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いま話題のカメラ

LOMO LC-Wide を
大解剖

WHAT THE HELL IS LOMO LC-WIDE?



Camera : LOMO LC-Wide
Film : Lomography Film Color Slide X-Pro 200  35mm

Camera : LOMO LC-Wide
Film : AgfaPhoto CT Precisa 35mm

Camera : LOMO LC-Wide
Film : Lomography Film Redscale XR 50 - 200 35mm
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Camera : LOMO LC-Wide
Film : Lomography Film Color Slide X-Pro 200  35mm

Camera : LOMO LC-Wide
Film : Lomography Film Color Negative 400 35mm 

Camera : LOMO LC-Wide
Film : Lomography Film Color Negative 400 35mm 

Camera : LOMO LC-Wide
Film : AgfaPhoto CT Precisa 35mm

Camera : LOMO LC-Wide
Film : Lomography Film Color Negative 400 35mm 
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LOMO LC-Wideのサンプル機が手元に届いて、一番
最初に装填したフィルムは、確かLomography X-PRO 
Chrome 100だったと思います。LomoLabの現像機で
クロスプロセス現像した写真を見た時、「おぉー！」と思わ
ず声を上げた程の衝撃は、約10年前に初めてLOMO 
LC-Aのプリントをロンドンの1 hour photoで受けとった
時のものと似ていました。LOMO LC-Wideで撮影した
写真は想像以上に本当にワイドで、しかも歪みがほとん
どない。さらに周辺光量落ち、何とも言えない奥行きを感
じる写真が何枚もあったためです。

LOMO LC-Aが登場してから早27年。今まで、LOMO 
LC-A+が登場したり、24金を使用したゴールドの限定版
を発表したりと様々な進化を辿ってきましたが、LOMO 
LC-A+の基本的な構造は凌駕したことはありませんでし
た。そんなLomographyを代表するカメラの意思を受け

継ぎながらも全く新しい機能を備えたカメラがこのLOMO 
LC-Wideなのです。LOMO LC-Wideは、17mmのウル
トラワイドアングルレンズを搭載した今までに無い全く
新しいカメラです。少なくともロモグラフィーの歴史上では
見当たりません。超広角な通常撮影フォーマットだけで
なく、懐かしい真四角フォーマット、ハーフフォーマット(36枚
撮りフィルムで最大72枚撮影可能)が撮影可能です。

新開発のMinigon ウルトラワイドアングルレンズは、被
写体のとにかく近くまで寄ることができます。説明書には、
40cmまで近づいて撮影できると記載してありますが、実
際に使用してみると20cmくらいまで近づいてもボケない
写真があったため、シチュエーション次第ではもっと近づ
けるような気がします。もちろん、自分撮りもピントバッチリ
ですよ。注意点はあまりにワイドなため、カメラを支えてい
る指が無意識のうちに写り込むことがあることくらいで
しょうか。

とにかくサンプル写真を見てみてください。あまりに気に
入って、いつも出掛ける時に持っていたカメラをこの
LOMO LC-Wideに変えたくらいです。とにかくこのウルトラ
ワイドはテンションが上がります。

現像から上がってきた写真を見て、
興奮を抑えるのが大変だった。
Photo & Text :
Takuji Kitagawa (Lomography Japan)

ロモグラフィーを代表するコンパクトカメラLOMO LC-Aの意思を受け継ぎな
がらも全く新しい機能を備えたLOMO LC-Wide。搭載された新開発の
17mm Minigon1 ウルトラワイドアングルレンズは、画角103°、約40cmまで
被写体に近づいて撮影可能。超広角な通常のフルフレームフォーマットだけで
はなく、スクエアフォーマット、ハーフフレームフォーマット(36枚撮りフィルムで
最大72枚撮影可能)から撮影フォーマットを選択することも可能。ビネット
（周辺光量落ち）、鮮やかな色彩とコントラスト、多重露光機能（重ね撮り）も
健在。ロモグラフィーを代表するカメラの一つとなること間違いなしのカメラです。

