
水中ハウジングカタログ

U/W Housing
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キヤノン「EOS 60D」は、約1800万画素のCMOSセンサー（APS-Cサイズ）

と高性能映像エンジンDIGIC 4、オールクロス9点AFセンサーによる高精度な

AFなど、本格的な性能を備えたデジタル一眼レフカメラです。また、テレビや

映画などの映像業界でも採用されているEOSムービーを搭載し、高画質なフル

ハイビジョン（1920×1080画素）で、映像記録が可能です。この「EOS 60D」

専用に開発された「X-2 for EOS60D」ハウジングは、『一瞬を逃さない』をコン

セプトとしています。 前モデルの「X-2 for EOS50D/40D」の『水中であるこ

とを感じさせない操作系レイアウト』は継承しつつ、プロカメラマンも開発に参

画し、水中で直観的に操作できるデザインを追求しました。さらに、S-TTLスト

ロボ、ビューファインダー、MRSポート、LEDライト、豊富なアーム類などのア

クセサリーを、ハウジングとトータルで自社展開し、決定的なシャッターチャン

スを逃さない水中カメラシステムを提案しています。

ハウジングのボディは、耐腐食性アルミニウム合金の超精密鋳造によって製

造。削り出し加工だけでは不可能な、薄肉でかつ複雑な形状や、曲線を多用し

たラウンドフォルムを可能としていま

す。さらに、軽量かつ堅牢なアルミニ

ウムボディは、過酷な水中環境に耐

える信頼性と耐久性、高水圧下にお

いても変わらぬ操作性を実現。「デザ

イン」「水中重量」「強度」を、高次元

で融合しています。

鋳造の自由度の高いデザイン性を生かして、スムーズな撮影を実現するための

様々な工夫がなされています。小さな力でもハウジング本体をしっかりホールド

できるよう、右手親指と中指の掛かりがよい形状にデザイン。ハウジングを右手

で握ると、人差し指はシャッターレバーに自然に掛かり、滑らかにシャッター操

作ができます。さらに、ファインダーを覗いたままで、絞り値とシャッタースピー

ドの変更がストレスなくできるように、各ダイヤルは指が届く位置にレイアウト。

水中撮影を行う上で必要とされるボタンとダイヤルの操作を網羅しているだけ

でなく、撮りたい瞬間を逃すことがないよう、

操作性も追及しています。

ボタンやダイヤル・レバーは、アルミニウム合

金製のハウジングのボディに直接取り付ける

のではなく、真ちゅう製の軸受けを介して取

り付けています。ボタンの摺動、ダイヤル・レ

バーの回転によって、ハウジング本体のアル

ミニウム合金が摩耗し、防水性を損なうことがありません。万が一、軸受けな

どが摩耗しても、最小限のパーツ交換でリフレッシュできます。ボタンやダイヤ

ル・レバーの防水には、ハウジングボディ合わせ面と同じ含油タイプのイノン黄

色O-Ringを使用し、グリス切れによる浸水を抑制します。さらに、太めのサイ

キヤノンのデジタル一眼レフカメラ「EOS 60D」専用の
水中ハウジング。『一瞬を逃さない』をコンセプトに、陸
上でカメラを操作するのと変わらぬ、直観的な操作性
を追究しました。カメラの最も重要な本質である、撮影
することに集中できるハウジングです。

一瞬を逃さない。

X-2 for EOS60D
U/W Housing for Canon EOS 60D

一瞬を逃さない水中カメラシステム シャッターチャンスを逃がさない操作系レイアウト

実績と信頼の防水設計軽量・コンパクトな超精密鋳造アルミボディ

＊ 『一瞬を逃さない』のコンセプトのもと、液晶モニター
を見ながらカメラの設定をする「クイック設定ボタン」

「マルチコントローラー」や、「サブ電子ダイヤルロック
解除ボタン」を操作する機構は設置していません。

キヤノン EOS 60D 水中ハウジング

X-2 for EOS60D

寸法 W198㎜ ×H171㎜ ×D121㎜

陸上重量
約2,085g ［45°ビューファインダーモデル単体重量］
約2,045g ［ストレートビューファインダーモデル単体重量］
約1,795g ［ピックアップファインダー2モデル単体重量］
約1,795g ［ファインダーウインドウモデル単体重量］

