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ｆｉｌｍ ｐｒｏｃｅｓｓ フィルム現像過程 

１． ｌｏａｄｉｎｇ ｆｉｌｍ ａｎｄ ｓｅｔ ｔａｎｋ 現像タンク準備 

２． ｐｒｅ－ｓｏａｋ 予備洗い 

３． ｄｅｖｅｌｏｐ 現像 

４． ｓｔｏｐ ｂａｔｈ 停止 

５． ｆｉｘ 定着 

６． ｗａｓｈ 洗い 

７， ｗａｔｔｉｎｇ ａｇｅｎｔ 水切り 

８． ｄｒｙ 乾燥 

 

ｐｒｉｎｔ ｐｒｏｃｅｓｓ プリント現像過程 

１． ｂｕｒｎ ｗｉｔｈ ｅｎｌａｒｇｅｒ 焼付け 

２． ｄｅｖｅｌｏｐ ｐｒｉｎｔ 現像 

３． ｓｔｏｐ ｄｅｖｅｌｏｐ 停止 

４． ｆｉｘ ｐｒｉｎｔ 定着 

５． ｗａｓｈ 洗い 

６． ｄｒｙ 乾燥 

 

 



ｓｈｏｏｔｉｎｇ 撮影 

 
ｓｅｔｔｉｎｇ ｉｓｏ（ａｓａ）＠１６００ 

ｆｉｌｍ ： ｋｏｄａｋ Ｔｒｉ－Ｘ ｏｒ Ｔ－Ｍａｘ 

 

ｋｏｄａｋ Ｔｒｉ―Ｘ／Ｔ－Ｍａｘ  ４４０ｙｅｎ （３ｒｏｌｌｓ ｓｅｔ ３本売り） 

＊ｐｒｉｃｅ ｉｓ ｃｈｅａｐｅｓｔ ｏｎｅ ｏｎ ｎｅｔ 価格はネットにての最安価格 

 

ｌｅａｖｉｎｇ ｓｔｒｅｅｔ，ｔａｋｅ ｓｈｏｗｅｒ ａｎｄ ｃｌｅａｎ ｙｏｕｒ ｂｏｄｙ ＆ ｓｏｕｌ． 

ｄｏｎ’ｔ ｄｅｖｅｌｏｐ ｄｒｕｎｋ！ 

 

ｐｕｌｌing ｏｕｔ ｆｉｌｍ ｆｒｏｍ ｒｏｌｌ フィルムの取り出し 

  
 

ｗａｔｃｈ ｙｏｕｒ ｆｉｎｇｅｒｓ ｏｕｔ！ｉｔ‘ｓ ｌｉｋｅ ｋｎｉｆｅ 手を切らないように注意 

 

ｆｉｌｍ ｐｉｃｋeｒ フィルムピッカー  １２００ｙｅｎ～ 

 
 

－１－ 



loading film フィルムローディング 

  
     

ｙｏｕ ｈａｖｅ ｔｏ ｌｏａｄ ｆｉｌｍ ｉｎ ｄａｒｋｎｅｓｓ，ｎｏｔ ｕｎｄｅｒ ｒｅｄ ｌｉｇｈｔ． 

     フィルムのローディングは完全暗闇で。赤電球不可。 

 

ｔａｎｋ ｗｉｔｈ ｔｗｏ ｒｅｅｌｓ 現像タンク+リール２本   ５０００yen～ 

ｄａｒｋｂａｇ 遮光袋  １５００ｙｅｎ～ 

 

ｂｅｆｏｒｅ ｓｔａｒｔｉｎｇ， ｐｒｅｐａｒｅ ａｓ ｉｎｉｔｉａｌ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ．．．その他器具 