使用フィルム：標準135（35mm）フィルム／焦点距離:17mm／開放F値：
F4.5／シャッタースピード：1/500～無制限／撮影距離：0.4～∞／露出：
プログラムオートマチック

Full Format

Full Format Half Frame Half Frame

Square

¥38,850（税込）

What the hell is LOMO LC-Wide?

http://microsites.lomography.jp/lc-wide
詳細、ご購入はこちらから
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選べる3種のフォーマット



ロモアミーゴスはその名の通り、Lomographyのお友達を紹
介するページです。著名人から超ハードコアユーザーまで、自
分とは一味違ったライフスタイル、環境で生活している人達が
どのようにLomographyのカメラを活用しているのかを探るに
は最適な場所と言えるでしょう。

今年、10年目を迎えるロックバンド“へきれき”は、結成以来、シングル7枚、アルバム3枚をリリースし、
全47都道府県TOURを2回も行うなどアクティブな活動を続ける人気のロックバンドです。
大絶賛のサマーソニック09出演から1年、新作ミニアルバム「ステーション」が完成。タイトル曲
「ステーション」は、テレビ番組のタイアップが決定するなど、大活躍中のへきれきのボーカル＆ギター 
umiQ。彼が撮影したLOMO LC-A+の写真をインタビューとともにお届けします。

takuji : 今回は、Lomographyのバッグに焦点を当てま
す。Sidekick Bag TPEを検証したいと思います。

ihci-uy : おー、なぜ今回はTPEを選んだんですか？

takuji : 今使ってる鞄が劣化してきたからです。

ihci-uy : あら？お買い上げですか？

takuji : 本当に購入するか否か決めますから、本気でお
勧めポイント教えて下さい。
ちなみに、防水性と軽さからSidekick Bag TPEを選び
ました。

ihci-uy : では、魅力を全面的に押し出していきたいと思
います。

takuji : サイズは二つですね。

ihci-uy : そうです。普通のSidekick Bag TPEとTPE 
LITEがあります。小さいほうがLITEですね。

takuji : 早速大きい方見てみましょうか。まずはフィルム
が入る箇所を探してみますか。

ihci-uy : 実は、Sidekick Bag TPEにはフィルムを入れ
る場所がもとから用意されてるんですよ。ちなみに、これは
Sidekick Bag TPE LITEにはついていないので、少し
大きいサイズならではの特徴かもしれません。

takuji :　おー！何本入るんですか？

ihci-uy : 。。。やってみましょう。

takuji : あ、はい。

二人 : おー！ケースに入った状態で5本！これはすごい。
36枚撮りなら180枚。Diana Miniのハーフフォーマット
なら360枚撮れますね。

takuji : 普段フィルムは何本持ち歩いてますか？

ihci-uy : フィルムは持ち歩いてないですね、カメラには
常に36枚撮りが入っているし、オフィスにも自宅にもすご
い量のフィルムがありますからね。旅行となれば話は別です
が。

takuji : そう、旅行だと結構カメラの持ち運びが難しいで
すよね。あと、どのカメラを持っていこうみたいなのも悩み
ます。ちなみに、私はHor izon Per fek tとLOMO 
Lubitel166+、LOMO LC-Aの3台を旅行に持ってい
き、その中から2台を常に持ち歩いています。

ihci-uy : じゃ、それが入るかやってみますか。

takuji : 間違いない。

ihci-uy : 内側のバッグにHorizon PerfektとLOMO 
Lubitel 166+を入れて外側のバッグにLOMO LC-A+
を入れてみたけど、余裕ですね。LITEのほうだとHorizon 
Perfektを横にしないと厳しいです。

takuji : でも、これ中でぶつかるでしょ、カメラ同士が。そ
れが気になるんですよね。

ihci-uy : じゃ、Tシャツ入れてみましょう。

takuji : 素晴らしい。このスペースを見ると2泊くらいの旅
行ならいけますね。あ、男性の場合ね。

ihci-uy : いけるね。

takuji : これ、取り外せるんですね。

ihci-uy : そうです。3wayですから。小さい方だけだった
ら、それこそ旅行先とか散歩でLOMO LC-A+とDiana 
Flash+とか入れて、財布とか入れて出掛けられますよ。