水中重量

約555g ［45°ビューファインダーモデル］
約520g ［ストレートビューファインダーモデル］
約435g ［ピックアップファインダー2モデル］
約435g ［ファインダーウインドウモデル］

（MRS60ポートⅡ、磁石リング・60セット、カメラ、
EF-S60mmレンズ、電池を含む）

耐圧水深 75m （全てのイノンポート使用時）

材質 耐腐食アルミ合金（ハウジングボディー本体）

色 チャコールグレー（テフロン-モリブデンコート）

付属品
X-2ファインダーユニット専用工具、メインO-Ring（交換予備）、
二重リング、光ファイバ固定ゴム （交換予備）、ダブル光Dコネ
クター取り付けネジ、ダブル光コネクター、イノングリス、六角
レンチ1.5㎜、六角レンチ2.5㎜、六角レンチ3㎜

【X-2 for EOS60D 主な仕様】
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ポートは、「EF-S60mm F2.8 マクロ USM」「EF100mm F2.8Lマクロ IS 

USM」などのマクロレンズ、広角ズームレンズ「EF8-15mm F4L フィッシュア

イ USM」ほか、多彩なレンズに対応。ドームポートを含め全てのポートレンズ

に光学レンズ（マルチコーティング済み）を使用。EOS 60Dの高画質をあます

ことなく生かせます。マクロレンズのフォーカス操作には、磁石の引き合う力を

利用して軽いトルクでレンズ筒部を回転させる、イノンの独自のMRS（マグネ

ティック・ロータリー・システム）ポートを採用。陸上フォーカスと同じフィーリ

ングでピント合わせが可能です。もちろん、「水中マイクロセミ魚眼リレーレンズ 

UFL-MR130 EFS60」にも対応し、虫の目レンズによる動画撮影も可能です。

超マクロからフィッシュアイまで対応するポートラインナップ

45°ビューファインダー
ストレートビューファインダー

ピックアップファインダー2 ファインダーウインドウ

X-2 for EOS60D FW
 （ファインダーウインドウ仕様）

￥243,500（+税）

X-2 for EOS60D PF2
 （ピックアップファインダー2仕様）

￥251,000（+税）

X-2 for EOS60D STVF
 （ストレートビューファインダー仕様）

￥275,000（+税）

X-2 for EOS60D FL
 （ファインダーレス仕様）

￥237,000（+税）

X-2 for EOS60D 45VF
 （45°ビューファインダー仕様）

￥286,000（+税）

ズを選択し、防水性を高めています。回転するダイヤル・レバー部には、ダブル

O-Ringを採用し、安定した回転と、高い防水性を維持します。

外部ストロボとの接続には、水漏れトラブルのない光Dコネクターを標準装備。

「L型光Dケーブル」を直接差し込むだけの簡単セッティングで、S-TTLオー

ト調光機能を搭載したZ-240/D-2000/S-2000ストロボが利用可能となりま

す。S-TTLオート調光の本来の高精度を発

揮させるには、内蔵フラッシュの閃光を効

率よく光ケーブルに伝達することが重要で

す。ハウジング内部のミラーが、カメラ内蔵

フラッシュ光を的確に光Dコネクターに導

き、安定したS-TTL調光を実現します。

機能の異なるファインダーユニットを4種類ラインナップ。ハウジング付属の専

用工具でユーザー自身がファインダーユニットを交換できるので、被写体や撮

影シーンに合わせてレンズを選ぶように、ファインダーも選べます。

S-TTLオートストロボシステムに完全対応

換装可能な4種類のファインダーをラインナップ
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キヤノン
EF8-15mm F4L
フィッシュアイ USM

