
カメラ修理料金表 消費税10%込み 2021/1/1現在

算出基準表 注) 正式な料金は機種別価格表をご確認ください。ご不明の点はお問い合わせください。

カメラの形式 基本料金 距離計あり 露出計あり
交換レンズ

単体
レンズ研磨等

シャッター幕
交換

レンズシャッター式
(一眼レフ以外)

¥19,800 ¥13,200 ¥13,200 ¥19,800 別途見積もり -

フォーカルプレーン式
(一眼レフ以外)

¥33,000 ¥13,200 ¥13,200 ¥19,800 別途見積もり ¥19,800

レンズシャッター一眼レフ ¥46,200 - ¥13,200 ¥19,800 別途見積もり -

フォーカルプレーン
一眼レフ

¥46,200 - ¥13,200 ¥19,800 別途見積もり ¥19,800

カメラの形式 蛇腹補修 蛇腹交換 たすきガタ 外装補修 特殊作業
レンズシャッター式
(一眼レフ以外)

¥6,600 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

フォーカルプレーン式
(一眼レフ以外)

別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

レンズシャッター一眼レフ 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

フォーカルプレーン
一眼レフ

別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

他社整備不良品
30%～100%割り増しとなる

場合あり

個人分解品
30%～100%割り増しとなる

場合あり

●



主要機種別価格表 (以下のリストにないメーカーや機種については、お問い合わせください)

ライカ
Ernst Leitz - Leica

Camera AG
正式表記 特徴、備考 基本料金

シャッター幕交
換

ファインダーブロッ
ク再構成、銀蒸着

ライカ A Leica A レンズ一体 ¥52,800 ¥19,800 -
ライカ IC、IF、IG Leica IC、IF、IG ¥33,000 ¥19,800 -
ライカ ⅡC-ⅡF、ⅢC-Ⅲ
G

Leica ⅡC-ⅡF、
ⅢC-ⅢG

距離計 ¥46,200 ¥19,800 -

ライカM1～M4-P、MD系
Leica M1-M4-P、
MD series

距離計 ¥66,000 ¥19,800 ¥39,600

M5 M5 距離計、露出計 ¥79,200 ¥19,800 ¥39,600
ライカフレックス、SL、 Leicaflex、SL、 一眼レフ ¥66,000 ¥19,800 ¥39,600
ライカM6,M7,M8,ライカR
型

Leica M6、M7、M8
Leica R series

修理不能 - - -

特殊型(B型等) Leica B etc. Special Model 要見積もり - -
距離計用交換レンズ L39およびM \19,800～\39,600 - -
ライカフレックス用交換レ
ンズ

Rマウント ¥39,600 - -

ライカMC/MRメーター セレン交換等 ¥26,400 - -

ライカ
Ernst Leitz - Leica

Camera AG
正式表記 特徴、備考

グッタペルカ貼り
直し、貼り替え
(OHと同時）

グッタペルカ
貼り替え

(単独処置)
露出計

ライカ A Leica A レンズ一体 ¥13,200 ¥33,000 -
ライカ IC、IF、IG Leica IC、IF、IG ¥13,200 ¥33,000 -
ライカ ⅡC-ⅡF、ⅢC-Ⅲ
G

Leica ⅡC-ⅡF、
ⅢC-ⅢG

距離計 ¥13,200 ¥33,000 -

ライカM1～M4-P、MD系
Leica M1-M4-P、
MD series

距離計 ¥13,200 ¥33,000 -

M5 M5 距離計、露出計 ¥13,200 ¥33,000 -
ライカフレックス、SL、
SL2

Leicaflex、SL、
SL2

一眼レフ - ¥33,000 ¥26,400



旧フォクトレンダー Voightlaender 正式表記 特徴、備考 基本料金 蛇腹補修
ビトーⅠ、Ⅱ、Ⅱa Vito I、Ⅱ、Ⅱa ¥19,800 ¥6,600
ビトーⅢ Vito III 距離計 ¥33,000 ¥6,600

