについては、お客様相談センターにお問い合わせください。



AF540FGZ
AF360FGZ

CL-10

内蔵ストロボ

AF540FGZ
AF360FGZ

K 1 0 0 D
*ist Dシリーズ
*ist

*ist
*ist D

●マクロストロボ
AF140C

●延長コードF5P

●AF500FTZ ●AF360FGZ

●ホットシュー
アダプターF

●ホットシュー
グリップ

●ホットシュー
アダプター2P

●シンクロコード
（市販品）

※*i s t  D
は不要です。

●AF280T ●AF200SA

●4PシンクロコードB

●K100 D　●＊ist Dシリーズ　●＊ist

●4PシンクロコードB5m●オフカメラシュー
アダプターF

●ホットシュー
アダプターFG

●5Pシステム　●4Pシステム　●マニュアル発光のみ

●AF540FGZ

AF280T
AF200SA

AF280T
AF200SA

AF280T
AF200SA

AF280T
AF200SA

AF540FGZ

①オフカメラシューアダプターF
②ホットシューアダプターF・FG
　　　　　　　延長コードF5P

①ホットシューグリップ　　　　　　4PシンクロコードB　　　　　　4Pマルチコード

ディストリビューター

① ①

①

①

AF280T
AF200SA

① ①

①

AF500FTZ

②

◎ホットシューアダプターFG
価格3,500円（税込3,675円）

カメラのホットシューに装着。延長コー

ドF5 Pを用いてストロボをカメラと離

して使用するためのアダプター。内蔵

ストロボとの併用も可能です。

◎ホットシューアダプターF
価格2,000円（税込2,100円）

カメラのホットシューに装着し、延長コ

ードF5P用のシンクロ接点を追加する

アダプター。上部にホットシューを持っ

ています。

◎ホットシューグリップ
価格5,000円（税込5,250円）

AF280T、AF200SAなどのクリップ

オンタイプストロボをグリップ上部のホッ

トシューに装着して使用できます。4P

シンクロ接点を2つ持ち、4Pシンクロコ

ードBでカメラと接続しTTL自動調光

などの連動が可能。ストロボをさらに接

続してマルチ発光もできます。

◎ホットシューアダプター2P
価格1,500円（税込1,575円）

ホットシューに装着し、JIS-B型のシン

クロソケットを追加するアダプター。上

部に2Pのホットシューがあります。

◎オフカメラシューアダプターF
価格4,000円（税込4,200円）

外付けストロボをカメラから離して三

脚に固定するためのアダプター。延長

コードF5P用のコネクターをそなえて

います。

◎オフカメラシュークリップCL-10
価格6,500円（税込6,825円）

ストロボをカメラから離して使用するとき

に、テーブルなどに固定するための大

型クリップ。アクセサリーシューにクリッ

プオンタイプのストロボを装着できます。

◎延長コードF5P
価格〈0.5m〉2,000円（税込2,100円）
　　〈1.5m〉4,000円（税込4,200円）
　　〈（L）約3m〉6,000円（税込6,300円）

AF540FGZ、AF500FTZ、AF360

FGZをカメラから離して使用するため

の5Pシンクロコード。ホットシューアダ

プターF・FG、オフカメラシューアダプ

ターＦと併用します。

◎ディストリビューター
価格3,000円（税込3,150円）

T T L自動調光で3灯まで増灯できる

分配器。カメラとは4Pシンクロコード

Bで接続、ストロボの接続は4Pマルチ

コードなどを用います。

◎4Pマルチコード5m
価格3,000円（税込3,150円）

マルチ発光をする際にカメラとホットシ

ューグリップまたはディストリビューター

を接続するコードです。

ホットシュー
　　グリップ

◎4PシンクロコードB
　（ホットシュー接続・約50c m）

◎4PシンクロコードB5m
　（ホットシュー接続）

価格3,500円（税込3,675円）

価格4,000円（税込4,200円）

外付けストロボをカメラから離して使

用する際に、カメラのホットシューとホ

ットシューグリップまたはディストリビュ

ーターを接続するコードです。

ワイヤレス P -T T L 自動調光

AF540FGZ、AF360FGZとK100 D､

＊ist Dシリーズ､＊istとの組み合わせで

可能。さらに､K100D､＊istD、＊istの

内蔵ストロボまたはカメラに装着した外付

けストロボをマスターまたはコントローラー

として､高精度のP-TTL自動調光をワ

イヤレスで行えます。
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ミクロの世界には、肉眼では思いもよら