ズームギア8-15
￥11,000（税込￥11,880）

EXT.リング18
￥14,000（税込￥15,120）

ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

ドームポート115
￥36,000（税込￥38,880）

＊9

＊9

キヤノン
EF20mm F2.8
USM

フォーカスギア20-100
￥9,500（税込￥10,260）

MF EXT.リングM
（操作リング無し）
￥14,000（税込￥15,120）

ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

MFワイドポート
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）

＊1

キヤノン
EF-S60mm F2.8
マクロ USM

磁石リング60セット
￥17,000（税込￥18,360）

MRS60ポートⅡ
￥34,000（税込￥36,720）

MRS60ポートⅡ
（操作リング無し）
￥22,000（税込￥23,760）

＊3

トキナー
AT-X 107 DX
フィッシュアイ（レンズフード無）

ズームギアAT-X107
￥9,500（税込￥10,260）

EXT.リングS
￥14,000（税込￥15,120）

ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

ドームポート115
￥36,000（税込￥38,880）

＊6

＊6

トキナー
AT-X 107 DX
フィッシュアイ

ズームギアAT-X107
￥9,500（税込￥10,260）

EXT.リングS
￥14,000（税込￥15,120）

ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

＊6

キヤノン
EF180mm F3.5L
マクロ USM

磁石リング
￥14,000（税込￥15,120）

EXT.リングM
￥14,000（税込￥15,120）

MRS100ポート
・タイプS
￥62,000（税込￥66,960）

キヤノン
EF15mm F2.8
フィッシュアイ

フォーカスギア15-50
￥9,500（税込￥10,260）

ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

キヤノン
EF-S18-55mm
F3.5-5.6 IS Ⅱ

ズームギア18-55Ⅱ
￥9,500（税込￥10,260）

MF標準ポートⅡ
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）

シグマ
10mm F2.8EX DC
FISＨEYE HSM

EXT.リングS
￥14,000（税込￥15,120）

ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

＊8

キヤノン
EF50mm F2.5
コンパクトマクロ

フォーカスギア15-50
￥9,500（税込￥10,260）

MF標準ポートⅡ
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）

X-2 for EOS60D
U/W Housing for Canon EOS 60D

LENS MAGNET RING/GEAR EXTENSION RING PORT

＊2

＊4

キヤノン
EF28mm F2.8

フォーカスギア15-50
￥9,500（税込￥10,260）

MFフラットポート
（操作リング無し）
￥22,000（税込￥23,760）＊1

キヤノン
EF24mm F2.8

キヤノン
EF35mm F2

オートフォーカスのみ

オートフォーカスのみ
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キヤノン
EF20-35mm
F3.5-5.6 ＵＳＭ

フォーカスギア
20-100
￥9,500（税込￥10,260）

MFワイドポート
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）＊1

＊5

キヤノン
EF100mm F2.8L
マクロ IS USM

磁石リング
￥14,000（税込￥15,120）

MRS100ポート
・タイプUⅢ
￥48,000（税込￥51,840）

MRS100ポート
・タイプUⅢ（操作リング無し）
￥36,000（税込￥38,880）

キヤノン
EF100mm F2.8
マクロ USM

磁石リング
￥14,000（税込￥15,120）

MRS100ポート
・タイプUⅡ
￥48,000（税込￥51,840）

＊1 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。
絞ってご使用下さい。

＊2 最短撮影距離が若干遠くなります。補正する為に、「キヤノン ク
ローズアップレンズ 500D/72ｍｍ」等、市販のクローズアップレ
ンズ/No.2をレンズ前面に取り付ける事をお勧めします。

＊3 オートフォーカス（AF）での撮影のみ可能です。マニュアルフォーカス
（MF）操作を行う場合には、別途「MRS操作磁石リング（60/60Ⅱ
/100UⅡ/100UⅢ/オリンパス50）」（￥12,000/税込￥12,960）、

および各レンズに対応する“磁石リング”が必要となります。
＊4 ズームワイド端時、絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可

能性があります。絞ってご使用下さい。
＊5 ズーム操作に対応します。マニュアルフォーカス（MF）操作を行う

事はできません。オートフォーカス（AF）での撮影のみ可能です。
＊6 ドームポートⅡまたはドームポート115の内側に「遮光スポンジ

D70」を貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の
写り込みを抑制します。ズーム機能を使うためのオプション「ズーム

