
水中ハウジングカタログ
U/W HOUSING
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キヤノン「EOS 70D」は、CMOSセンサー上の一つ一つの画素を独立した2つ

のフォトダイオードで構成する、革新的なAF技術「デュアルピクセルCMOS 

AF」を搭載。ライブビュー／動画撮影時も、素早いピント合わせと、ビデオカメ

ラのように自動でピントを合わせ続ける高い追従性を可能とした、動画に強い

一眼レフカメラです。この「EOS 70D」専用に開発された「X-2 for EOS70D」

ハウジングは、プロカメラマンも開発に参画し、『Fast and Smooth』をコンセ

プトに開発しました。 ハウジングのボタンやレバーを、カメラ本体のレイアウト

にできるだけ近づけることで、水中で素早くスムーズに操作できるデザインを追

求。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、ハウジングと一緒に使う水中撮影機材を総合的に自社展開

し、快速・快適な撮影をサポートする、水中カメラシステムを提供します。

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を可能とし、扱い

やすさを追求したデザインと、水中撮影で重要視されている軽量化に大きく貢

献しています。さらに、堅牢なアル

ミニウム製ボディは、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、陸上でカメラを操作するのと同じ

感覚で、水中でもスムーズに操作できるよう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。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できるように、ハウジング本体を握ったまま前後の

ダイヤルに指が届くようレイアウ

ト。水中撮影を行う上で必要とさ

れる、キヤノンEOS 70Dの操作

系を網羅しているだけでなく＊1、

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

摺動やダイヤル・レバーの回転によって、ハウジングボディが摩耗し、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・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。

シャッターチャンスを逃がさない操作系レイアウト

＊1  「測距エリア選択モード切り換え
ボタン」、「マルチコントローラー」、

「サブ電子ロックスイッチ」は操
作できない仕様になっています。

寸法 W210㎜ ×H174㎜ ×D124㎜（ファインダーを含まず）

陸上重量
約2,059g ［45°ビューファインダーモデル単体重量］
約1,999g ［ストレートビューファインダーモデル単体重量］
約1,756g ［ピックアップファインダー2モデル単体重量］
約1,749g ［ファインダーウインドウモデル単体重量］

水中重量

約569g ［45°ビューファインダーモデル］
約539g ［ストレートビューファインダーモデル］
約459g ［ピックアップファインダー2モデル］
約452g ［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 F2.8 マクロ USM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）

色 チャコールグレー（テフロン-モリブデンコート）

付属品
ファインダーユニット固定ネジ環、X-2ファインダーユニット専
用工具、メインOリング（交換用予備）、イノングリス、光ファ
イバ固定ゴム （交換用予備）、六角レンチ1.5㎜、六角レンチ
2.5㎜、六角レンチ3㎜

【X-2 for EOS70D 主な仕様】

キヤノンのデジタル一眼レフカメラ「EOS 70D」専用の

水中ハウジング。『Fast and Smooth』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。かけがえのない瞬間を記録するために、

撮影することに集中できるハウジングです。

キヤノン EOS 70D 水中ハウジング

X-2 for EOS70D

一瞬を逃さない水中カメラシステム

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

X-2 for EOS70D
U/W Housing for Canon EOS 70D
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ハウジングボディは、腐食性や耐摩耗性に優れた特殊な塗装でコーティング。

さらに、ハウジング底面には、亜鉛製の腐食抑制ユニットを装着。亜鉛が先に

海水中に溶け出すことにより、アルミニウム製ボディの電解腐食を抑制します。

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、フィッシュアイズームレンズ「EF8-15mm F4L 

フィッシュアイ USM」、動画撮影強い「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM」

「EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM」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

用し、EOS 70D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、水中

虫の目レンズによる動画撮影も可能です。

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。

あらゆるニーズに対応できるよう、機能の異なるファインダーユニット4種類を

ラインナップ。被写体や撮影シーンに合わせてレンズを選ぶように、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ます。

ハウジング内への水の浸入を検出し、警

報で知らせてくれる、リークセンサー回

路を標準装備。万が一浸水した場合に

は、ハウジング頂部にある赤色LEDが

点滅し、同時にブザー音が鳴ります。

【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 EOS70D FW
 （ファインダーウインドウ仕様）

￥243,500（税込￥262,980）

X-2 for EOS70D PF2
 （ピックアップファインダー2仕様）

￥251,000（税込￥271,080）

X-2 for EOS70D STVF
 （ストレートビューファインダー仕様）
￥275,000（税込￥297,000）

X-2 for EOS70D FL
 （ファインダーレス仕様）

￥237,000（税込￥255,960）

X-2 for EOS70D 45VF
 （45°ビューファインダー仕様）

￥286,000（税込￥308,880）

赤色LED＆ブザーで知らせるリークセンサー

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

超マクロからフィッシュアイ、水中マイクロセミ魚眼リレーレンズ対応

海水からハウジングを守るタフ塗装と腐食抑制ユニット

Fast and Smooth
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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 ＊2

キヤノン
EF16-35mm F2.8L
Ⅱ USM

ズームギア8-15
￥11,000（税込￥11,880）

EXT.リングM
￥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）

EXT.リング36
￥14,000（税込￥15,120）

＊4

キヤノン
EFS10-18mm
F4.5-5.6 IS STM

ズームギア
EFS10-18STM
￥12,700（税込￥13,716）

EXT.リング36
￥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）

＊7

＊7

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）

＊6オートフォーカスのみ

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）

＊5

＊5

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）

＊5

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）

＊7

＊7

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）

＊4

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）

キヤノン
EF-S18-55mm
F3.5-5.6 IS STM

ズームギア
EFS18-55STM
￥11,000（税込￥11,880）

MF標準ポートⅡ
（操作リング無し）
￥23,000（税込￥24,840）

＊4

＊4

LENS MRS RING/GEAR EXTENSION RING PORT

X-2 for EOS70D
U/W Housing for Canon EOS 70D
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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
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）

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）

＊3オートフォーカスのみ

＊3オートフォーカスのみ

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オートフォーカスのみ

＊ 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ことをお勧めします。

＊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/50 forオリンパス）」（￥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 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。

＊6 EXT.リングSの内側に「遮光スポンジ7mm」（￥800/税込￥864）

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。

＊7 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」および「ズームギアEFS10-18STM」には、遮光スポ
ンジD80相当品が付属しています。

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
中専用の極細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 EOS70D

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°（水中）

【販売終了したレンズの対応状況はホームページ（http://www.inon.co.jp）でご確認ください。】

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）

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

＊3オートフォーカスのみ

■ ハウジング：X-2 for EOS50D/40D、MRS60ポートⅡ
■ カメラ：Canon EOS 50D、EF-S60mm F2.8 マクロ USM
■ 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　
■ 撮影者：増子 均

レンズ：水中マイクロセミ魚眼リレーレンズUFL-MR130 EFS60

LENS MRS RING/GEAR EXTENSION RING PORT

Fast and Smooth
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キヤノン「EOS 6D」は、高画質で描写できる35㎜フルサイズCMOSセンサー

を小型・軽量ボディー搭載し、フルサイズの魅力と機動力を両立したデジタル

一眼レフカメラです。「X-2 for EOS6D」ハウジングは、『Professional and 

Lightweight』をコンセプトに、プロが求める高画質、水中での高い機動力、優

れたコストパフォーマンスを、小型・軽量ハウジングに凝縮しました。ハウジン

グのボタンやレバーを、カメラ本体のレイアウトにできるだけ近づけることで、

水中で迷うことなく素早く操作でき、決定的な瞬間を逃しません。さらに、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、ハ

ウジングと一緒に使う水中撮影機材を総合的に自社展開し、プロフェッショナ

ルな撮影をサポートする、水中カメラシステムを提供します。

カメラ側ホットシューからのシンクロ電気信号を、光信号に変換する、光フラッ

シュトリガー回路を内蔵。光Dコネク

ター直下の、LEDランプが発光し、外部

ストロボを発光させることができます＊1。

外部ストロボとの接続には、水漏れトラ

ブルのない「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、スト

ロボ撮影が可能となります。

あらゆるニーズに対応できるよう、機能の異なるファインダーユニット4種類を

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

トを交換し、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。

ハウジング内への水の浸入を検出し、警

報で知らせてくれる、リークセンサー回

路を標準装備。万が一浸水した場合に

は、ハウジング頂部にある赤色LEDが

点滅し、同時にブザー音が鳴ります。

ハウジングボディは、腐食性や耐摩耗性に優れた特殊な塗装でコーティング。

さらに、ハウジング底面には、亜鉛製の腐食抑制ユニットを装着。亜鉛が先に

海水中に溶け出すことにより、アルミニウム製ボディの電解腐食を抑制します。

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。薄肉でかつ複雑な形状を可能とし、扱いやすさを追求したデザインと、水中

撮影で重要な軽量化に大きく貢献して

います。さらに、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、陸上でカメラを操作するのと同じ

感覚で、水中でもスムーズに操作できるよう様々な工夫がなされています。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。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

寸法 W210㎜ ×H174㎜ ×D124㎜（ファインダーを含まず）

陸上重量
約2,047g ［45°ビューファインダーモデル単体重量］
約1,987g ［ストレートビューファインダーモデル単体重量］
約1,744g ［ピックアップファインダー3モデル単体重量］
約1,737g ［ファインダーウインドウモデル単体重量］

