
シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ
シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

光Dケーブル・キャップW9セット ¥8,800（税込み¥9,240）

オリンパスPT-022
　(C-770UZ,C-760UZ)

A R MPROTECTER LENS RINGOPTICAL CABLE BASE

MOUNT BASE

ダイレクトアームZセット ¥10,400（税込み¥10,920）

orアームSS～LセットZ ¥20,900～21,900（税込み¥21,945～¥22,995）
［※各アームセットはZアダプター ¥3,200（税込み¥3,360）を含みます］
［※イラストはアームMセットZ ¥20,900（税込み¥21,945）］

オリンパスPT-010
　(C-3000Z,C-3030Z
　 C-4100Z)

ポートアームDスペーサー
¥1,500（税込み¥1,575）

28ADポート･PT-027/020
￥17,000（税込み¥17,850）

光Dケーブル・キャップW10セット ¥8,800（税込み¥9,240）

光Dケーブル・キャップW16セット ¥9,800（税込み¥10,290）

キヤノンWP-DC900
　(A80)

ADマウントベース・PT-012 ¥4,800（税込み¥5,040）

M67マウントベース・PT-012 ¥5,600（税込み¥5,880）

ADマウントベース・PT-014 ¥4,800（税込み¥5,040）

M67マウントベース・PT-014 ¥5,600（税込み¥5,880）

ADマウントベース・PT-016 ¥4,800（税込み¥5,040）

ADマウントベース・DC100/500 ¥4,800（税込み¥5,040）

M67マウントベース・DC100/500 ¥5,600（税込み¥5,880）

ADマウントベース・DC200/200S ¥5,600（税込み¥5,880）

M67マウントベース・DC200/200S ¥6,400（税込み¥6,720）

ADマウントベース・DC300 ¥4,800（税込み¥5,040）

M67マウントベース・DC300 ¥5,600（税込み¥5,880）

ADマウントベース・DC700/30 ¥5,600（税込み¥5,880）

ADマウントベース・DC800 ¥4,800（税込み¥5,040）

ADマウントベース・DC900/50 ¥5,600（税込み¥5,880）

オリンパスPT-005
　(C-3030Z,C-2020Z)

オリンパスPT-007
　(C-2020Z,Ｃ-2040Z
　 C-3040Z)

オリンパスPT-010
　(C-2020Z,Ｃ-2040Z
　C-3040Z,C-4040Z)

オリンパスPT-007
　(C-3000Z,C-3030Z)

※C-3030Z,C-3000ZとC-4100ZはUWL-100TYPE1のみ対応

PT-005用レンズリング
¥1,500（税込み¥1,575）

キャップW2ホルダースペーサー
(拡散板補強部品) ¥1,000（税込み¥1,050）

光Dケーブル・キャップW2セット ¥8,800（税込み¥9,240）

光Dケーブル・キャップW2セット ¥8,800（税込み¥9,240）

PT-005用レンズリング
¥1,500（税込み¥1,575）

オリンパスPT-015
　(C-5050Z)

光Dケーブル・キャップW18セット ¥8,800（税込み¥9,240）

Dベース・PT-015
¥2,600（税込み¥2,730）

Dベース・PT-018
¥2,600（税込み¥2,730）

Dベース・PT-027/022/020
¥2,600（税込み¥2,730）

Dベース・PT-023
¥3,600（税込み¥3,780）

オリンパスPT-018
　(C-740UZ,C-745UZ
　C-750UZ,C-755UZ)

光Dケーブル・キャップW7セット ¥8,800（税込み¥9,240）

オリンパスPT-020
　(C-5060WZ)

オリンパスPT-027
　 (C-7070WZ)

オリンパスPT-023
　(C-8080WZ)

光Dケーブル・キャップW18セット ¥8,800（税込み¥9,240）

キャノンWP-DC20
　(S1 IS)

オリンパスPT-009
　(C-200Z,C-300Z)

オリンパスPT-012
　(C-40Z)

光Dケーブル・キャップW4セット ¥8,800（税込み¥9,240）

オリンパスPT-014
　(X-2,X-1)

ADマウントベース・PT-024 ¥5,600（税込み¥5,880）

オリンパスPT-024
　(X-3)

光Dケーブル・キャップW6セット ¥8,800（税込み¥9,240）
オリンパスPT-016
　(μ-10 DIGITAL,μ-15 DIGITAL
　μ-20 DIGITAL,μ-25 DIGITAL
　μ-30 DIGITAL)

光Dケーブル・キャップW8セット ¥8,800（税込み¥9,240）

光Dケーブル・キャップW15セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース･PT-026￥5,600（税込み¥5,880）

オリンパスPT-026
　(μ-40 DIGITAL)

光Dケーブル･キャップW18セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・PT-029 ¥5,600（税込み¥5,880）