基本料金
ビトーB、BL Vito B、BL ¥19,800
ビトーBR Vito BR 距離計 ¥33,000

基本料金 露出計
ビトマチックI、Ia Vitomatic I、Ia ¥19,800
ビトマチックIb、Ics Vitomatic Ib、Ics 露出計 ¥19,800 ¥13,200
ビトマチックⅡ、Ⅱa、Ⅱ
b、Ⅱcs

Vitomatic Ⅱ、Ⅱ
a、Ⅱb、Ⅱcs

距離計、露出計 ¥33,000 ¥13,200

ビトマックⅢ、Ⅲcs Vitomatic Ⅲ 距離計、露出計 ¥33,000 ¥13,200
基本料金 露出計

ビテッサ Vitessa 露出計 ¥33,000 -
ビテッサL Vitessa L 距離計、露出計 ¥33,000 ¥13,200

ビテッサT Vitessa T
距離計、露出計、レン
ズ交換式

¥33,000 ¥13,200

ビテッサT用交換レンズ
単体

デッケルマウント ¥26,400 -

基本料金
ベッサマチック、Delux 、
M、CS

Bessamatic、
Delux 、M、CS

一眼レフ、露出計、レ
ンズ交換式

¥46,200

ウルトラマチック Ultramatic
一眼レフ、自動露出、
レンズ交換式

¥132,000

ウルトラマチックCS Ultramatic CS
一眼レフ、自動露出、
レンズ交換式

¥66,000

ベッサマチック系用交換
レンズ単体

デッケルマウント ¥26,400

基本料金

プロミネント35 I、Ia、Ⅱ
Prominent35 I、
Ia、Ⅱ

距離計、露出計、レン
ズ交換式

¥46,200

プロミネント35用交換レン
ズ単体

専用マウント ¥19,800

基本料金
露出計修理(な
おらないこともあ

イカレックス系 Icarex
一眼レフ、露出計、レ
ンズ交換式

¥46,200 ¥13,200

イカレックス交換レンズ
M42特殊マウント、
QBMマウント

¥26,400



基本料金 蛇腹補修 蛇腹交換
ベッサ(6x9) I Bessa I ¥19,800 ¥6,600 \19,800～\39,600
ベッサ(6x9) Ⅱ Bessa Ⅱ 距離計 ¥33,000 ¥6,600 \19,800～\39,600
ベッサ46、66等 Bessa 46、66 ¥19,800 ¥6,600 \19,800～\39,600

基本料金 蛇腹補修 蛇腹交換
ペルケオ I、II Perkeo I、Ⅱ ¥19,800 ¥6,600 \19,800～\39,600
ペルケオ E Perkeo 距離計 ¥33,000 ¥6,600 \19,800～\39,600

基本料金 ミラー交換
スパーブ Superb 二眼レフ ¥33,000 ¥7,700
ブリラント Brilant 二眼レフ ¥19,800 ¥7,700

基本料金 蛇腹補修 距離計 蛇腹交換
プロミネント(花魁) Prominent 6x9、距離計 ¥66,000 ¥6,600 ¥39,600 ¥39,600
イーノス Enos 6x9 ¥33,000 ¥6,600 - \19,800～\39,600
ビルタス Virtus 6x4.5 ¥33,000 ¥6,600 - \19,800～\39,600

基本料金 蛇腹補修 蛇腹交換
ベルクハイル Bergheil 6x9他 ¥19,800 ¥6,600 \19,800～\39,600
アルピン Alpin ¥66,000 ¥6,600 \19,800～\39,600
その他 要見積もり



ツァイス・イコン Zeiss Ikon 正式表記 特徴、備考 基本料金 露出計 リボン交換
コンタックス Ⅰ Contax Ⅰ ¥92,400 - 必須処置
コンタックス Ⅱ Contax Ⅱ ¥66,000 - 必須処置

コンタックス Ⅲ Contax Ⅲ
露出計修理は精度保
証不能を確認のこと

¥66,000 ¥26,400 必須処置

コンタックス Ⅱa Contax Ⅱa ¥46,200 - ¥19,800
コンタックス Ⅲa Contax Ⅲa ¥46,200 ¥26,400 ¥19,800
コンタックス用交換レンズ コンタックスマウント ¥19,800

正式表記 特徴 基本料金 露出計
コンタフレックスⅠ、Ⅱ、 Contaflex I、Ⅱ、 絞り動作不良は直ら ¥46,200 -
コンタフレックスα、β～
S

Contaflex α、β
～S

¥46,200 ¥19,800
電池蓋交換は露
出計と同料金

コンタフレックスSLR用交
換レンズ

Panter、Pro-
Tessar Etc.