水中重量

約591g ［45°ビューファインダーモデル］
約561g ［ストレートビューファインダーモデル］
約481g ［ピックアップファインダー3モデル］
約474g ［ファインダーウインドウモデル］

（MRS100ポート・タイプUⅢ、磁石リング、カメラ、
EF100mm F2.8L マクロ IS USM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）

色 チャコールグレー（テフロン-モリブデンコート）

付属品
ファインダーユニット固定ネジ環、X-2ファインダーユニット専用工
具、メインOリング（交換用予備）、イノングリス、ホットシューコネ
クター固定マジックテープ（交換用予備）、光ファイバ固定ゴム （交
換用予備）、六角レンチ1.5㎜、六角レンチ2.5㎜、六角レンチ3㎜

【X-2 for EOS6D 主な仕様】

キヤノンのデジタル一眼レフカメラ「EOS 6D」専用の水

中ハウジング。『Professional and Lightweight』を

コンセプトに、フルサイズの高画質を小型軽量ボディハウ

ジングに納めましました。プロ基準を満たす、描写力と機

動力を求める現場で活躍します。

キヤノン EOS 6D 水中ハウジング

X-2 for EOS6D

決定的瞬間を逃がさない操作系レイアウト

一瞬を逃さない水中カメラシステム

光フラッシュトリガー（マニュアル）搭載

換装可能な4種類のファインダーをラインナップ

軽量・コンパクトな超精密鋳造アルミボディ

海水からハウジングを守るタフ塗装と腐食抑制ユニット

赤色LED＆ブザーで知らせるリークセンサー

X-2 for EOS6D
U/W Housing for Canon EOS 6D
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ドの変更ができるよう、ハウジング本体を握ったまま前後のダイヤルに指が届く

ようレイアウト。水中撮影を行う上で、必要とされるキヤノンEOS 6Dの操作系

を網羅しているだけでなく＊５、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・レバーの回転が、アルミニウムボディを摩耗させ、防水性を損

なうことがありません。ボタンやダイヤル・レバーの防水には、含油タイプのイノ

ン黄色O-Ringを使用し、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。

ポートは、「EF100mm F2.8Lマクロ IS USM」などのマクロレンズ、対角魚眼

と全周魚眼に対応した「EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM」、超広角ズー

ムレンズ「EF16-35mm F2.8L Ⅱ 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

用し、EOS 6D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。

＊1　 光フラッシュトリガーは、カメラのホット
シューからのストロボ発光開始の電気信号
を、LEDランプの発 光1回に変 換します。
TTLオート調光やプレ発光には対応していま
せん。対応する外部ストロボの調光方式は、

「外部オート」と「マニュアル」になります｡ イ
ノンZ-240、D-2000シリーズ、S-2000ス
トロボを使用する場合は、アドバンスキャン
セル回路をOFF（Z-240：スイッチを押し込
む、D-2000/S-2000：磁石を入れる）にし、
プレ発光無しの1回発光に対応した設定にし
てください。

＊2　 ファインダー内表示の四隅がわずかに暗くな
る場合があります。

＊3　 元々APS-Cサイズの撮像素子を持つデジタ
ル一眼レフカメラをベースに開発しているた
め、35㎜フルサイズの撮像素子を持つデジ
タル一眼レフカメラでは、ファインダー像の

上端中央部に見えない部分が発生し、左端
または右端のいずれかがわずかに隠れてし
まう場合があります。

＊4　 EOS 6Dのファインダー部の形状が異な
るため、「X-2 for EOS30D」以 前のモデ
ルに対応した旧製品「ピックアップファイン
ダーユニット for X-2」、および「X-2 for 
EOS70D」以前のモデルに対応した「ピック
アップファインダーユニット2 for X-2」をそ
のまま使用することはできません。カメラ本
体側ファインダーに取り付ける「ピックアップ
ファインダーユニット3本体（カメラモジュー
ル側）」（￥4,700/税込￥5,076）の交換で、

「ピックアップファインダーユニット3 for 
X-2」相当品にアップグレード可能です。

＊5　 「クイック設定ボタン」、「マルチコントロー
ラー」、「マルチ電子ロックスイッチ」は操作で
きない仕様になっています。

X-2 for EOS6D FW
 （ファインダーウインドウ仕様）

￥249,500（税込￥269,460）

X-2 for EOS6D PF3
 （ピックアップファインダー3仕様）

￥257,000（税込￥277,560）

X-2 for EOS6D STVF
 （ストレートビューファインダー仕様）
￥281,000（税込￥303,480）

X-2 for EOS6D FL
 （ファインダーレス仕様）

￥243,000（税込￥262,440）

X-2 for EOS6D 45VF
 （45°ビューファインダー仕様）

￥292,000（税込￥315,360）

【45°ビューファインダー＊２】 【ストレートビューファインダー＊３】 【ピックアップファインダー3＊４】 【ファインダーウインドウ】

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

実績と信頼の防水設計

Professional and Lightweight
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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