オリンパス PT-029
　(μ DIGITAL 600)

光Dケーブル・キャップW19セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・PT-030 ¥5,600（税込み¥5,880）

オリンパス PT-030
　(SP-350)

光Dケーブル・キャップW20セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・PT-031 ¥5,600（税込み¥5,880）

オリンパス PT-031
　(SP-700)

光Dケーブル・キャップW21セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・CP1 ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW12セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・CP4/2 ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW11セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・FX701 ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW13セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・PHB ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW14セット ¥8,800（税込み¥9,240）

キヤノンWP-DC100
　(IXY D300) キヤノンWP-DC500

　(IXY D300a)

光Dケーブル・キャップW3セット ¥8,800（税込み¥9,240）
キヤノンWP-DC200
　(A10、A20)

キヤノンWP-DC200S
　(A10,A20,A30,A40)

キヤノンWP-DC30
　(A85,A75)

キヤノンWP-DC50
　 (A95)

キヤノンWP-DC300
　(S30,S40,S45,S50)

光Dケーブル・キャップW3セット ¥8,800（税込み¥9,240）キヤノンWP-DC700
　(A70,A60)

キヤノンWP-DC800
　(IXY D400,IXY D450,IXY D500)

光Dケーブル・キャップW3セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ADマウントベース・PT-009 ¥4,800（税込み¥5,040）

M67マウントベース・DC20 ¥7,200（税込み¥7,560）

ポートアームD
¥9,600（税込み¥10,080）

Dベース・PT-010
¥4,800（税込み¥5,040）

ダイレクトアームYSセット ¥10,400（税込み¥10,920）

orアームSS～LセットYS ¥20,900～21,900（税込み¥21,945～¥22,995）
［※各アームセットはYSアダプター ¥3,200（税込み¥3,360）を含みます］
［※イラストはアームSセットYS ¥20,900（税込み¥21,945）］

YSアダプター用
取付ネジ
¥1,400（税込み¥1,470）

YSアダプター用
取付ネジ
¥1,400（税込み¥1,470）

ダイレクトアームYSセット ¥10,400（税込み¥10,920）

orアームSS～LセットYS ¥20,900～21,900（税込み¥21,945～¥22,995）
［※各アームセットはYSアダプター ¥3,200（税込み¥3,360）を含みます］
［※イラストはアームSセットYS ¥20,900（税込み¥21,945）］

ADマウントシリーズ�
レンズ�

M67マウントシリーズ�
レンズ�

水陸両用クローズアップレンズ�

UCL-165M67
¥13,000（税込み¥13,650）

水中焦点距離165mm

アタッチメントレンズ対応表� 対応プロテクタ

オリンパス�
PT-007
PT-010
PT-015
PT-018
PT-022
PT-020
PT-027

キヤノン�
WP-DC100
WP-DC500
WP-DC200
WP-DC200S
WP-DC300
WP-DC700
WP-DC30
WP-DC800
WP-DC900
WP-DC50
WP-DC70
WP-DC80

対応アタッチメントレンズ

水陸両用ワイドコンバージョンレンズ�

UWL-105AD
¥24,000（税込み¥25,200）

水中最大画角105.6°
陸上最大画角179°

水陸両用クローズアップレンズ�

UCL-165AD
¥12,000（税込み¥12,600）

水中焦点距離165mm

水中専用フィッシュアイコンバージョンレンズ�

UFL-165AD
¥37,000（税込み¥38,850）

水中最大画角165.5°

オリンパス�
PT-012
PT-014
PT-016
PT-024
PT-026
PT-029
PT-030
PT-031
ニコン�
WP-CP1
WP-CP2
WP-CP4

オリンパス�
PT-012
PT-014
キヤノン�
WP-DC100
WP-DC500
WP-DC200
WP-DC200S
WP-DC300
WP-DC20

水陸両用ワイドコンバージョンレンズ�

UWL-100Achromat
各¥28,800（税込み¥30,240）

水中最大画角100.5°
陸上最大画角158.3°

水陸両用ワイドコンバージョンレンズ�

UWL-100 28AD
￥32,000(税込み¥33,600)

水中最大画角 100°
陸上最大画角 179°

ドームレンズユニット
　for UWL-100
¥39,800（税込み¥41,790）

水中最大画角:
131.6°(UWL-100Achromat)
150.8°(UWL-100 28AD)

水陸両用クローズアップレンズ�

UCL-330
¥13,000（税込み¥13,650）

水中焦点距離330mm

各プロテクタに
直接取り付ける

「PT-005用レンズリング」
が必要

Type.別対応ハウジング

各プロテクタ専用の「ADマウントベース」が必要

専用の「28ADポート」が必要

専用の｢28ADマウントベース｣が必要

オリンパス�
PT-005
PT-007
PT-010

各プロテクタ専用の
「M67マウントベース」が必要

c-3030Z
c-3000Z以外
c-4100Z

}

}

}

c-3030Z
c-3000Zの場合
c-4100Z

}

クローズアップ
レンズのみ対応

軽量／コンパクト�
ワンタッチ着脱�

28ADマウントシリーズ�
レンズ�

ズームワイド端28mm相当の�
広角デジカメ専用�
ワンタッチ着脱�

大きなカメラにも対応�
汎用性の高い�

マクロ

マクロ（低倍率）

マクロ（高倍率）

ワイド

ワイド

ワイド

超ワイド（～フィッシュアイ）

超ワイド（～セミフィッシュアイ）

TYPE1
TYPE2

グリップベースD　・ゴムグリップD付
¥8,800（税込み¥9,240）

グリップベースD　・ゴムグリップD付
¥8,800（税込み¥9,240）

グリップベースD　・ゴムグリップD付
¥8,800（税込み¥9,240）

グリップベースD　・ゴムグリップD付
¥8,800（税込み¥9,240）

ダイレクトアームZセット ¥10,400（税込み¥10,920）

アームSSセットZ ¥20,900（税込み¥21,945）

アームSセットZ ¥20,900（税込み¥21,945）

アームMセットZ ¥20,900（税込み¥21,945）

アームLセットZ ¥21,900（税込み¥22,995）

［※各アームセットはZアダプター ¥3,200（税込み¥3,360）を含みます］

PT-005

PT-007
PT-010

WP-DC200
WP-DC200S

WP-DC20

c-3030Z
c-3000Zの場合
c-4100Z

}

●Type.1

●Type.2　上記ハウジング以外

ニコンWP-CP1
　(E4100,E3200,E2200)

28ADマウントベース･DC40￥5,600（税込み¥5,880）キヤノンWP-DC40
　(S70,S60)

ニコンWP-CP4
　 (E7900,E5900)

富士写真フィルムWP-FX701
　(F810,F710)

ソニーMPK-PHB
　(P150,P100)

ADマウントベース・WA ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW24セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ソニー MPK-WA
　(W7,W5,W1)

ADマウントベース・NA ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW25セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ソニー MPK-NA
　(N1)

ADマウントベース・FXF10 ¥5,600（税込み¥5,880）
富士写真フィルムWP-FXF10
　(F11,F10)

28ADマウントベース・DC1 ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW23セット ¥8,800（税込み¥9,240）キヤノン WP-DC1
　(S80)

PORTワイドレンズを
使用しない場合

ワイドレンズを
使用する場合

ワイドレンズを
使用しない場合

ニコンWP-CP2
　(E5200,E4200)

ADマウントベース・DC70/80 ¥5,600（税込み¥5,880）

光Dケーブル・キャップW22セット ¥8,800（税込み¥9,240）

キヤノン WP-DC70
　(IXY D600) キヤノン WP-DC80

　(IXY D700)

プロテクタを直接持つ場合
(グリップが必要ない場合) 左手用

(必ず必要)

右手用
(2灯時に必要)

左手用
(必ず必要)

右手用
(2灯時に必要)

UWL-100Achromat�

UWL-100 28AD�
　　専用広角化オプションレンズ�
�

ドームスペーサー
　for UWL-100 28AD
￥1,600（税込み¥1,680）

TYPE1 �
TYPE2

※「UWL-100 28AD」へ､「ドームレンズユニッ
ト for UWL-100」を組み付ける際､必要となる
オプションです｡

花型フード
　for UWL-100 28AD
￥4,500(税込み¥4,725)

※不要光の侵入を防ぎ､フレア･ゴーストの発生を
抑制するオプションです｡
※ドームレンズユニット for UWL-100との併用
は出来ません｡

( )

オプション オプション オプション

ADマウント変換スペーサー
for UCL-165AD
￥1,200(税込み¥1,260)

※「28ADポート」,「28ADマウントベース」
へ､「UCL-165AD」を取り付ける際､ 必
要となるオプションです｡

富士写真フイルム�
WP-FX701
WP-FXF10
ソニー�
MPK-PHB
MPK-WA
MPK-NA

オリンパス�
PT-027
PT-020

キヤノン�
WP-DC40
WP-DC1

「28ADポート」を
使用しない場合に､
クローズアップレ
ンズのみ対応

光Dケーブル・キャップW3セット ¥8,800（税込み¥9,240）

ストロボを取り付ける流れ
ストロボと光信号をやり取りする流れ ※プロテクタ（　）内は対応のデジタルカメラ名です。

※光Dケーブル・キャップW2～W25セットを使用して２灯目を増灯する場合は、すべて光Dケーブル（￥6,200）が1本必要です。

カッコ

￥49,800（税込み¥52,290）

SYSTEM CHART
for Digital Compact Camera

Series

¥42,000（税込み¥44,100）