¥19,800 -

備考 基本料金

コンタフレックス(二眼レ
フ)

Contaflex TLR
最低料金(要見積も
り)、露出計(精度保証
なし)等も含む

¥132,000

コンタフレックス(二眼レ
フ)用交換レンズ

\26,400～\39,600

備考 基本料金 シャッター幕交 露出計

コンタレックス Contarex
Sミラー交換(露出計調
整含む)は\39,600追
加、SEは修理不能

¥66,000 ¥19,800 ¥39,600

コンタレックス用交換レン
ズ

\19,800～

基本料金
スーパーネッテルⅠ、
Ⅱ、ネタックス

Super Nettel Ⅰ、
Ⅱ、Netax

¥66,000



基本料金
メスイコンタ系

距離計
蛇腹補修 蛇腹交換

イコンタ系 Ikonta series ¥19,800 ¥13,200 ¥6,600 \19,800～\39,600

備考 基本料金
ファインダー

アルバダ再蒸着
蛇腹補修 蛇腹交換

スーパーイコンタ系
Super Ikonta
series

距離計プリズム
交換\18,900

¥46,200 ¥19,800 ¥6,600 \19,800～\39,600

備考 基本料金 反射ミラー交換
イコフレックス各型 Ikoflex series ¥33,000 ¥7,700

備考 基本料金 露出計

コンテッサ35 Contessa35
露出計配線接触不良
は基本料金に含む

¥46,200 ¥13,200

コンティナ、イコンタ35 ¥19,800 -

その他レンズシャッター
機

¥19,800 ¥13,200

ペンタコン(東独ツァイス・イコン)VEB Pentacon 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交 露出計
コンタックスS series Contax S series メーターは修理不能 ¥46,200 ¥19,800 修理不能
M42普通絞り M42 ¥19,800
M42プリセット絞り M42 Preset ¥19,800
M42自動絞り M42 Auto ¥19,800

ペンタコンシックス Pentacon Six メーターは修理不能 ¥46,200
左記料金に幕交
換含む

P6マウントレンズ \19,800～

カールツァイス・イエナ Carl Zeiss Jena 特徴、備考 基本料金 距離計 露出計

ヴェラ系 Werra series
露出計修理は精度保
証不能を確認のこと

¥19,800 ¥13,200 ¥13,200

エルネマン Erneman 特徴、備考 基本料金 特徴、備考 基本料金

エルマノックス Ermanox
シャッター幕交換外観
修復含む

\132,000～

エルノフレックス Ernoflex
シャッター幕交換外観
修復含む

\176,000～

その他 \33,000～



ドイツ・コダック Kodak AG 特徴、備考 基本料金 距離計 露出計
レチナ117、118 Retina 117、118 オーバーホールのみ ¥33,000 - -
レチナ117、118 Retina 117、118 外装修復も実施 ¥66,000 - -
レチナⅠ～ⅢC Retina Ⅰ～ⅢC ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200
レチナ前群交換レンズ ¥13,200 - -
レチナIIIS Retina IIIS ¥46,200 - ¥19,800
レチナIIIS交換レンズ デッケルマウント ¥26,400 - -

レチナフレックス Retinaflex
要相談、直らなくても２
万円(分解してみない
と不明)