ない新鮮な驚きや感動が隠されていま

す。昆虫や草花だけでなく、見まわせば

身近にもクローズアップしてみたい被

写体は多いもの。小さな被写体に大き

く迫る接写は、ファインダーで見たとお

りの画像が写せる一眼レフの独壇場と

いえます。ペンタックスは多彩な接写ア

クセサリーを用意。ふだんとは違う小さ

な世界をいきいきと映し出すミクロの領

域を開いています。

◎ステレオアダプターDセット
 (3Dイメージビュワー付属)
オープン価格

適合するレンズは、焦点距離が約50

m m相当(デジタルの場合は35ミリ判

換算50mm相当)のズームまたは単焦

点レンズです。フィルター径は5 2 m m。

◎接写リングKセット
価格16,000円（税込16,800円）ケース付

1号（全長9.5mm）、2号（全長19mm）、

3号（全長28.5mm）のセット。単独もし

くは組み合わせて用い、FA50mmF1.4

の場合、レンズ正向き1+3で0.88倍ま

で、リバースアダプターを用いてレンズを

逆向きにすれば1+2+3で1.74倍まで

の高倍率撮影が可能です。

◎リバースアダプターK49mm・52mm
価格 各1,000円（税込各1,050円） ケース付

カメラのレンズマウントまたは接写リング

に、レンズを逆向きに装着するためのリ

ング。高倍率の撮影では、レンズを逆向

きにするとピント性能の低下を防ぐこと

ができ、シャープな撮影ができます。

■接写用アクセサリーは、使用するレンズによっては十分に性能を発揮できない場合があります。
■接写用アクセサリーを使用した場合は、オートフォーカスは作動しません。
■カメラによっては使用できるアクセサリーに制限があります。詳しくはお客様相談センターにお問い合わせください。

◎ヘリコイド接写リングK
価格11,000円（税込11,550円）ケース付

カメラとレンズの中間に装着。絞

り込み測光になり自動露出は使

えませんが、ヘリコイドによってリ

ングの全長を26.5m mから46.5

mmまで自由に変えることができ、

希望の倍率に調整できます。

リバースアダプターK ヘリコイド接写リングK

ステレオアダプター

装着例

3Dイメージビュワー
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レンズ前面に装着して立体写真をワンシ

ョットで撮影できるアダプターと、立体写

真を見るための3Dイメージビュワーのセ

ット。撮影したものが立体的に浮かび上

がってくる、リアルな画像が楽しめます。

フィルターサイズ49m mのレンズには、

49mm→52mmステップアップリングを

用いて装着します。

※L判相当のプリントでご覧になれます。
※プリントはセットに含まれません。

D FA MACRO 100mmF2.8

D FAマクロ50mm F2.8、D FAマクロ100mm F2.8はアクセ

サリーを使わずに等倍までの接写ができるレンズです。オー

トフォーカスで精密なピント合わせが可能です。

◎D FA MACRO 100mmF2.8
オープン価格 ケース・フード付
ケースS80-120 2,500円(税込2,625円)・
フードPH-RBB49 3,000円(税込3,150円)付属

最短撮影距離0.303mで等倍までの高

倍率撮影が可能。

◎D FA MACRO 50mmF2.8
オープン価格 ケース・フード付
ケースS80-80 2,500円(税込2,625円)・
フードPH-RBC49 2,500円(税込2,650円)付属

大幅な小型軽量化を果たしながらデジ

タル画像の特性に最適化したマクロレ

ンズ。最短撮影距離0.195mで等倍まで

の接写が可能。

レンズ正向き レンズ逆向き （1）=1号 （2）=2号 （3）=3号

1/2× 1× 1.5×
▲ ▲▲

0.51 1.04

0.38 0.70 0.88 1.19※ 1.38※ 1.56 1.740.52 1.06※

1.16 1.54

（1） （2） （1）（3）+ （2）（3）+ +（2）（1） （1）（3）+ （2）（3）+ （1）+（2）（3）+

※FA50mm f1.4の場合､この倍率での使用は像性能上お勧めしません。

+（2）（1）（3）／

ヘリコイド接写リングK

接写リングKセット

リバースアダプターK
49mm・52mm

交換レンズ（正向き）

交換レンズ（逆向き）
フィルター径 
49mm・52mm

●K100D

●*ist Dシリーズ
●*ist

マクロストロボ※
AF140C



◎リモートコントロールF
価格3,000円（税別3,150円）

K100D､*ist Dシリーズおよび*ist

を、カメラの前面方向から遠隔操作で

きます。リモコンのシャッターボタンを押

してから3秒後にレリーズします｡（カメ

ラ側の設定により、直後のレリーズも可）。

◎バッテリーグリップBG-20（＊ist用）
価格8,000円（税込8,400円）

単3形電池4本を収納して、カメラ底部

に装着する電源アクセサリー。カメラ本

体のCR2電池に比べ、撮影可能フィル

ム本数が大幅に増加します。縦位置で

のシャッターボタン、AEロックボタンを装

備。手になじむ形状で、縦位置、横位置

とも、*istをしっかりとホールドすること

ができます。

より精密なピント合わせなど、高度なテ

クニックが要求される専門的な用途に

応え、思いどおりの構図を決定するた

めに、各種の接眼部アクセサリーをは

じめ、各種のフォーカシングスクリーン

まで、用途に合わせてさまざまなアクセ

サリーを用意しています。

◎レフコンバーターA
価格39,000円（税込40,950円）

ファインダー接眼部に装着して、像を直

角の方向から見ることのできるアクセサ

リー。倍率を1倍、2倍に切り替えて、精

密なピント合わせが可能です。接写な

どウエストレベルでローアングルから撮

影したい場合や、カメラを下に向けて三

脚に固定し、床面に置いたものなどを

複写する場合にも便利です。視度調整

機構を内蔵。

◎アイカップM・MⅡ
価格180円（税込189円）・800円（税込840円）

ファインダー接眼部に装着。眼鏡をかけ

ない人の場合、顔をぴったり密着でき、

像が見やすくなります。アイカップMⅡは

67視度調整レンズが取り付けられます。

◎視度調整レンズアダプターM
　（－5～＋3m-1）
価格 各600円（税込 各630円）

カメラの視度調整範囲を越える場合、あ

るいは、視度調整機構を持たないカメラ

のファインダー接眼部に装着。撮影者の

視力に合わせた視度の調整が行えます。

◎67視度調整レンズ（－5～＋2m-1）
価格 各700円（税込各735円）

アイカップMⅡに取り付け、ファインダー

視度を調整できます。

◎マグニファイヤーFB
価格4,000円（税込4,200円）

ファインダー接眼部に取り付けて、画面

中央の像を2倍に拡大して見るアクセ

サリー。接写や複写など、精密なピント合

わせをしたいときに役立ちます。取り付

けたままはね上げて全視野を見ることも

可能。視度調整機構も内蔵しています。

◎フォーカシングスクリーン
　（*ist Dシリーズ用）※
価格 各4,000円（税込 各4,200円）

明るくピントの山がつかみやすいナチュ

ラルブライトマットスクリーン。用途に応

じて3タイプが自由に交換できます。

●A Fフレームマット LF-60(標準)
　A Fフレームとスポット測光のフレーム入り。

◎アイカップFL
　（*ist D、*ist DS、*ist DS2 用）

●リチウム電池C R 2使用の場合に比べて撮影可能フィルム本数が多くなります。

一般撮影

C R 2

バルブ露出
約17本

約50本

約5時間

約30本

約75本

約12時間

単 3アルカリ

［ストロボ使用なし］

［ストロボ使用50％］

※新品電池で当社試験条件によりますが、撮影本数は使用条件によって変わります。
　［20℃・24枚撮りフィルム］

※FAリミテッドレンズにマッチするシルバー枠のフ
ィルターです。

●A F分割マット LL-60(分割)
　構図決定をアシストする分轄線入り。

●A Fスケールマット LI-60(十字線)
　目盛り付きの十字線入り。

※*istDL､*istDL2はフォーカシングスクリー
ンの交換ができません。

26,000円（税込27,300円）

4,000円（税込4,200円）

112 m m  19,000円（税込19,950円）
150 m m  48,000円（税込50,400円）

◎円偏光フィルターFA★(ケース付)
　（FA★3 0 0 m m F 2 .8 /6 0 0 m m F 4 用）

◎ smcフィルター49mm
　シルバースカイライト

◎ smc ペンタックスPFフィルター

レザーストラップキャメル

レザーストラップディープブラウン

カジュアルストラップキャンパス

カジュアルストラップデニム

カラースリムストラップグリーン

カラースリムストラップピンク

カラースリムストラップブルーグレー

スタンダードストラップ30

スタンダードストラップ20
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◎アイカップFN（*ist DL､*ist DL2用）

◎アイカップFM（*ist用）

800 円（税込840円）

800 円（税込840円）

800 円（税込840円）

◎アイカップFo（K 100 D 用）
800 円（税込840円）

※

6,000円（税込6,300円）

6,000円（税込6,300円）

2,500円（税込2,625円）

2,500円（税込2,625円）

2,500円（税込2,625円）

2,500円（税込2,625円）

2,500円（税込2,625円）

2,000円（税込2,100円）

1,800円（税込1,890円）



※O-CC28･O-CC34は同寸法ですが、*ist DLはアイカップ形状が違うためレンズによって適合が違います。

● *ist DLとDA 16-45mm F4 ED ALは、フィルター、フード逆かぶせ、キャップ付の場合ケースに収納できません。
● *ist DLとDA 12-24mm F4 ED AL(IF)は、フィルター、フード逆かぶせ、キャップ付の場合ケースに収納できません。
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※空欄及び上記以外の適合については、お客様相談センターにお問い合わせください。
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◎ケーブルスイッチCS-205
価格3,500円（税込3,675円）

K100 D､＊ist Dシリーズ､＊istの

レリーズソケットに装着して、カメラの

シャッター操作を行います。コード長

約50cm。

◎クイックシューアダプターQS-10
価格5,500円（税込5,775円）

◎クイックシューベースQS-B1
価格5,500円（税込5,775円）

三脚にカメラをワンタッチで着脱できる

アクセサリー。軽く堅牢なマグネシウム

ダイキャスト製です。

◎smcペンタックスフォトルーペ5.5×
価格12,000円（税込12,600円）

4群4枚構成の高性能光学系と、ペン

タックス独自のマルチコーティングを施

した写真用ルーペ。ハイアイポイントで、

大口径の広い視界と、周辺まで見やす

くクリアーな視野が特長です。

◎デジタルスポットメーター
価格68,000円（税込71,400円）ケース付

夜景や舞台の撮影など、厳密な露出

決定を必要とする場合に用います。コ

ンパクトさと、暗いところでも読み取りや

すい表示が特長。受光角は35ミリ判で

40 0 0 m m超望遠レンズに相当するわ

ずか1度。さまざまな明るさのなかで、

最も必要な部分だけを確実に測光で

きます。受光素子は、低輝度域での応

答性にすぐれたSP Dで、測光範囲は

EV1～20の広さ。EV値直読式で、測

光値はファインダー内に明るくデジタル

表示します。重量は250ｇと軽量かつ

コンパクトで、機動性にすぐれています。

●被写体に近づかなくても明暗バランスの

　測光が可能。

●正像で見やすいペンタプリズムファイン

　ダーをそなえ、スポーツなどの動体を追い

　ながらの測光も可能。

●望遠輝度計としても使えるIREスケール

　利用の高度な測光法を採用。

●対物レンズ、接眼窓のマルチコーティン

　グにより、明るく見やすいファインダーを

　実現。

◎ズームフォトルーペ5～11×
価格30,000円（税込31,500円）

非球面レンズを使用したフィルムチェッ

ク用高性能ルーペ。5～11倍のズーム

機構を持ち、画像の細部まで自在に拡

大してチェックできます。接眼部から約

14mm離れて全視野を確認できるハイ

アイポイント設計です。

◎スタンドフォトルーペ ブラック
価格1,500円（税込1,575円）

フォトルーペ5.5×、5～11×の透明スタ

ンドと交換して使用。ライトボックスの上

でルーペを用いてポジフィルムなどを見

るとき、不要な外光を遮断できます。

クイックシュー
アダプター
Q S - 1 0

クイックシュー
ベースQS -B 1

◎ボディマウントキャップK

◎レンズマウントキャップK

◎レンズキャップF49mm

◎レンズキャップF52mm

◎レンズキャップF58mm

◎レンズキャップ62mm

◎レンズキャップF67mm

◎レンズキャップ72mm

◎レンズキャップA77mm

◎レンズキャップL51mm

◎レンズキャップリミテッド49mm
　（ブラック・シルバー）

◎レンズキャップFA31/1.8リミテッド
　（ブラック・シルバー）

●K100 D用
◎カメラケースO-CC53

●*ist DS用
◎カメラケースO-CC28

●*ist DL･*ist DL2 ･*ist DS2用
◎カメラケースO-CC34

●*ist用
◎カメラケースCF-12

400円（税込420円）

ペンタックスは各カメラ用のソフトケースを

用意。ズームや望遠など各種交換レンズを

装着したまま収納するためのフロントケー

スもそろえています。なお、フロントケースと

バックケースを組み合わせたものがソフト

ケースになります。またカメラストラップも材

質、幅、カラーとも各種取りそろえています。

カメラケース CF-12

6,000円（税込6,300円）

6,000円（税込6,300円）

6,000円（税込6,300円）

6,000円（税込6,300円）

300円（税込315円）

300円（税込315円）

300円（税込315円）

300円（税込315円）

350円（税込368円）

400円（税込420円）

450円（税込473円）

500円（税込525円）

550円（税込578円）

300円（税込315円）

2,500円（税込2,625円）

2,500円（税込2,625円）

◎ホットシューカバーFK
　（K100 D､*ist Dシリーズ、*ist用）

カメラケース O-CC34

カメラケース O-CC53

カメラケース O-CC28
(*ist DS専用)
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2006年6月現在

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ

ご用命は信用ある当店へ

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36- 9

営 午前10：30～午後6：30
（年末年始を除き年中無休）

TEL.03-3348-2941 
〒163-0401 
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

営 9：30～17：00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-009506（おしえてタウンページ）
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町塙858 

受 9：00～12：00/13：00～17：00(土・日・祝日休館)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639東京都板橋区前野町2-36-9

営 午前9：00～午後6：00
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

   ナビダイヤル 0570-001313
（市内通話料金でご利用いただけます）
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200 
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

■この商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。■記載内容の性能・価格など、仕様の一部が変更される場合があります。■このカタログ記載の価格はすべて「希望小売価格」です。
■作例写真は、印刷のため実際のプリントとは若干異なります。■カタログ中の作例写真は､機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります｡ ■｢P E N T A X ｣｢s m c  PENTAX｣はペンタックス(株)の登録商標です｡

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです｡
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください｡

ピックアップリペアサービス

ご 注 意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ペンタックスの一眼レフは、当社製のペンタックス交換レンズと組合わせて、最良の性能を発揮するように設計されています。ぜひペンタックスレンズをご使用ください。

◆土、日、祝日も開場しております。
　営業時間／10:30～18:30
　東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル1F　TEL 03-3348-2941（代）

写真文化の向上をめざす映像発信

基地としてのギャラリー、自由にカメラ・

レンズなどに触れられるショールーム、

点検や修理を承るサービスセンター

の3つの機能を持つ総合コミュニケ

ーションスペースです。

◆土、日、祝日は休館。開館時間／9:30～17:00

栃木県芳賀郡益子町塙 858
TEL 0570-009506（おしえてタウンページでご案内）

他に夏季、冬季の休館日があります。事前に開館日をお問い合わせください。

写真発明時代から現代まで、カメラ

の歴史を約225m2のゆったりした展

示室でご覧いただける、世界でも有

数の博物館です。収蔵するカメラは

約7,500台。そのうち世界最初のダ

ゲレオタイプカメラをはじめ、銀板写真、

湿板カメラ、豆カメラ、特殊カメラなど、

常時約1,000台を展示。時代を追っ

て分類されており、カメラの発展の歴

史が理解できます。

もっとデジタルカメラを使いこなしたい！もっと写真を楽しみ

たい！そんなあなたのために、東京・大阪地区でフォトスク

ールを開講しています。また、通信による作品の添削指導

も行っています。皆様の目的やレベルに合わせてご参加

ください。

東京都板橋区前野町2-36-9 TEL 03-3960-5740

ペンタックスフォトスクール「ペンタックスファミリー」はペンタックス製品ご愛用者の

全国的な写真クラブです。年4回発行の機関誌「ペンタッ

クスファミリー」と年1回発刊の「ペンタックス写真年鑑」

などを刊行するほか、撮影会やフォトスクールなどのイベント

を開催しています。また、修理代金の割引、会員特別価格

によるオリジナルグ

ッズの購入など特

典も充実。初心者

の方からベテランの

方までお楽しみいた

だけます。

◆入会金：1,000円(税込1,050円)
◆年会費：7,000円(税込7,350円)

◆A4版オールカラー全64ページ
　価格2,800円(税込2,940円)

デジタルカメラで撮影を楽しむための基礎知識を､初心者

にもわかりやすく解説

したテキスト｡露出や

ピントといった写真の

基礎から､デジタル写

真ならではの楽しみ方

まで､豊富な作例とチ

ャートを用いて説明し

ています｡これを読めば､

もうデジタル写真は難

しくありません｡

すぐに役立つデジタル写真の基礎知識
｢林檎の秘密DIGITAL｣

◆初級デジタル
デジタル一眼レフ及びパソコン初心者対象｡ペンタックスデジタル
一眼レフの基礎操作や撮影､プリントを楽しく学習｡｢林檎の秘密
DIGITAL｣をテキストとして使用します｡
◆中級デジタル
デジタルカメラ所有者､パソコン操作ができる方を対象｡
画像処理の仕組みを体験しながら､作品を制作していきます｡
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