ATTACHMENT LENS
アタッチメントレンズ & マウントベ ースカタログ
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ATTACHMENT LENS LINEUP

アタッチメントレンズラインナップ

フィッシュアイから超マクロまで、豊富なラインナップを誇るイノンのアタッチメントレンズ。
コンパクトデジタルカメラの撮影領域を拡大し、あらