
アクションカメラ対応アタッチメントレンズ
水中でも、ワイドアングル、クローズアップ。

UFL-G140	SDがあれば、陸上で使用した時に近い超ワイド画角で、臨場感ある水中撮影ができます。

水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ

UFL-G140 SD　￥39,000（税込￥42,120）

UCL-G165	SDがあれば、レンズ前数cmまで被写体に迫り、より大きく写せるようになります。

水中ワイドクローズアップレンズ

UCL-G165 SD　￥23,000（税込￥24,840）

メーカー カメラ UCL-G165	SD装着時の
被写界深度範囲	＊5

HERO7 Black、
HERO6 Black、HERO5 Black、
HERO、HERO+、HERO+ LCD、

HERO4、HERO3+ Black
5cm ～35cm

GoPro ＊6

HERO3 Black 7cm ～∞

オリンパス TG-Tracker 2cm ～15cm

ソニー FDR-X3000、HDR-AS300 5cm ～35cm

メーカー カメラ UFL-G140	SD装着時の
被写界深度範囲	＊5

HERO7 Black
HERO6 Black、HERO5 Black、
HERO、HERO+、HERO+ LCD、

HERO4、HERO3+ Black
4cm ～∞

GoPro ＊6

HERO3 Black 10cm ～∞

オリンパス TG-Tracker 1cm ～80cm

ソニー FDR-X3000、HDR-AS300 4cm ～∞

＊1.画角は、当社にて実測した陸上画角、及び陸上画角から算出した水中画角です。GoPro®社が公表しているものではありません。HERO3+ SilverおよびHERO3 Silverの最大画角は、陸上約142°とBlack Editionより挟角のため､本レンズを装
着した場合、水中最大画角はBlack Editionを下回ります。White Editionは未検証です。 ＊2.UFL-G140 SDレンズは水中専用設計のレンズです。陸上では遠方の被写体にピントが合わず、また見かけ上の画角も狭くなり、ケラレも生じます。 
＊3.陸上での被写界深度は、カメラレンズの焦点距離・明るさ・CCD画素ピッチより求めた理論値です。水中での被写界深度は、当社にて実測した、レンズ最前面からの被写界深度です。 ＊4.UCL-G165 SDレンズは水中専用設計のレンズです。
陸上ではケラレが生じます。 ＊5.当社で実測した、レンズ最前面からの被写界深度です｡ 水中目測距離は､表中の値÷1.33となります｡  ＊6.HERO7 Black/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO4/HERO3+ Black/HERO3 Black/HERO/
HERO+/HERO+ LCDでの水中実測距離｡ 他のEditionは未検証。

HERO7 Black
単体水中 UFL-G140 SD装着

●▶　水中でも超ワイドアングル
超広角レンズで目の前の光景をすべて写し
込めるアクションカメラですが、水の屈折率
の影響などで、水中では画角が極端に狭く
なってしまいます。
例えば、GoPro® HERO7 Blackの最大画
角は、陸上で約151°。ところが、純正ハウ
ジングに入れて水中に持ち込むと、水中約
94°まで 画 角 が 狭くなります。 そこで、
UFL-G140 SDレンズを装着すれば、超広角
140°のセミフィッシュアイに画角が拡大＊1。

水中でも、アクションカメラらしい臨場感あ
ふれる広角撮影ができるようになります＊2 。

HERO7 Black 単体

HERO7 Black  UFL-G140 SD 装着

●▶　ダイナミックに接近撮影
UFL-G140 SDレンズを装着することによ
り、被写体に接近して、遠近感やデフォルメ
効果などの表現が味わえます。
例えば、GoPro® HERO7 Blackの陸上で
の被写界深度は、約60cm ～∞。UFL-G 
140 SDレンズを装着することにより、水中
での被写界深度が、「4cm ～∞」へ近距離

側に拡大されます＊3。

HERO7 Black 単体

HERO7 Black  UCL-G165 SD 装着

●▶　最短撮影距離の大幅な短縮
アクションカメラはピント合わせの必要が無
い、パンフォーカスカメラです。しかし、レン
ズ前数十cm（例えばGoPro®は陸上で理
論上約60cm以内）ではピントが合わず、被
写体に接近してアップで撮影することはでき
ませんでした。一般的なクローズアップレ
ンズを使用しても、画面四隅にケラレが発生
したり、ピントを合わせられないほど被写界
深度が狭くなったりします。UCL-G165 
SDレンズは、アクションカメラのユニークな
レンズ特性に合わせて専用設計した、ワイド