ギアAT-X107」には、遮光スポンジD70相当品が付属しています。
＊7 USMではない、旧タイプのレンズです。
＊8 EXT.リングSの内側に「遮光スポンジ7㎜」を貼り付けてカメラ内

蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。
＊9 ドームポートⅡまたはドームポート115の内側に「遮光スポンジ

D80」を貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の
写り込みを抑制します。ズーム機能を使うためのオプション「ズー
ムギア8-15」には、遮光スポンジD80相当品が付属しています。

LENS MRS RING/GEAR EXTENSION RING PORT

磁石リング
￥14,000（税込￥15,120）

EXT.リングS
￥14,000（税込￥15,120）

MRS100ポート
・タイプUⅡ
￥48,000（税込￥51,840）

EXT.リングS
￥14,000（税込￥15,120）

MRS100ポート
・タイプUⅡ（操作リング無し）
￥36,000（税込￥38,880）

MRS100ポート
・タイプUⅡ（操作リング無し）
￥36,000（税込￥38,880）

キヤノン
EF22-55mm
F4-5.6 USM

ズームスギア
28-90USM
￥9,500（税込￥10,260）

MFワイドポート
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）

キヤノン
EF100mm F2.8
マクロ

磁石リング100Sセット
￥17,000（税込￥18,360）

MRS100ポート
・タイプS
￥62,000（税込￥66,960）＊7

【販売終了レンズ】

キヤノン
EF28-80mm
F3.5-5.6 Ⅱ USM

キヤノン
EF28-80mm
F3.5-5.6 Ⅳ USM

キヤノン
EF28-80mm
F3.5-5.6 Ⅴ USM

キヤノン
EF28-90mm
F4-5.6 USM

キヤノン
EF35-80mm
F4-5.6 USM

キヤノン
EF28-80mm
F3.5-5.6 Ⅲ USM

ズームスギア
28-90USM
￥9,500（税込￥10,260）

MF標準ポートⅡ
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）

キヤノン
EF-S18-55mm
F3.5-5.6 Ⅱ USM

ズームギア18-55Ⅱ
￥9,500（税込￥10,260）

MF標準ポートⅡ
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）＊4

キヤノン
EF-S18-55mm
F3.5-5.6 IS ＊4

＊3オートフォーカスのみ

＊3オートフォーカスのみ

＊3オートフォーカスのみ
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水中でのスムーズな撮影を実現するために、過度な小型化を求めず、握りやす

く、グラブをしたままでも素早く操作できるハウジングサイズに設計しました。

軽い力でもハウジング本体をしっかりホールドできるよう、右手の各指が自然

に掛かるグリップ一体型のボディに

なっています。背面の液晶モニター

を見ながら撮影するダイバーの姿

勢や手の位置に合わせ、シャッター

レバーの位置や角度を最適化。人

差し指が滑らかに動き、シャッター

レバーを押す際の手ブレを抑制し

ます。

各ボタンとダイヤルは、ハウジングをホールドしている右手を持ち直したりする

ことなく、瞬時に操作できるようレイアウト。余裕サイズの「液晶モニター窓」

は、カメラ本体の背面に配置された

ボタン類を視認しやすく、水中でも

陸上と同じ感覚で、直感的に操作

が可能です。

ハウジングのボディは、軽量かつ堅牢な耐腐食性アルミニウム合金を採用。過

酷な水中環境に耐える信頼性と耐久性、高水圧下においても変わらぬ操作性

を実現しています。フロントボディは超精密鋳造、リアボディはアルミブロッ

クからの削り出しに

よって 製 造。 製 造

方法を分けることで、

「形状」「水中重量」

「強度」をバランスよ

く設計しています。

ボタンやダイヤル・レバーは、アルミニウム合金製のハウジングボディに直接

取り付けるのではなく、真ちゅう製の軸受けを介して取り付けています。ボタン

の摺動、ダイヤル・レバーの回転によって、ハウジング本体のアルミニウム合

金が摩耗し、防水性を損なうことがありません。万が一、軸受けなどが摩耗し

ても、最小限のパーツ交換でリフレッシュできます。ボタンやダイヤル・レバー

の防水には、ハウジングボディ合わ

せ面と同じ含油タイプのイノン黄色

O-Ringを使用し、グリス切れによる

浸水を抑制します。さらに、太めの

サイズを選択し、防水性を高めてい

ます。回転するダイヤル部には、ダ

ブルO-Ringを採用し、安定した回

転と、高い防水性を維持します。

パナソニックのミラーレス一眼カメラ「LUMIX GF2」専
用の水中ハウジング。手軽さと高機能を両立するGF2
の優位性を、水中でもそのまま発揮できるハウジング
に仕上げました。レンズ交換式カメラならではの、高品
質で表現豊かな写真やムービーを撮影できます。