女性が背負うとこんな感じです。

takuji : なるほど。15inchのノート型パソコンを持ち歩く
機会が多いのですが、入りますか？

ihci-uy : Sidekick Bag TPEなら余裕で入りますよ。

takuji : ナイスです。

ihci-uy : ご購入ですね？

Lomography Times Vol.1 LomoAmigos www.lomography.jp Lomography Times Vol.1 Shabe Lomo www.lomography.jp

へきれき umiQ、LOMO LC-A+で撮る

へきれき オフィシャルウェブサイト　http://hekireki-web.blogspot.com/

簡単な自己紹介をお願いします。

へきれきというバンドのvo.gのumiQと申します。背が割と
大きく183センチで金髪。そしてAB型です。あと眠いと二
重まぶたになります…基本一重まぶた。

LOMO LC-A+で撮影していて、
印象的な出来事や、驚いてしまった
思い出があればお聞かせください。

それまではデジカメ一眼を買って、趣味写真生活を満喫
していたんですが、LOMO LC-A+に出会い、フィルムの
質感の良さを知ったら、もうデジカメに戻れなくなってしま
いました（笑）。合わせて音楽を愛し制作しているのです
が、これをきっかけにアナログで録音するという事に、再
チャレンジしてみたいなと思いました。
もうデジタルの音に慣れ親しんでるんで、困るかもしれな
いですが…いいものを作りたいという気持ちに、この
LOMOのカメラがいいヒントをくれたと思っています。
あと端的な発想で申し訳ないのですがデジカメだと容量
がいっぱいになると移してまたバシャバシャと撮ればいい
けど現実的に費用の面とか、1枚1枚丁寧に大切にしな
きゃいけないなという事も教えてもらったような気がしま
す。だからこそ1枚撮る時の集中力と発想がプロには問

われるんだろうなー。この点で言えば音楽も全く同じなん
で…（笑）

LOMO LC-A+を一言で表すと？

素直な記憶の目

いろいろな地方にライブに行かれるとおもいます
が、それぞれの地方で写真を撮影する際もしくは
普段撮影する際、どのような事柄に、人、もの、に
惹かれますか？

地方にライブに行って、必ずあればいくのが銭湯。俺、お
風呂が大好きなんです。だから温泉でも、銭湯でも本当
は中を撮りたくて撮りたくてでもなんだかそこは遠慮してし
まって、だから外観はおさえて帰るようにしています（笑）。
あと、空の色が若干違う気がしてそういうのはなるべく写
真に残したい。広島とか中国道はジオラマみたいだし、青
森は空が低いし、青さに気持ちのいいグレー感がでてる。
変なこだわりといえば、人は滅多に撮りません（笑）。思い
出に残ってるだけでも、たまに会いたくなるのに写真で残
すとさらに会いたくなるから（笑）。

もし、ここに紹介しているあなたの写真に音楽を
つけるとしたら、誰のどんな曲ですか？ 
3曲選んでください。もちろん、ご自身の楽曲でも
大丈夫です！

1.Wrote a Song for Everyone /
   Creedence Clearwater Revival
2.Another One Bites the Dust / Queen
3.Take It to the Limit / EAGLES

ロモグラフィーのカメラやフィルムで、
これからチャレンジしてみたいものはありますか？
また、これからLOMO LC-A+で写真を撮り始め
る人たちにアドバイスやおすすめのポイントが
あれば教えてください！

Lubitel 166＋とかSprocket Rocketで写真を撮ってみ
たい。あとアドバイスか…俺が逆に欲しいと思うぐらいで
すが…LC-Aに愛着を持って、撮りたいものを撮る。露出
とか感度とかタイミングとか何度も撮るうちに、自分なりに
見つけられる。自由を手に入れた様なそんな感覚ですか
ね。一緒に育つ相棒かな笑　もしこれを見てみんなが
LOMOに興味を持ってくれて、いつか『こんなん撮れまし
たー！』でライブハウスとかで、見せてくれたら嬉しいなぁ。