ｔｗｏ－ｌｉｔｅｒ－ｓｉｚｅ ｂｌａｃｋｏｕｔ ｐｌａｓｔｉｃ ｂｏｔｔｌｅ（ｆｏｒ ｄｅｖｅｌｏｐ ｓｔｏｃｋ） ２Ｌ遮光ボトル 

ｏｎｅ－ｌｅｔｅｒ－ｓｉｚｅ ｂｌａｃｋｏｕｔ ｐｌａｓｔｉｃ ｂｏｔｔｌｅ（ｆｏｒ ｆｉｘｅｒ ｓｔｏｃｋ）１Ｌ遮光ボトル 

ｏｎｅ－ｌｅｔｅｒ－ｍｅａｓｕｒｅ ｃｕｐ １Ｌ計量カップ 

５００ｍｌ－ｍｅａｓｕｒｅ ｃｕｐ 0.5Ｌ計量カップ 

１００ｍｌ－cylinder メスシリンダー 

ｔｈｅｒｍｏｍｅｔｅｒ 温度計 

 

pre-soak 予備洗い 

 
 

ｓｏａｋ ｆｏｒ ３０ｓｅｃｏｎｄｓ 

＊ｉｔ’ｓ ａｇａｉｎｓｔ ｕｎｅｖｅｎｎｅｓｓ ｏｆ ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ 現像むらを防ぐための措置 

 
－２－ 



ｆｉｌｍ develop 現像 

 

 

 
 

ｓｔｏｃｋ（作液）＝１０００ｍｌ ｗａｔｅｒ(水)＋１ ｓａｃｋ ｏｆ ｐｏｗｄｅｒ(１袋) 

ｓｔｏｃｋ（作液）：ｗａｔｅｒ(水)＝１：１ ＠26℃ 

300ｍｌ（ｓｔｏｃｋ１５０＋ｗａｔｅｒ１５０）ｆｏｒ ｏｎｅ ｒｅｅｌ  リール１本に対し混合液３００ｍｌ使用 

ｄｅｖｅｌｏｐ ｔｉｍｅ(現像時間) ： ８ｍｉｎ３０ｓｅｃ （１１ｍｉｎ ｆｏｒ Ｔ－Ｍａｘ） 

 

＊ｋｅｅｐ ｏｎ ｓｈａｋｉｎｇ ｔａｎｋ ｆｏｒ ｆｉｒｓｔ ｏｎｅ ｍｉｎｉｔｅ ａｎｄ ５ ｓｅｃｏｎｄｓ―ｓｈａｋｉｎｇ 

ｆｏｒ ｅｖｅｒｙ ｍｉｎｉｔｅ 最初の１分間はタンクを振り続け、１分経過毎に５秒間振る 

＊ｊｕｓｔ ｏｎｅ ｔｉｍｅ ｕｓｉｎｇ． ｉｔ ｄｏｓｅｎ’ｔ ｂｅ ｕｓｅｄ ｔｗｉｃｅ 使用は一度きり 

 

ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ ｐｏｗｄｅｒ 現像剤粉末タイプ ： Ｆｕｊｉ Ｓｕｐｅｒ Ｐｒｏｄｏｌ   ２６０ｙｅｎ  

 

stop bath 停止 

 
ｏｎｅ ｍｉｎｕｔｅ ｓｏａｋｉｎｇ ｗｉｔｈ ｒｕｎｎｉｎｇ ｗａｔｅｒ 流水に１分間 

 

 

－３－ 



ｆｉｌｍ fix 定着 

 
１０２５ｍｌ ｓｔｏｃｋ(作液) 

＝ｆｉｘｅｒ(原液)２００ｍｌ＋ｗａｔｅｒ(水)８００ｍｌ＋ｈａｒｄｅｎｅｒ(硬膜剤)２５ｍｌ 

３００ｍｌ ｓｔｏｃｋ ｆｏｒ ｏｎｅ ｒｅｅｌ リール１本に対し作液を３００ｍｌ使用 

ｆｉｘｉｎｇ ｔｉｍｅ（定着時間） ： ５ ｍｉｎｕｔｅｓ 

 

＊ｋｅｅｐ ｏｎ ｓｈａｋｉｎｇ ｆｏｒ ｆｉｒｓｔ ｏｎｅ ｍｉｎｉｔｅ ａｎｄ ５ ｓｅｃｏｎｄｓ―ｓｈａｋｉｎｇ ｆｏｒ 

 ｅｖｅｒｙ ｍｉｎｉｔｅ 最初の１分間はタンクを振り続け、１分経過毎に５秒間振る 

＊ｉｔ ｃａｎ ｂｅ ｕｓｅｄ ｆｏｒ ２０ｒｏｌｌ（３６ｓｈｏｔ ｆｉｌｍ） ｗｉｔｈ ｏｎｅ ｌｉｔｅｒ 

 作液１リットルでフィルム２0 本分使用可 

＊ｉ ｄｏｎ’ｔ ｃｈｅｃｋ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ 特に温度は管理しない 

 