¥39,600
以前に分解して
あると、ほとんど
の場合修理不能

レチナフレックス交換レン
ズ

デッケルマウント ¥26,400 - -

ナーゲル Nagel 特徴、備考 基本料金
ピュピュレ ¥19,800
その他 要相談

米国コダック Kodak 特徴、備考 基本料金 距離計 露出計

エクトラ Ektra
シャッター幕交換等す
べて処置、標準レンズ
含む

¥176,000 - -

エクトラ用交換レンズ \26,400～ - -
シグネットシリーズ Signet Series ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200
その他 要相談



フランケ&ハイデッケ Franke&Hideke 特徴、備考 基本料金
露出計(交換は
別途見積もり)

ローライ35 Rollei 35
全機種共通、特殊モ
デル要相談

¥19,800 ¥13,200

基本料金 反射ミラー交換 露出計
ローライコード・シリーズ Rolleicord series ¥33,000 ¥7,700 -
ローライフレックス・オリ
ジナル

Rolleiflex Original ¥46,200 ¥7,700 -

外装修復の場合 ¥66,000 ¥7,700
ローライフレックス・オート
マット

Rolleiflex Automat ¥46,200 ¥7,700 -

ローライフレックス3.5E、
F、2.8系

Rolleiflex 3.5E、F、
2.8

露出計、セレン光電池
の交換修理は不可

¥66,000 ¥7,700 ¥13,200

ベビーローライ Rolleiflex 4X4 ¥46,200 ¥7,700 -
基本料金 シャッター幕交換

ローライフレツクスSL35
シリーズ(除くSL350)

Rolleiflex SL35
SL35EとVSL3EはAE
のため修理不能

¥46,200 ¥19,800

ローライフレツクスSL350 Rolleiflex SL350 ¥66,000 ¥19,800
ローライフレックス
SL2000等

Rolleiflex SL2000 修理不能 -

ローライフレックスSLX等 Rolleiflex SLX 修理不能 -
ローライフレックスSL66
等

Rolleiflex SL66 修理不能 -



フォカ Foca 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交換
フォカ1*等 Foca I* ～ ¥33,000 ¥19,800
フォカ・ユニバーサル、
R、RC

Universal、R、RC ¥46,200 ¥19,800

フォカ交換レンズ ¥19,800
フォカフレックスⅠ、Ⅱ、
オートマチック

Focaflex Ⅰ、Ⅱ ¥66,000

フォカフレックスII用交換
レンズ

\19,800～

ガンマ Gamma 特徴、備考 基本料金
ガンマ Gamma 要相談 ¥66,000

リード Reid 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交換
リードⅠ Reid Ⅰ 距離計なし ¥33,000 ¥19,800
リードⅢ Reid Ⅲ 距離計 ¥46,200 ¥19,800
リード交換レンズ TTH 50mmF2 ¥19,800

カードン Kardon 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交換
カードン Kardon ¥46,200 ¥19,800
カードン交換レンズ エクター47mmF2 ¥26,400

アルパ Alpa 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交
アルパフレックス、7、
7B、8、8B

Alpaflex 7,7B,8,8B 距離計付き ¥79,200 ¥26,400

アルパ４、５、６、９ Alpa 4,5,6,9 ¥66,000 ¥26,400
アルパ10、11 Alpa 10,11 露出計付き - - 修理受付休止中

アルパ交換レンズ
状態によって別途見
積もり

\19,800～\39,600



アグファ Agfa 特徴、備考 基本料金 距離計 メーター修理
アグファレンズシャッター ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200
アンビジレッテ Ambisilette ¥33,000 - -
アンビジレッテ交換レン ¥19,800 - -

基本料金 距離計 メーター修理

アグファ蛇腹機
automatic 66は要見
積もり

¥19,800 ¥13,200 ¥13,200

ペリフレックス Periflex 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交換
ペリフレックス・シリーズ Periflex series ¥33,000 ¥19,800

ペリフレックス
交換レンズ

Periflex lens ライカLマウント ¥19,800 -

イルフォード Ilford 特徴、備考 基本料金
ウイットネス Witness レンズ込み ¥176,000
アドボケイト Adovocate ¥33,000

エンサイン Ensign 特徴、備考 基本料金 距離計
エンサイン系 Ensign Series ¥19,800 ¥13,200
オートレンジ820 Autorange 820 距離計 ¥46,200 -

デュカティ Ducati 特徴、備考 基本料金
シンプレックス Simplex シャッター幕交換含む ¥46,200
ソニョ Songo シャッター幕交換含む ¥66,000
ソニョ交換レンズ \19,800～\39,600

バルダ Balda 特徴、備考 基本料金
バルダマチックⅠ、Ⅱ BaldmaticⅠ、Ⅱ ¥46,200
バルダマチックⅢ BaldmaticⅢ ¥46,200

動作せずの場合 ¥66,000
バルダマチックⅢ
交換レンズ

デッケルマウント ¥26,400



イハゲー Ihagee 基本料金 シャッター幕交

エクサ Exa 縦走りフォーカル機 ¥46,200
左記料金に幕交
換含む

エクサ Exa ミラーシャッター機 ¥26,400

エキザクタ Exakta ¥66,000
左記料金に幕交
換含む

エキザクタ普通絞り Exakta ¥19,800
エキザクタプリセット絞り Exakta Preset ¥19,800
エキザクタ自動絞り Exakta Auto ¥19,800

カメラ・ベルクシュテーテン KW 基本料金 シャッター幕交

プラクチナ ¥46,200
左記料金に幕交

換含む
プラクチナ用交換レンズ \19,800～
プラクチシックス、ペンタ
コンシックス、エキザクタ

Praktisix、
Pentacon SIX

¥66,000
左記料金に幕交
換含む

P6交換レンズ \19,800～

プラウベル Plaubel 特徴、備考 基本料金
注)ドイのマキナ67とは別 マキナ Makina 蛇腹交換等は見積も ¥46,200

マキナ交換レンズ \19,800～
マキネッテ等 Makinette

ロボット Robot 特徴、備考 基本料金
ロボットⅠ～Ⅱ Robot Ⅰ～Ⅱ ¥33,000
ロボット・ロイヤル系 Robo Royal ¥66,000
ロボット交換レンズ ¥19,800



ハッセルブラッド Hasselbrad 特徴、備考 基本料金
1000F、1600F 要見積もり \132,000～
1000F系交換レンズ \19,800～

500C/M
標準レンズ、マガジン
込み一式

¥66,000

500C/M ボディのみ ¥39,600
503以降 修理不能 -
500C系交換レンズ CFレンズは修理不能 \39,600～
SW、SWA、SWC SMC/M以降修理不能 ¥66,000
A12マガジン等 ¥19,800
2000F系 修理不能
2000F系交換レンズ 修理不能

ニコン Nikon 特徴、備考 基本料金
シャッター幕交

換
プリズム再構成、

再蒸着
ニコンS系 Nikon S series ¥46,200 ¥19,800 ¥39,600
ニコンSP Nikon SP 布幕 ¥66,000 ¥19,800 ¥39,600

チタン幕の場合 ¥66,000 ¥39,600 ¥39,600
ニッコールレンズ各種 Nikkor Lenses \19,800～ - -

基本料金

ニコンF、F2 Nikon F、F2
メーカーで断られた場
合

¥46,200 ¥39,600 ¥39,600

ニコマート系(メカニカル) Nikomat Series
EL系は電子式なので
修理不能

¥46,200 - -

ニコンFM系 Nikon FM、FM2 修理不能 - - -
ニコンモータードライブ各 修理不能 - - -
ニコレックス系 Nikorex系 要相談 \42,000～ - -
ニッコールレンズ各種 Nikkor Lenses 単焦点レンズのみ \19,800～ 修理不能もあり -



キヤノン Canon 特徴、備考 基本料金
シャッター幕交

換
メーター修理

ハンザキヤノンなどキヤ
ノン初期型

HANSA Canon
etc.