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 ＊7

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）

＊5

＊5

＊1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）

＊2

キヤノン
EF16-35mm F2.8L
Ⅱ USM

ズームギア8-15
￥11,000（税込￥11,880）

EXT.リングM
￥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）

EXT.リング36
￥14,000（税込￥15,120）

＊4

ポートおよび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）

MRS60ポートⅡ、MRS100ポート・タイプUⅡ、MRS100
ポート・タイプUⅢに取り付け可能なポートアーム。Zアダプ
ターⅡ、Zジョイント、マルチダイレクトベースⅡa、シングルラ
イトホルダー等が取り付け可能。

ポートアーム for MRS
￥4,300（税込￥4,644）

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）

LENS MRS RING/GEAR EXTENSION RING PORT

PORT ACCESSORY
ポートアクセサリー

X-2 for EOS6D
U/W Housing for Canon EOS 6D
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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）

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

＊3オートフォーカスのみ

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）

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）

＊3オートフォーカスのみ

＊3オートフォーカスのみ

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）

＊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ことをお勧めします。

＊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/50 forオリンパス）」（￥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 ワイド端（8mm）の全周魚眼で撮影する場合、ドームポートからプ

ロテクターを外してください。
＊6 メーカー推奨外の使い方です。元々はAPS-Cフォーマット用のレンズ

ですので、ワイド端ではイメージサークルが足らず、大きくケラレます。
ケラレがなくなる14.5mm -17mmまでズームしてご使用ください。

＊7 ワイド端で、独特のフード影は出ませんが、画像周辺にまるく影が
映ります。

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）

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U
Ⅲ、MRS100ポート・タイプUⅡ

スナップオンレンズキャップM67
￥500（税込￥540）

【販売終了したレンズの対応状況はホームページ（http://www.inon.co.jp）でご確認ください。】

LENS MRS RING/GEAR EXTENSION RING PORT

Professional and Lightweight
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■対応ハウジング：X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D

45°ビューファインダーユニット for X-2
￥49,000（税込￥52,920）

■対応ハウジング：X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D

ストレートビューファインダーユニット for X-2
￥38,000（税込￥41,040）

■対応ハウジング：X-2 for EOS70D

ピックアップファインダーユニット2 for X-2
￥14,000（税込￥15,120）

■対応ハウジング：X-2 for EOS6D

ピックアップファインダーユニット3 for X-2
￥14,000（税込￥15,120）

■対応ハウジング：X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D

ファインダーウィンドウユニット for X-2
￥6,500（税込￥7,020）

「ホルダーⅡグリップセット」の上端や、X-2ハウジングの両肩
部に、アームボール部を増設するためのベースアダプター。
クランプを介してアーム類を接続し、ストロボやライトなどを
展開します。アルミ合金製で、クランプを軽く締めるだけで、
重量のあるライトや長いアームもしっかりと固定できます。
■重量：33g（陸上）/ 約20g（水中）

マルチダイレクトベースⅡa
￥3,200（税込￥3,456）

X-2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。「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LEDライトを、コンパクトにセットできます。
■重量：10g（陸上）/ 約6g（水中）
■対応ハウジング：X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D

シューベースアダプターX-2
￥2,200（税込￥2,376）

ハウジングを握る右 手 の 甲をホー ルドする「 ホルダ ーⅡ」
（￥7,000/税込￥7,560）を、ハウジングに直接取り付けるた
めのスペーサー。左手側グリップが必要ない撮影セット構成の
場合、重量軽減に有効です。ホルダーⅡの上には、イノンアーム
システムを接続できます。
■重量：159g（陸上）/ 約13g（水面下）＊ホルダーⅡを含む
■対応ハウジング：X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D

X-2ホルダーⅡスペーサー
￥3,200（税込￥3,456）

ストロボ等を取り付けるアーム類を展開するためのベース。クッ
ション材でカバーしたホルダーⅡは、ハウジングを直接握る右手
の甲をホールド。左手側のグリップは、握ったままでハウジング
のフォーカス/ズームノブを操作できます。ホルダーⅡとグリップ
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 EOS70D、X-2 for EOS6D

ホルダーⅡグリップセット
￥23,700（税込￥25,596）

マルチダイレクトベースⅡaよりも39㎜ボール部を高くした
ベースアダプター。ホルダーⅡグリップセットの、右手側ホル
ダーⅡに「マルチダイレクトベースⅡa」を取り付け、左手側グ
リップに「マルチダイレクトベースⅡ・ロング」を取り付けると、
左右のボールが同じ高さになります。
■重量：46g（陸上）/ 約28g（水中）

マルチダイレクトベースⅡ・ロング
￥4,200（税込￥4,536）
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