小さな本格派。

X-2 for GF2
U/W Housing for Panasonic LUMIX GF2

堅牢な耐腐食性アルミ合金ボディ 高いホールド性を実現したボディデザイン

水中であることを感じさせない操作系レイアウト

実績と信頼の防水設計

＊ 水中撮影で使用頻度がほとんど無い「iAボ
タン」「タッチパネル」は操作できない仕様に
なっています。「後ダイヤル」は、【回す】操作
のみで、【押す】操作はできません。「後ダイヤ
ル」の【押す】操作によって変更できる設定項
目のほとんどは、「Q.MENUボタン」と「カーソ
ルボタン（上下左右）」にて設定できます。

パナソニック LUMIX GF2 水中ハウジング

X-2 for GF2

寸法 W180（186）㎜ ×H153（162）㎜ ×D92（95）㎜
（　）内は突起を含む

陸上重量 約1,340g

水中重量 約287g 
（パンケーキポート、カメラ、14mm/F2.5レンズ、電池を含む）

耐圧水深 75m （全てのイノンポート使用時）

材質 耐腐食アルミ合金（ハウジングボディー本体）

色 ホワイト、ブラック

付属品
メインO-Ring（交換用予備）、
光ファイバ固定ゴム （交換用予備）、イノングリス、
六角レンチ2.5㎜、六角レンチ3㎜、六角レンチ5㎜

【X-2 for GF2 主な仕様】

X-2 for GF2 WT
￥186,000（税込￥200,880）
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カメラは、三脚ネジと左右のストラップフックの3ヶ所で、精度よく固定されま

す。カメラの正面や側面がハウジングに接触しないため、水圧によってカメラ

の一部が押されて誤作動するようなことはありません。また、ドレスアップ用の

張り革キットや厚手の液晶モニターカバーなどを付けた状態でも、そのままハ

ウジングに入れられます。カメラとハウジングの間には、指が入るよう十分なス

ペースを確保。片手でカメラをつかんで、容易に引き抜くことが可能です。さら

に、このスペースが浮力を増大し、ハウ

ジングの水中重量を軽減しています。カ

メラの内蔵フラッシュは、ハウジング側

のレバー操作で完全に閉めることができ

るため、カメラを抜き出すときに、内蔵フ

ラッシュが損傷することを避けられます。

外部ストロボとの接続には、水漏れトラブルがない光Dコネクターを標準装備。

構図を決めシャッターを押すだけで適正露出になる、S-TTLオートストロボを

4灯接続できます。大光量の多灯撮影時にも発光量調節はストロボに任せ、撮

影に集中できます。S-TTLオート調光の高精度を発揮させるには、内蔵フラッ

シュの閃光を効率よく光ケーブルに伝達することが重要です。ハウジング内部

のガイドレールが、ポップアップしたカメ

ラ内蔵フラッシュを常に適切な位置に固

定し、カメラ内蔵フラッシュ光を的確に

光Dコネクターに導くことで、安定した

S-TTL調光を実現します。

超マクロからフィッシュアイまで対応するポートラインナップ

X-2 for GF2 BK
￥186,000（税込￥200,880）

ポートは、パナソニックの「45mm/F2.8 マクロ」「14mm/F2.5 パンケーキ」

「20mm/F1.7 パンケーキ」「14-42mm/F3.5-5.6 ズーム」「14-45mm/

F3.5-5.6 ズーム」「7-14mm/F4.0 ズーム」「8mm/F3.5 フィッシュアイ」に

加え、3D写真撮影が可能な「12.5mm/F12」のレンズに対応。ドームポート

を含め全てのポートレンズに光学レンズ（マルチコーティング済み）を使用し、

LUMIX/LEICAレンズの描写力をあますことなく生かせます。さらに、オリンパ

スの「14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R ズーム」レンズにも対応し、M67シリーズの