系のクローズアップレンズです。水中での被
写界深度は、GoPro® HERO7 Blackでは

「5cm ～35cm」＊3。最短撮影距離が短縮
され、被写体に接近した迫力ある撮影が可
能となります｡

UCL-G165 SD の画角

UFL-G140 SD の画角

HERO7 Black 単体の水中画角（ピントが合わない）

●▶　マクロ撮影に適した画角
UCL-G165 SDレンズを装着したGoPro® 
HERO7 Blackの最大画角は、水中110°。
水中画角140°のUFL-G140 SDレンズに
比べ、被写体が画面を占める割合が大きく
なり、生物などの躍動感あふれるショットが
撮影できます＊1 ＊4。



SDマウントベース UWH1
￥8,800（税込￥9,504）

SDマウントベース for TG-Tracker
￥8,800（税込￥9,504） ■対応機種

オリンパス STYLUS TG-Tracker

●▶　SDマウントでワンタッチレンズ交換
アタッチメントレンズ取り付け部規格には、バヨ
ネ ット 方 式 の イノンSDマ ウ ント を 採 用。

「UFL-G140 SD」や「UCL-G165 SD」を、ワ
ンタッチで着脱・交
換可能です。もち
ろん、アタッチメン
トレンズを取り外
した状態でも撮影
できます＊1 ＊2。

●▶　小型軽量マウントベース
スマートなマウントベースは、強度を保ちつつ、
TG-Trackerの軽量感を損ないません。水中用
プロテクター（UP-T01）の前面に嵌め込み、
底部カメラネジで固定するだけで、簡単に取り
付けできます＊3。

●▶　ジョイントアダプター
底面に「ダイレクトベースⅢ」「Zジョイント」「Z
ア ダ プ タ ー MV」を 取 り 付 け 可 能。TG-
Trackerをさまざまなものに取り付け、自由自
在に活用できます。

●▶　ステディグリップ対応
付属のオスアダプターを取
り付ければ、TG-Tracker
付 属 のステディグリップ

（SG-T01）や、GoPro®規
格のマウント類も取り付け
可能です。

●▶　グリップと三脚で安定撮影
付属の変換プレートを使用して、右手側／左手
側／後方のいずれかに「Dホルダー」を1個取り
付けできます。グリップをしっかり握れば、水中
でも安定した撮影が可能です。変換プレートに
は、カメラ三脚ネジ穴(1/4インチ)があり、一脚
や三脚へ固定して撮影できます。

■対応機種
ソニー FDR-X3000/X3000R ［付属のアンダーウォーターハウジングMPK-UWH1使用時］
ソニー HDR-AS300/AS300R ［付属のアンダーウォーターハウジングMPK-UWH1使用時］

●▶　SDマウントでワンタッチレンズ交換
アタッチメントレンズ取り付け部規格には、バ
ヨネット方 式 のイノンSDマウントを採 用。

「UFL-G140 SD」や「UCL-G165 SD」を、ワ
ンタッチで着脱・交換
可能です。もちろん、
アタッチメントレンズ
を取り外した状態で
も撮影できます＊4 ＊5。

●▶　小型軽量マウントベース
スマートなマウントベースは、強度を保ちつつ、
アクションカムの軽量感を損ないません。ハウ
ジングの前面に嵌め込み、底部カメラネジで固
定するだけで、簡単に取り付けできます。

●▶　ジョイントアダプター
底面に「ダイレクトベースⅢ」「Zジョイント」「Zア
ダプター MV」を取り付け可能。アクションカム
をさまざまなものに取り付け、自由自在に活用で
きます。別売の「オスアダプター」（￥800/税込
￥864）を底部に取り付けることにより、GoPro®
規格のマウント等が使用可能になります。

●▶　グリップと三脚で安定撮影
付属の変換プレートを使用して、右手側／左手
側のいずれかに「Dホルダー」を1個取り付けで
きます。グリップをしっかり握れば、水中でも安
定した撮影が可能
です。変換プレー
トには、カメラ三
脚 ネジ 穴（1/4イ
ンチ）があり、一脚
や三脚へ固定して
撮影できます。

＊1.アタッチメントレンズを装着した動画撮影では、手ぶれ補正を［ON］に設定して下さい。［OFF］の状態では画角が広がるため、ケラレが生じます。静止画撮影では、画面四隅が大きくケラれます。レンズを取り外して撮影して下さい。 ＊2.陸上では、
アタッチメントレンズを使用しない状態でも、撮影モード／画角設定にかかわらず、画面四隅が大きくケラれます。水中では、ケラレは生じません。 ＊3.本製品の形状上、TG-Tracker内蔵のヘッドライト前面を覆うため、ヘッドライトは使用できません。カ
メラ設定でビデオライトを［OFF］にしてご使用ください。 ＊4.アタッチメントレンズを装着した動画撮影では、ブレ補正を［Act］に設定して下さい。［Std］や［OFF］では僅かにケラレが生じます。静止画撮影では、ブレ補正を［ON］に設定して下さい。ブレ
補正が［Act］や［ON］でも､激しくカメラを揺らすとケラレが生じます｡  ＊5.陸上では、アタッチメントレンズを使用しない状態でも、画角設定が［W ワイド］の時、画面四隅がケラれます。水中では、ケラレは生じません。

モニターハウジング for LVR3
￥23,000（税込￥24,840）
ライブビューリモコンRM-LVR3用の60m防
水ハウジング。水中でも液晶モニターを見て、
フレーミングをチェックしながら撮影できるよ
うになります。SDマウントベース UWH1に
固定して使います。操作は電源ボタンのみ。

オスアダプター
（GoPro規格）
for SDマウントベース/
SDフロントマスク
￥800（税込￥864）

品　名 SDマウントベース	for	TG-Tracker

サイズ 65.4mm（幅）×65.4mm（高さ）×94.7mm（奥行）（突起部を含む）

重　量 78g（陸上） / 約45g（水中）

本体材質 耐食アルミ合金（硬質黒アルマイト）、POM等

品　名 SDマウントベース	UWH1

サイズ 65.4mm（幅）×88.0mm（高さ）×83.6mm（奥行）（突起部を含む）

重　量 70g（陸上） / 約40g（水中）

本体材質 耐食アルミ合金（硬質黒アルマイト）、POM等



SDフロントマスク for HERO5/6/7
￥6,800（税込￥7,344）

■対応機種
GoPro HERO7 Black ［別売のSuper Suit ハウジング使用時］
GoPro HERO6 Black ［別売のSuper Suit ハウジング使用時］
GoPro HERO5 Black ［別売のSuper Suit ハウジング使用時］

＊1.陸上では、アタッチメントレンズを装着しない状態でも、主に広角モードで得られる画像がケラレます。陸上では、視野（FOV）設定を［広角（Wide）］/［超広角（Ultra Wide）］以外に設定するか、ハウジジングからSDフロントマスクおよびSDマウントケージを取り外して
撮影してください。水中では、ケラレは生じません。 ＊2.［SuperView™］モードには対応していません。SuperView™モードは、4:3のアスペクト比で得られるカメラセンサーの映像を、16:9のアスペクト比に収まるよう、カメラ内部で映像の両端を引き伸ばす機能です。
フレームの端が若干横に引き伸ばされてしまうため、アタッチメントレンズを装着すると、収差がより助長されます。 ＊3.底面の形状上、雲台の座面形状によっては、取り付けできないものがあります。雲台を取り付ける場合は、事前に取り付け可能か確認してください。 
＊4.陸上では、アタッチメントレンズを装着しない状態でも、「ビデオの安定化（手ブレ補正）」が[OFF]又は[無効化]に設定されていると､得られる画像がケラレることがあります。陸上では､「ビデオの安定化」を[ON]に設定してください｡ 水中では、ケラレは生じません。

●▶　ロック付きSDマウントで　	ワンタッチレンズ交換
アタッチメントレンズ取り付け部規格には、バヨ
ネ ット 方 式 の イノンSDマ ウ ント を 採 用。

「UFL-G140 SD」や「UCL-G165 SD」を、ワ
ンタッチで着脱・交換可能です。ロック機能を
追加し、レンズを確実に固定します。もちろん、
アタッチメントレンズを取り外した状態でも撮
影できます＊1 ＊4。

●▶　軽量強化プラスチック
強化プラスチック(FRP)製で、強度を保ちつつ、
GoPro®の軽量感を損ないません。ハウジング
の前面に嵌め込み、蝶ネジで固定するだけで、
簡単に取り付けできます。