LOMO LC-A+

Sidekick TPE Bag

Sidekick TPE Bag Lite

¥12,600（税込）

¥9,870（税込）

サイズ：35 cm x 30 cm x 15 cm
　　　（スモールバッグ16.5 cm x 30 cm x 7.5 cm）
重さ：1,150 g （全体）

サイズ：30 cm x 25 cm x 13 cm
　　　（スモールバッグ24 cm x 18 cm x 6 cm）
重さ：740 g （全体）

http://japan.shop.lomography.com/fashion/bags
ご購入はこちらから

使用カメラ

商品概要

Sidekick
TPE Bag

Sidekick
TPE Bag

Lite

痒いところに手が届く対談式の商品紹介「しゃべロモ」
記念すべきLomography Times第一段は、
以前ウェブサイト上で紹介し、反響が大きかったカメラバッグ
Sidekick Bag TPEを再度ご紹介します。

今回ご紹介する商品はこちら

¥27,300（税込）

http://japan.shop.lomography.com/cameras
ご購入はこちらから

http://www.lomography.jp/magazine/lomoamigos
その他のLomoAmigosはこちらから

しゃべ
ロモ

こんちは

おー！
入るね

25周年
モデル！

鳩モデル！
いいでしょ？

どうも！



現像・プリント・データ化は、
LomoLabにお任せ下さい！

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-6　 営業時間 : 12:00-20:00 （不定休）  電話番号 : 03-6427-5434　

※9×13cmが一般的なL版サイズとなります    ※オンラインオーダー、郵送でのお申し込みは、別途送料をいただきます。 ※価格は全て税込み表示です。

クロスプロセスは +¥210
白黒は+¥315です

LomoLab(ロモラボ)は、通常のラボでは対応が難しい特
殊なフォーマットの現像、プリントに対応する、いわばロモ
グラフィーカメラをご愛用頂いているロモグラファーの皆
様の為の現像所です。通常の35mmフォーマットのネガ
現像から、クロスプロセス現像、Lomography Spinner 
360°のプリントなど、様々なメニューを取り揃えています。
ロモグラフィーでは、自由な発想でアナログ写真を楽しん
で頂くため、パーフォレーション穴（フィルムの上下の穴）
まで撮影できるカメラや、フィルムの長い範囲を一コマと
して露光するパノラマカメラ、裏表が逆になった状態でご
使用頂くレッドスケールフィルム、クロスプロセス現像とい
う特殊な現像方法など様々なフォーマットやテクニックを
ご提案しています。現像は通常のラボで可能ではありま
すが、ときに断られてしまったり、プリントができないことが
あります。そんな時はぜひこのLomoLabをご利用下さい。
ここ、LomoLabでは、全てのロモグラフィー商品の現像
を専門的に取り扱っています。もちろん、自社商品に限ら
ず、フィルムの現像はお任せ下さい。

これから先も安定してフィルムは生産されるのか？Lomographyは、皆さんの不安を少しでも払拭し、より手軽にフィルムをカメ
ラに入れて撮影する楽しみを体験してほしい、という願い からLomographyはこれからもフィルムの種類を増やしていきます。
気軽に使えるカラーフィルムはもちろんのこと、「Lomographyの写真」と呼ばれる強烈な色彩を放つクロスプロセスフィルム
や、撮影の条件によって様々な色彩を魅せるレッドスケールフィルムなどの実験的な要素を踏まえたフィルム達は、みなさんの
フィルムカメラライフを楽しいものに変 えてくれるはずです。お値段も手軽になりました。 

Lomography Gallery Store Tokyoは、日本唯一のロモグラフィー旗艦店です。
カメラ型のネオン管とロモグラフィーのロゴが光り、ロモウォール※で飾られている2階建て店舗は、渋谷駅より徒歩7分
とアクセスの良い立地。ロモグラフィーの世界観を一番身近に体験できる交流の場として、LOMO LC-A+等のフィルム
カメラや様々なフィルムの販売だけでなく、フィルムの現像・プリント・データ化サービスも今まで以上に充実させ、より多
くのお客様のご要望にそえるアナログ写真文化の再発信基地となるよう期待しています。
※ ロモウォールとは、ロモグラフィーのカメラで撮影されたアナログスナップ写真をたくさん並べて壁のように見立てるロモグラフィーオリジナルの展示方法です。