ｆｉｘｅｒ 定着液： Ｃｈｕｇａｉ（Ｉｌｆｏｒｄ） Ｍｙ Ｆｉｘｅｒ（１Ｌ） ７９０ｙｅｎ  

ｈａｒｄｅｎｅｒ 硬膜剤 ： Ｃｈｕｇａｉ（Ｉｌｆｏｒｄ） Ｍｙ Ｈａｒｄｅｎｅｒ（２５０ｍｌ） １２００ｙｅｎ 

 

wash 水洗い 

 
 

１５ｍｉｎｕｔｅ ｓｏａｋｉｎｇ ｗｉｔｈ ｒｕｎｎｉｎｇ ｗａｔｅｒ  流水に１５分間 

 

 

－４－ 



wetting agent 水切り 

 

ｗａｔｅｒ １０００ｍｌ+ ｌｉｑｕｉｄ ５ｍｌ 

ｓｏａｋ ｆｏｒ ３０ｓｅｃｏｎｄｓ  

 

＊ｉｔ’ｓ ａｇａｉｎｓｔ ｄｒｙ ｕｎｅｖｅｎｎｅｓｓ ｂｙ ｗａｔｅｒ 水による乾燥むらを防ぐための措置 

＊２４ｒｏｌｌ（３６ｓｈｏｔ ｆｉｌｍ） ｗｉｔｈ ｏｎｅ ｌｉｔｅｒ  作液１リットルでフィルム２４本分使用 

 

Ｆｕｊｉ Ｄｒｙｗｅｌｌ ２００ｍｌ  ３４０ｙｅｎ 

 

dry 乾燥 

   
      ｄｕｓｔ ｉｓ ｅｎｅｍｙ！ｃｌｅａｎ ｕｐ ｙｏｕｒ ｒｏｏｍ！ 

ａｎｄ ｄｒｙ ｉｔ ｐｅｒｆｅｃｔｌｙ． ホコリ大敵！乾燥焦らず！ 

 

               ｃｒｉｐ クリップ １５０ｙｅｎ～ 

                  ｎａｇａｔｉｖｅ ａｌｂｕｍ（２５ｓｈｅｅｔｓ） ネガ替台紙  ６５０ｙｅｎ 

     ｙｏｕ ｍａｄｅ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｎｏｗ． ｎｅｘｔ ｉｓ ｄａｒｋｒｏｏｍ ｓｔｕｆｆ！ 

以上でフィルム現像終り 次は暗室へ！ 

 

 

－５－ 



ｓｅｔｔｉｎｇ ｄａｒｋｒｏｏｍ 暗室準備 

 

 
 