●▶　ジョイントアダプター
底面に「ダイレクトベースⅢ」「Zジョイント」「Z
アダプター MV」を取り付けて、水中撮影用の
アーム類と接続できます。付属のオスアダプタ
ー（GoPro規格）を取り付ければ、GoPro®対

応のアクセサリー類も使用できます。

●▶　グリップと三脚で安定撮影
付属の変換プレートを使用して、底面に「Dホル
ダー」を1個取り付けできます。グリップをしっ
かり握れば、水中でも安定した撮影が可能です。

「グリップベースD4」と「Dホルダー」を取り付け
れば、左右のグリップでしっかりとホールドし
て、手振れの少ない安定した映像が撮れます。
さらに、ライトを左右に取り付けた、本格的な水
中ビデオ撮影システムへ
展開できます。変換プレ
ートには、カメラ三脚ネ
ジ穴(1/4インチ)があり、
一脚や三脚へ固定して撮
影できます。

SDマウントケージ for HERO3/3+/4
￥16,000（税込￥17,280）

■対応機種
GoPro HERO4 ［別売のダイブハウジング(60m/197フィート)使用時］
GoPro HERO3+ ［別売のダイブハウジング(60m/197フィート)使用時］
GoPro HERO3 ［付属のハウジング使用時］

●▶　SDマウント
イノンSDマウントを採用し、「UFL-G140 SD」
や「UCL-G165 SD」を、ワンタッチで着脱・交
換可能。アタッチメントレンズを取り外した状
態でも撮影できます＊1 ＊2。

●▶　カメラを守るアルミフレーム
アルミブロックから削り出した強固な造りで、ダ
イブハウジングを保護します。アクティブなシ
ーンなどでも活躍します。

●▶　本格的なシステムアップ
SDマウントケージの上面と底面に、「ダイレク
トベースⅢ」「Zジョイント」「Zアダプター MV」
を取り付けできます。オスアダプター（GoPro
規格）も付属。底面には、「グリップベースD4」
のほか、「Dホルダー」を直接左右に取り付け可
能。カメラ三脚ネジ穴（1/4インチ）があり、
一脚や三脚を使っての撮影も可能です＊3。

●▶　LCDバックパック対応

●▶　ロック付きSDマウント
ロック機能付きのイノンSDマウントを採用し、

「UFL-G140 SD」や「UCL-G165 SD」を、ワ
ンタッチで着脱・交換可能。アタッチメントレン
ズを取り外した状態でも撮影できます＊1 ＊2。

●▶　軽量強化プラスチック
強化プラスチック(FRP)製。ハウジングの前面
に嵌め込み、蝶ネジで固定するだけで、簡単に
取り付けできます。

●▶　ジョイントアダプター
底面に「ダイレクトベースⅢ」「Zジョイント」「Z
アダプター MV」を取り付けて、水中撮影用の
アーム類と接 続できます。オスアダプター

（GoPro規格）と、変換プレートも付属します。

●▶　LCDバックパック対応
GoPro®の 背 部 に 装 着 す る、LCD Touch 
BacPac™、Battery BacPac™に対応して
います。

SDフロントマスク STD
￥4,500（税込￥4,860）

■対応機種
GoPro HERO+ LCD， HERO+，HERO
GoPro HERO4 ［付属のスタンダードハウジング - 131' (40m)使用時］
GoPro HERO3+ ［付属のスタンダードハウジング - 131' (40m)使用時］
HERO3 ［別売のスタンダードハウジング - 131' (40m)使用時］

品　名 SDフロントマスク	STD

サイズ 67.9mm（幅）×79.3mm（高さ）×37.8mm（奥行）（突起部を含む）

重　量 42g（陸上） / 約13g（水中）

本体材質 ポリカーボネート、POM等

品　名 SDマウントケージ	for	HERO3/3+/4

サイズ 88.5mm（幅）×79.9mm（高さ）×51.3mm（奥行）（突起部を含まず）

重　量 183g（陸上） / 約114g（水中）

本体材質 耐食アルミ合金（硬質黒アルマイト）、POM等

品　名 SDフロントマスク	for	HERO5/6/7

サイズ 67.9mm（幅）×82.3mm（高さ）×39.0mm（奥行）（突起部を含む）

重　量 40g（陸上） / 約15g（水中）

本体材質 ポリカーボネート、POM等
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	 対応アクセサリー	 ▶