クローズアップレンズや、ワイドコンバージョンレンズ「UWL-H100 28M67 

Type2」、水中マイクロ魚眼レンズ「UFL-M150 ZM80」をポート先端に装着

すれば、レンズ1本でオールマイティーに撮影できます。 マクロレンズのフォー

カス操作に加え、ズームレンズのズーム操作にも、磁石の引き合う力を利用し

て軽いトルクでレンズ筒部を回転させる、イノンの独自のMRS（マグネティッ

ク・ロータリー・システム）ポートを採用。陸上と同じ使用感で、スムーズにレン

ズ操作が可能です。パナソニックの「45mm/F2.8 マクロ」「14-42mm/F3.5-

5.6 ズーム」「14-45mm/F3.5-5.6 ズーム」「7-14mm/F4 ズーム」、オリン

パ ス の「14-42mm F3.5-

5.6 Ⅱ R ズーム」用のポー

トは、ベースポートとフロン

トポートに2分割し、ベース

ポート部を共通化。フロン

トポートを買い足すだけで、

リーズナブルに複数のレン

ズを使用できます。

カメラの出し入れがしやすい余裕の内部スペース

S-TTLオートストロボシステムに完全対応

万一の浸水を、赤色LEDとブザー音で知らせ
るリークセンサーを増設します。

リークセンサー取付改造
出荷時改造 ￥6,000（税込￥6,480）
通常改造 ￥12,500（税込￥13,500）

オプション

X-2 for GF2/X-2 for GF1ハウジングに対応した、レンズ
付きの液晶モニターフード。背後からの余分な光や写り込み
をカットし、液晶モニターの視認性をアップします。ハウジン
グへの固定は、専用の金具を使用し、容易に着脱可能です。

レンズ付液晶モニターフードX-2
￥11,000（税込￥11,880）
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EXT.リング36
￥14,000（税込￥15,120）

ズーム操作

ズーム操作

ズーム操作

ズーム操作

フォーカス操作

オートフォーカスのみ

オートフォーカスのみ

オートフォーカスのみ

オートフォーカスのみ

オートフォーカスのみ

X-2 for GF2
U/W Housing for Panasonic LUMIX GF2

LENS MAGNET RING PORT

＊4

ポートアクセサリー

ポート（フロントポートを除く）およびEXT.リング用の
リアキャップです。持ち運び時や保管時に、ポートの
O-Ringを保護します。気圧の下がる航空機での輸送を
考慮して、空気が抜ける構造になっています。

MFリアポートキャップ
￥4,700（税込￥5,076）

取り付けネジ径の小さなフロントポート用のリアキャップ
です。持ち運び時や保管時に､ ポートのO-Ringを保護し
ます。気圧の下がる航空機での輸送を考慮して、空気が
抜ける構造になっています。

フロントポートリアキャップ
￥4,500（税込￥4,860）

ハウジングのポート取り付け部用のキャプです。ポートの
O-Ringが接触する防水面を保護します。気圧の下がる
航空機での輸送を考慮して、空気が抜ける構造になって
います。

ボディキャップ
￥4,700（税込￥5,076）

MRS操作磁石リング
（60/60Ⅱ/100UⅡ/
100UⅢ/オリンパス50）
￥12,000（税込￥12,960）

+

遮光リング46
￥1,000（税込￥1,080）

パナソニック LUMIX G
FISHEYE 8mm/F3.5

パナソニック LUMIX G
20mm/F1.7 ASPH.

パナソニック LUMIX G
14mm/F2.5 ASPH.

パナソニック LEICA DG 
MACRO-ELEMARIT 45mm/F2.8
ASPH./MEGA O.I.S.

パナソニック LUMIX G VARIO
14-45mm/F3.5-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.

パナソニック LUMIX G VARIO
14-42mm/F3.5-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.