ｍｉｎｉｍｕｍ－ｅｎｏｕｇｈ ｆｏｒ ｄａｒｋｒｏｏｍ これだけあれば充分 

ｅｎｌａｒｇｅｒ 引き伸ばし機 ：  ７８０００ｙｅｎ～ 

ｅａｓｅｌ イーゼル ：  ２６０００ｙｅｎ～ 

ｆｉｌｔｅｒ フィルター ：  ９８４０ｙｅｎ～ 

ｔｉｍｅｒ タイマー ： １３６００ｙｅｎ～ 

ｌｏｕｐｅ ルーペ ： １７２０ｙｅｎ～ 

ｂｌａｃｋｏｕｔ ｐａｐｅｒ ｃａｓｅ（８×１１） 遮光印画紙ケース（六つ切り） ： １２０００ｙｅｎ 

ｓａｆｅ ｌｉｇｈｔ １０ｗ セーフライト ： ８００ｙｅｎ～ 

ｂｌａｃｋ ｃｕｒｔａｉｎ 遮光カーテン ２ｍ×２ｍ ： ２５００ｙｅｎ～  

ｌｉｑｕｉｄ ｐａｔ（８×１１）リキッドパッド（六つ切り） ： ６００ｙｅｎ～（３ｐａｄｓ ａｔ ｌｅａｓｔ） 

ｐａｐｅｒ ｐｉｃｋｅｒ竹ピン ： ３４０ｙｅｎ～ 

ｂｕｃｋｅｔ バケツ ： ５００ｙｅｎ～ 

ｄｏｎ‘ｔ ｗｏｒｒｙ． ｉｔ‘ｓ ｅａｓｙ ｔｏ ｆｉｎｄ ｃｈｅｐｅｒ ｏｎｅ ｏｎ ｙａｈｏｏ ａｕｃｔｉｏｎ 

多くの機材がオークション等で上記の半額以下で入手可能  

 

－６－ 



ｐａｐｅｒ ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ 印画紙現像液 

 

 

 

ｄｅｖｅｌｏｐ ｌｉｑｕｉｄ(原液) １００ｍｌ ＋ ｗａｔｅｒ(水) ９００ｍｌ ＝ １０００ｍｌ 

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ(温度) ： ２０－24℃(22℃ｉｓ ｂｅｓｔ最適温度) 

 

ｐａｐｅｒ ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ 現像液 ： Ｃｈｕｇａｉ（Ｉｌｆｏｒｄ）Ｍｙ Ｐａｐｅｒ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ  ８９０ｙｅｎ  

 

ｆｏｒ ｋｅｅｐｉｎｇ ｂｅｓｔ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ 

   

ｈｏｔ ｄａｙｓ                   ｃｏｌｄ ｄａｙｓ 

 

ｉｃｅ ｃｏｏｌｅｒ 液体氷  ３００ｙｅｎ～ 

ｈｅａｔｅｒ 恒温器 ｕｓｅｄ 中古 ３０００ｙｅｎ～ 

 

 

 

 
 

－７－ 



ｓｔｏｐｐｅｒ 停止液 

 

 

ａｃｅｔｉｃ ａｓｉｄ５０％（酢酸） ３０ｍｌ＋ｗａｔｅｒ（水） 1000ｍｌ＝ １０３０ｍｌ  

＊ｎｏ ｃｈｅｃｋ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ 特に温度は管理しない 

 

ａｃｅｔｉｃ ａｓｉｄ 酢酸 ： Ｆｕｊｉ ｓａｋｕｓａｎ富士酢酸(50％)  ７８０ｙｅｎ 

 

ｐａｐｅｒ ｆｉｘｅｒ 印画紙定着液 

 

 

ｆｉｘｅｒ ｌｉｑｕｉｄ(原液) ２００ｍｌ+ｗａｔｅｒ（水） ８００ｍｌ＝１０００ｍｌ 

＊ｎｏ ｃｈｅｃｋ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ 特に温度は管理しない 

 

ｆｉｘｅｒ 定着液 ： Ｃｈｕｇａｉ（Ｉｌｆｏｒｄ）Ｍｙ Ｆｉｘｅｒ  ７９０ｙｅｎ 

 

Ｏｋ， ｌｅｔ’ｓ ｇｏ ｂａｃｋ ｔｏ ｔｈｅ ｄａｒｋｒｏｏｍ  

ｗｉｔｈ ｔｈｅｓｅ ３ ｋｉｎｄｓ ｏｆ ｌｉｑｕｉｄ ｐｌｕｓ ｂｅｅｒ 

以上三種のリキッドとビールを持って暗室へ 

 

 

－８－ 



ｂｕｒｎ ｐｒｉｎｔ 焼き付け 

    

    

    
 

１．ｂｌｏｗ film，ｓｅｔ ｉｔ on career and adjust pint フィルムのゴミをチェックしピントを合わせる 

２． set timer タイマーをセット 

３． select filter(0→5 ｃｏｎｔｒａｓｔ ｇｅｔ ｓｔｒｏｎｇｅｒ コントラスト強くなる)フィルターを選択 

４． ｓｅｔ ＲＣｐａｐｅｒ ｏｎ ｅａｓｅｌ ＲＣタイプ印画紙をイーゼルにセット 

５． ｂｕｒｎ 焼き込み 

 