幕交換含む \132,000～ - -

キヤノンIIS～IVSb、VT等
CanonIIs～IVSb、
VT

布幕 ¥46,200 ¥19,800 -

キヤノン７、７S Canon 7、7S 金属幕 ¥46,200 ¥39,600 ¥26,400
キヤノンP Canon P 金属幕 ¥46,200 ¥39,600 -
キヤノンRF交換レンズ 曇りとれない場合あり \19,800～ - -

基本料金
キヤノン旧F-1 Canon F-1 OLD ¥66,000 - -

キヤノンFx、FT、FTb等
Canon Fx、FT、
FTb

¥46,200
左記料金に幕交
換含む

-

キヤノン一眼レフ交換レ
ンズ

単焦点レンズのみ \19,800～ 修理不能もあり -

基本料金
キヤノネット、デミ、ダイア
ル35等

Canonet 初期型下巻き ¥55,000 - 含む

初期型以外 \33,000～ - 要見積もり

ミノルタ Minolta 特徴、備考 基本料金 メーター修理
ミノルタレンズシャッター Minolta ¥19,800 -
ミノルタ距離計レンズ
シャッター機

Minolta ¥33,000 ¥13,200

特徴、備考 基本料金
シャッター幕交

換
ミノルタAシリーズ Minolta A 布幕 ¥46,200 ¥19,800
ミノルタCL Minolta CL 限定、CLE修理不可 ¥66,000 要見積もり
ミノルタCL用交換レンズ \19,800～

特徴、備考 基本料金 -
ミノルタSR系一眼レフ Minolta SR Series シャッター幕交換等含 ¥46,200 - 一部の機種

AE機は修理不能
SRシリーズ交換レンズ 単焦点レンズのみ \19,800～ 修理不能もあり

特徴、備考 基本料金 反射ミラー交換 メーター修理
ミノルタフレックス Minoltaflex ¥33,000 ¥7,700
オートコードシリーズ Autocord series ¥33,000 ¥7,700 ¥19,800



アサヒペンタックス Pentax 特徴、備考 基本料金
アサヒフレックス Asahiflex 幕交換含む ¥46,200
アサヒペンタックスAP～
SV

Pentax AP～SV
幕交換、プリズム交換
等含む

¥46,200

アサヒペンタックスSP、
SPⅡ

Pentax SP、SPⅡ
幕交換必須、プリズム
交換、メーター修理含

¥46,200

アサヒペンタックスES系 Pentax ES series AE機は修理不能 -
ペンタックスK Pentax K series 幕交換を含む ¥46,200 MXは修理不能
ペンタックス
交換レンズ

\19,800～

オリンパス Olympus 特徴、備考 基本料金 ハーフミラー交 メーター修理

ペン Pen Series
メーター修理不能の
場合あり

¥19,800 - ¥6,600

ペンF、FV Pen F、FV 修理不能の場合あり ¥33,000 - -

ペンFT Pen FT
メーター修理不能の
場合あり

¥33,000 ¥19,800 -

ペン交換レンズ ¥19,800
特徴、備考 基本料金 距離計修理 メーター修理

オリンパスレンズシャッ
ター機(オリンパスシック

Olympus 蛇腹交換\18,900 ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200

特徴、備考 基本料金 ミラー交換
オリンパスフレックス(二
眼レフ)

Olympusflex ¥33,000 ¥7,700 -

特徴、備考 基本料金 シャッター幕交
OM-1(M-1) OM-1(M-1) プリズム交換含む ¥66,000 -

OMシリーズ交換レンズ \19,800～

コニカ Konica 特徴、備考 基本料金 距離計修理 メーター修理 蛇腹交換
コニカI～IIIM KonicaⅠ～ⅢM ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200 -
コニカレンズシャッター機 Konica ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200 -
パール系 Pearl Ⅰ～Ⅳ ¥19,800 ¥13,200 - ¥19,800
パーレット Perlette ¥19,800 ¥19,800
コニフレックス Koniflex 二眼レフ ¥46,200 - - -
コニカF Konica F 要相談 ¥132,000 - - -
コニカ・オートリフレックス
系