	セットアップ例	 ▶

Dホルダー
￥4,000（税込￥4,320）
アーム機能を兼ね備えたグリップ。LEDラ
イトを取り付けるシステム
が構築できます。

カラーフィルターセット 
for HERO5
￥1,500（税込￥1,620）
HERO5 Blackの、ハウジング内側のレン
ズポート部に取り付ける、色調補正フィルタ
ーです。

Zアダプター MV
￥1,800（税込￥1,944）
プラスチック製ボールジョイントのアダプタ
ーです｡ クランプを緩めなくても、適度なフ
リクションで方向を調節可能です。

キャリングポーチ
（for UWL-100）
￥2,000（税込￥2,160）
水中セミフィッシュアイコンバージョンレ
ンズ「UFL-G140 SD」に最適な、ネオプレ
ン生地のキャリングポーチです。

Zジョイント
￥1,500（税込￥1,620）
YSタイプのアームやベース、ポートアーム
などに接続するための、ジョイントアダプタ
ーです｡

ダイレクトベースⅢ
￥1,800（税込￥1,944）
ボールジョイントのアダプターです｡ アー
ムボール部は金属製で、クランプを軽く締め
るだけで、しっかりと固定できます。

　
ADレンズホルダーフロートアーム用
￥1,600（税込￥1,728）
フロートアーム、あるいは「M5ジョイント」
を装着したスティックアームに取り付け、ア
タッチメントレンズを保持します。

SDマウントベース UWH1
UFL-G140 SD
Dホルダー
ダイレクトベースYS RT
シングルライトホルダー・LF
LFシリーズLEDライト

SDマウントケージ for HERO3/3+/4
UFL-G140 SD
オスアダプター (付属品)
GoPro®社 3-Way

SDマウントベース for TG-Tracker
UFL-G140 SD
ダイレクトベースⅢ
クランプⅢ
カーボン伸縮アームSボディ

SDフロントマスク STD
UFL-G140 SD
UCL-G165 SD
Dホルダー
スティックアームSSセットYS-MV
M5ジョイント
ADレンズホルダー フロートアーム用
シングルライトホルダー・LF
LFシリーズLEDライト

キャリングポーチ
（水中クローズアップレンズ用）
￥2,000（税込￥2,160）
水中ワイドクローズアップレンズ「UCL-G 
165 SD」に最適な、キャリングポーチで
す。持ち運び時にレンズを保護します。

SDフロントマスク for HERO5/6/7
UFL-G140 SD
Zジョイント
ダイレクトベースYS RT
ウエイトプレート ネジ固定型
市販ウエイト

	 主な仕様	 ▶

品　名 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ
	UFL-G140	SD

水中ワイドクローズアップレンズ
UCL-G165	SD

サイズ 外径93.4mm、 全長41.8mm 外径77mm、 全長25.2mm

重　量 300g（陸上） / 約153g（水中） 200g（陸上） / 約121g（水中）

本体材質 耐食アルミ合金（硬質黒アルマイト）、 ポリカーボネート等 耐食アルミ合金（硬質黒アルマイト）、 ポリカーボネート等

マウント規格 イノンSDマウント イノンSDマウント

実用耐水深 60ｍ 60ｍ

硝　材 光学ガラス（両面コーティング）、光学プラスチック（両面ハードコート、 内面マルチコート） 光学ガラス（両面コーティング）

レンズ構成 4群4枚 2群2枚

画角・焦点距離 最大入射画角140.0°（水中専用）  ＊1 焦点距離165mm（水中専用） ＊2

＊1.本レンズ使用時に得られる水中最大画角です｡最大画角はカメラの機種により､若干異なります。 
＊2.UCL-G165 SD単体の焦点距離。マスターレンズとの合成焦点距離を示すものではありません。

＊「GoPro」「HERO」はアメリカ合衆国GoPro Inc.の商標または登録商標です。　
＊「オリンパス」「STYLUS」「TG-Tracker」はオリンパス株式会社の商標または登録商標です。　
＊「ソニー」「アクションカム」は、ソニー株式会社またはソニーマーケティング株式会社の商標または登録商標です。

SDマウントベース UWH1
UFL-G140 SD
M6プレートダイレクトベースⅢ
ダイレクトアームDセット

SDマウントベース for TG-Tracker
UFL-G140 SD
Zジョイント
シューベースⅡ

SDマウントケージ for HERO3/3+/4
UFL-G140 SD
Dホルダー ×2
ダイレクトアームYS-MVセット ×2
シングルライトホルダー・LF ×2
LFシリーズLEDライト ×2