オリンパス M.ZUIKO DIGITAL
14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ R

パナソニック LUMIX G
12.5mm/F12

磁石リングMZ14-42セット
￥17,700（税込￥19,116）

MRSマグネット固定環MZ14-42 ￥3,700（税込￥3,996）
磁石リング ￥14,000（税込￥15,120）のセット

磁石リングG14-45セット
￥17,700（税込￥19,116）

MRSマグネット固定環G14-45 ￥3,700（税込￥3,996）
磁石リング ￥14,000（税込￥15,120）のセット

磁石リングG7-14セット
￥17,700（税込￥19,116）

MRSマグネット固定環G7-14 ￥3,700（税込￥3,996）
磁石リング ￥14,000（税込￥15,120）のセット

磁石リングG14-42セット
￥17,700（税込￥19,116）

MRSマグネット固定環G14-42 ￥3,700（税込￥3,996）
磁石リング ￥14,000（税込￥15,120）のセット

磁石リングDG45セット
￥17,700（税込￥19,116）

MRSマグネット固定環DG45 ￥3,700（税込￥3,996）
磁石リング ￥14,000（税込￥15,120）のセット

遮光スポンジD60
￥1,200（税込￥1,296）

＊1

MRSベースポート
￥27,000（税込￥29,160）

MRSベースポート
（操作リング無し）
￥22,000（税込￥23,760）

＊3

パナソニック LUMIX G VARIO
7-14mm/F4.0 ASPH. ＊2
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ドームポートⅡ
・プロテクターⅡセット
￥63,000（税込￥68,040）

フロントポート
フラット5
￥22,000（税込￥23,760）

フロントポートワイド
￥28,000（税込￥30,240）

フロントポート
ドーム115
￥35,000（税込￥38,880）

フロントポートマクロ
￥22,000（税込￥23,760）

パンケーキポート
￥20,000（税込￥21,600）

ドームポート115
￥36,000（税込￥38,880）

＊1

＊1 ドームポートⅡの内側に「遮光スポンジD60」を貼り付けてカメラ内蔵フラッ
シュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。「ドームポート115」に
は、「遮光スポンジD60」が付属します。

＊2 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用
下さい。

＊3 別途「MRS操作磁石リング（60/60Ⅱ/100UⅡ/100UⅢ/オリンパス50）」
（￥12,000/税込 ￥12,960）を追加する事で、「MRSベースポート」相当に
アップグレードも可能です。

＊4 レンズの先端に「遮光リング46」（￥1,000/税込￥1,080）を取り付けてカメ
ラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。

＊5 「M27-M67マウント変換リング for UFL-M150 ZM80」（￥3,500/税込
￥3,780）が必要となります。

＊6 水中使用時でも、ズームワイド端では、画像四隅がケラレます。ケラレをク
ロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。

＊7 陸上使用時、および水中使用時のズームワイド端からズーム中間域では、画
面四隅がケラレます。ケラレがなくなるまでテレ側にズームしてご使用下さい。

PORT ATTACHMENT LENS

ドームポートⅡ・プロテクターⅡセット用のカバーです。クッ
ション性のあるネオプレーンゴム製の生地が、レンズ面
を保護します｡

ドームポートカバー
￥3,000（税込￥3,240）

ドームポート115およびフロントポートドーム115
のレンズ面を保護する、ネオプレーンゴム製のカ
バーです｡

ドームレンズユニットカバー
￥3,000（税込￥3,240）

M67ネジマウントを有するポートやクローズアップレン
ズのレンズ面を保護する、プラスチック製のキャップで
す。大きめのつまみで着脱が容易です。
■対応ポート：MRS60ポートⅡ、MRS100ポート・タイ
プUⅢ、MRS100ポート・タイプUⅡ、フロントポートフ
ラット5、フロントポートマクロ、パンケーキポート