Konica Autoreflex FTA等 ¥46,200 - - -

コニカ交換レンズ \19,800～ - - -



フジカ Fujica 特徴、備考 基本料金 距離計修理 メーター修理 蛇腹交換
フジカシックス系 Fujicasix 蛇腹機 ¥19,800 ¥13,200 - ¥19,800
フジカレンズシャッター機 ¥19,800 ¥13,200 ¥13,200 -
フジカフレックス Fujicaflex 二眼レフ ¥92,400 - - -

フジカST701系 Fujica ST701
幕交換必須、メーター
修理含む

¥66,000 - - -

フジカ交換レンズ M42 \19,800～\39,600 - - -
フジカGS645 Fujica GS645 オーバーホールのみ ¥33,000 - 修理不能 ¥19,800
フジカGS645 Fujica GS645 蛇腹交換修理のみ ¥26,400 - - -
フジカGS645W、S Fujica GS645W、S オーバーホールのみ \19,800～\33,000 - 修理不能 -

フジカG690系 Fujica G690series
レンズ交換式、
遮光幕交換含む

¥19,800 - - -

フジカG690交換レンズ レンズシャッター内蔵 ¥19,800 - - -

マミヤ Mamiya 特徴、備考 基本料金 蛇腹交換
マミヤシックス Mamiya 6 ズイコーは曇りとれず ¥33,000 ¥19,800

特徴、備考 基本料金
マミヤ距離計機 Mamiya ¥33,000

特徴、備考 基本料金 反射ミラー交換
マミヤフレックス Mamiyaflex ¥33,000 ¥7,700
マミヤCシリーズ Mamiya C レンズは含まず ¥19,800 ¥7,700
マミヤC用交換レンズ \19,800～ -

特徴、備考 基本料金 シャッター幕交

マミヤ一眼レフ Mamiya
機種によっては修理
不能

¥46,200 ¥19,800

マミヤM42交換レンズ \19,800～ -

トプコン Topcon 基本料金 シャッター幕交 露出計

Topcon Rシリーズ Topcon R、RE、D
メーターはCDS不良の
場合、修理不能

¥66,000 ¥0 ¥13,200

トプコンREシリーズ交換
レンズ

\19,800～ - -



ズノー Zonow 特徴、備考 基本料金

ズノー(一眼レフ) Zunow
要相談、レンズ込み最
低料金

\220,000～

ズノー交換レンズ Zunow \26,400～
ズノーライカマウントレン
ズ

Zunow ライカLマウント \39,600～

ニッカ Nicca 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交
ニッカ各型 Nicca ¥46,200 ¥19,800
交換レンズ ライカLマウント ¥19,800

レオタックス Leotax 特徴、備考 基本料金 シャッター幕交
レオタックス各型 Leotax ¥46,200 ¥19,800
交換レンズ ライカLマウント ¥19,800

ミランダ Miranda 基本料金 シャッター幕交
ミランダT Miranda T 要見積もり ¥46,200 ¥19,800
ミランダFV、センソレック Miranda FV 修理不能 - -
ミランダ交換レンズ ¥19,800 -

マキナ(ドイ) Makina 特徴、備考 基本料金 蛇腹交換

マキナ67、670、67W
Makina
67/670/67W

オーバーホールの
み、メーター修理不能

¥66,000 ¥39,600



コーワ Kowa 特徴、備考 基本料金

コーワシックス KOWA SIX
レンズシャッター式中
判一眼レフ、標準レン
ズ込み

¥46,200

コーワスーパーシックス Kowa Super SIX
マガジン交換式、標準
レンズ込み

¥46,200

コーワシックス交換レン \26,400～

コーワSET Kowa SET
レンズシャッター式一
眼レフ

¥46,200

コーワSW Kowa SW
シャッター駆動リング
折損の場合修理不能

¥33,000

カロフレックス Kaloflex 二眼レフ ¥33,000

カロ140ほか Kalo140
レンズシャッター式距
離計カメラ

¥33,000

ゼンザブロニカ Zenza Bronica 特徴、備考 基本料金
デラックス、S マガジン含む ¥132,000
S2、Cなど マガジン含む ¥88,000
ゼンザブロニカ用交換レ
ンズ

\26,400～