*ｆｏｒ ｍａｋｉｎｇ ｃｏｎｔａｃｔ ｓｈｅｅｔ，ｐｕｔ ａ ｃｌｅａｒ ｇｌａｓｓ ｏｎ ｎｅｇａ ｏｎ ｐａｐｅｒ  

 コンタクトシートは一枚の透明ガラスをプリントの上に並べたネガに置き焼き込む 

*ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｔｗｏ ｔｙｐｅ ｏｆ ｐａｐｅｒ ： ＲＣ（ｒｅｓｉｎ ｃｏａｔｅｄ）ａｎｄ ＦＢ（ｆｉｂｅｒ）．

develop ｔｉｍｅ，ｅｔｃ ｉｓ ｄｉｆｆｅｒｅｉｎｔ ｂｅｔｗｅｅｎ ＲＣ ａｎｄ ＦＢ．ｉ ｕｓｕａｌｌｙ ｕｓｅ ＲＣ 

ａｎｄ ｕｓｅ ＦＢ ｆｏｒ ｍａｋｉｎｇ ｆｉｎｅ ａｒｔ ｐｒｉｎｔ．ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ ＦＢ ｏｎｅ ｉｓ ｔｈｅ ｍｏ

ｓｔ ｂｅａｕｔｉｆｕｌｅｓｔ ｉｎ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ！  

 印画紙はＲＣとファイバーの二種。ＲＣは手軽であるがファイバーの美しさは他を寄せ付けない！ 

 ＲＣに慣れたら次は是非ファイバーを。 

 

ＲＣｐａｐｅｒ ： Ｉｌｆｏｒｄ ｍｕｌｔｉｇｒａｄｅ ＲＣ ８×10 100ｐａｐｅｒｓ  8800ｙｅｎ 

ＦＢｐａｐｅｒ ： Ｉｌｆｏｒｄ ｍｕｌｔｉｇｒａｄｅ ＦＢ ｗａｒｍｔｏｎｅ 8×10 25ｐａｐｅｒｓ  4400ｙｅｎ 

 

－９－ 



ｄｅｖｅｌｏｐ，ｓｔｏｐ＆ｆｉｘ ｐｒｉｎｔ 現像・停止・定着 

 

ｌｅｆｔ ｂａｔ 左 ： ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ 現像 ２ｍｉｎｓ 

ｍｉｄｄｌｅ ｂａｔ 中 ： ｓｔｏｐｐｅｒ 停止 １ ｍｉｎｉｔｅ 

ｒｉｇｈｔ ｂａｔ 右 ： ｆｉｘｅｒ 定着 １ ｍｉｎｉｔｅ 

 ａｎｄ ｄｒｏｐ ｉｎｔｏ ｂｕｃｋｅｔ ｗｉｔｈ ｗａｔｅｒ 水を張ったバケツへ 

 

＊ＲＣｐａｐｅｒ 印画紙はＲＣタイプ 

* rｅ－ｎｅｗ ｅａｃｈ ｌｉｑｕｉｄ after １００ｐａｐｅｒｓ（８×１０）ｓｏａｋ 100 枚程度で液を交換する 

 

ｎｏ ｍｏｒｅ ｒｏａｃｈ ｉｎ ｙｏｕｒ ｒｏｏｍ．ゴキブリはもう出ないでしょう 

 

ｗａｓｈ ｐａｐｅｒ 水洗い 

 

ｗａｓｈ ｆｏｒ ５ ｍｉｎｉｔｅｓ ｂｙ ｒｕｎｎｉｎｇ ｗａｔｅｒ 流水に５分間 

 

＊ＲＣｐａｐｅｒ 印画紙はＲＣタイプ 
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ｄｒｙ ｐａｐｅｒ 乾燥 

 

    

 

ｇｅｔ ｒｉｄ ｏｆ ｗａｔｅｒ ｏｎ ｓｕｆａｃｅ ｏｆ ｐｒｉｎｔ ａｎｄ ｄｒｙ ｉｔ ｏｎ ｎｅｔ 

プリント表面の水分を除去しネット上で乾燥 

 

ｎｅｔ ネット： ｍｏｓｑｕｉｔｏ ｎｅｔ ｏｆ ｗｉｎｄｏｗ サッシの網戸 

 

ｅａｓｙ．ｔｈａｔ‘ｓ ｉｔ！  
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