スナップオンレンズキャップM67
￥500（税込￥540）

M67アダプター
forフロントポートワイド
￥6,800（税込￥7,344）

ドームレンズユニットⅡ
for UWL-H100
￥32,600（税込￥35,208）

＊6

クローズアップレンズ
UCL-165M67
￥13,000（税込￥14,040）

クローズアップレンズ
UCL-330
￥13,000（税込￥14,040）

水中マイクロ魚眼レンズ
UFL-M150 ZM80
￥23,000（税込￥24,840）

ワイドコンバージョンレンズ
UWL-H100 28M67 Type2
￥38,000（税込￥41,040）

＊7

＊5

＊7
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ハウジングアクセサリー

アクセサリーシューを有していないX-2シリーズハウジングの上
部に、ミニサイズのアームベース「シューベース」（￥3,500/税
込￥3,780）を取り付けるためのアダプターです。「Zジョイント」

（￥1,500/税込￥1,620）やライトホルダー類を組み合わせ
て､ Z-240/D-2000/S-2000ストロボや､ LEシリーズLED
ライトをコンパクトに取り付けることが可能となります｡
■重量：10g（陸上）/ 約6g（水中）
■対応ハウジング：X-2 for EOS60D、X-2 for GF2

シューベースアダプターX-2
￥2,200（税込￥2,376）

マイクロフォーサーズ規格などのデジタル一眼カメラ用、中型
ハウジングに対応する、アーム機能を兼ね備えたベースです。
ハウジングは、2本のカメラ固定ネジで確実に固定できます。上
端には、「Zジョイント」（￥1,500/税込￥1,620）を介してス
トロボを直接接続できるほか、イノンの豊富なアームシステム
製品を接続してストロボ/ライトを展開できます。「Dホルダー」

（￥4,000/税込￥4,320）を増設して、ストロボを左右に取り
付けた多灯構成も簡単です。
■重量：260g（陸上）/ 約150g（水中）
■対応ハウジング：X-2 for GF2

グリップベースM1
￥12,000（税込￥12,960）

一眼レフカメラ用ハウジングなどに、ストロボを取り付けるアー
ム類を展開するためのベースです。ハウジングは、２本のカ
メラ固定ネジで確実に固定できます。クッション材でカバーし
た右手側のホルダー部は、ハウジングを直接握る右手の甲を
ホールドします。左手側のグリップ部は、握ったままでX-2 for 
EOS60Dハウジングのフォーカス/ズームノブを操作できます。
ホルダー部とグリップ部は、ハウジングや手の大きさに合わせて
幅の調節が可能です。
■重量：410g（陸上）/ 約196g（水面下）
■対応ハウジング：X-2 for EOS60D、X-2 for GF2

ホルダーⅡグリップセット
￥23,700（税込￥25,596）

キヤノンのAPS-Cサイズ用レンズ「EF-S60mm 
F2.8 マクロ USM」専用に光学設計された、水
中専用の極小セミ魚眼コンバージョンレンズで
す。対応するポート「MRS60ポートⅡ」の前面ガ
ラスと交換して使用します。水中画角は約130°、
対物側レンズ径が約24㎜と小型で、レンズ前0㎝
からピント合わせができるため、小さな被写体を
画面いっぱいに収めながら背景も写し込む、いわ
ゆる「虫の目レンズ」撮影が可能となります。
■対応ハウジング：X-2 for EOS60D

水中マイクロセミ魚眼リレーレンズ
UFL-MR130 EFS60
￥89,000（税込￥96,120）

撮影データ
レンズ：水中マイクロセミ魚眼リレーレンズUFL-MR130 EFS60
■ ハウジング：X-2 for EOS50D/40D、MRS60ポートⅡ
■ カメラ：Canon EOS 50D、EF-S60mm Macro
■ ストロボ：Z-240×2灯
■ F20、1/40sec、ISO400
■ 被写体：ギンガハゼ
■ 撮影地：タイ、Koh Tao
 ©増子 均

対応レンズ Canon EF-S60mm F2.8 マクロ USM
対応ポート MRS60ポートⅡ
外径/全長 Ф63.5㎜ / 312㎜
重量 （陸上） 500g
実用耐水深 75m
本体材質/表面処理 耐食アルミ合金/硬質黒アルマイト/内面無反射塗装
硝材/表面処理 光学ガラス/両面コーティング
レンズ構成 11群14枚
最大入射画角 130.172°