Lomography Gallery Store Tokyoでは、毎月楽
しいワークショップを開催しています。バラエティ豊
かなフィルムカメラの使い方をマスターしたり、斬新
な撮影テクニックに挑戦できたり、毎回テーマに
沿ったワークショップをご用意しています。カメラレン
タルも行っておりますので、フィルムカメラを初めて
使う方も安心してご参加頂けます。
6月は3つのワークショップを開催予定。メール（宛
先：info@lomography.jp）またはLomography 
Gallery Store Tokyo店頭にてお申し込みくだ
さい。

・ 6/8（水） LOMO LC-A+講座/12:00 - 13:00
　参加費：無料
・ 6/11（土） ドッグラン！ワークショップ / 12:00- 
15:00 / 
　参加費：1,050円
・ 6/19（日） LC-A+ バースデーワークショップ / 
12:00 - 15:00  / 
　参加費：1,050円

※メールでのお申し込みの場合は、ワークショップ
名、参加者氏名、電話番号をご明記ください。

Lomography Times Vol.1 www.lomography.jp Lomography Times Vol.1 LGS info www.lomography.jp

神宮前
交差点

宮益坂下
交差点

明治通り

LOMOGRAPHY
GALLERY STORE

TOKYO

明治神宮前(原宿)駅

7出口

電力館

TOWER RECORDS

宮下公園

Family Mart 13出口

渋谷駅

原宿駅

東口

渋谷駅：JR 南改札より東口
東京メトロ 半蔵門線・副都心線 13出口   銀座線 宮益坂方面出口
明治通沿いを原宿方面へ徒歩7分

明治神宮前(原宿)駅：東京メトロ 千代田線・副都心線 7番出口
明治通沿いを渋谷方面へ徒歩５分
原宿駅：JR 表参道口より徒歩10分 

http://microsites.lomography.jp/minilab/
LomoLabの詳細はこちら

http://japan.shop.lomography.com/films
フィルムのご購入はこちら

プリントサイズ ロモグラフィーパッケージ
（現像・プリント・スキャン）

現像・プリント
パッケージ

現像・スキャン
パッケージ

現像のみカメラ

LOMO LC-A+
Diana Mini
etc.

Horizon

Sprocket Rocket

Lomography
Spinner 360°

LOMO Lubitel 166+
Diana F+
etc.

フォーマット

¥1,575

¥1,575

¥1,785

¥1,995

¥2,310

¥2,520

¥1,890

¥2,100

¥2,835

¥1,470

¥1,680

¥1,470

¥1,470

¥1,680

¥1,890

¥2,100

¥2,310

¥1,680

¥1,890

¥2,730

¥1,365

¥1,575

¥1,260

¥1,890

¥1,470

¥2,625

¥1,260

¥525

7 x 10 cm

  9 x 13 cm

10 x 15 cm

13 x 18 cm

9 x 21 cm

10 x 25 cm

9 x ** cm

10 x ** cm

9 x 30 cm

10 x 10 cm

13 x 13 cm
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Lomography Film

ロモグラフィーに関する情報を発信する基地局です

ロモグラフィー・
ギャラリーストア・
トーキョー

ワークショップを開催しています。

LomoLabとは？

ショップスタッフ 原さん
好きなカメラ：Sprocket Rocket White

ショップスタッフ 西岡さん
好きなカメラ：Lomography Spinner 360°

ショップスタッフ 坂倉さん
好きなカメラ：Fisheye 2

Lomography
Gallery Store
Tokyo

Follow us on
Twitter & Facebook!

Twitter公式アカウントはこちら
http://twitter.com/lomographyjapan

Facebook公式アカウントはこちら
http://www.facebook.com/lomojapan

LomoLab &
SNS
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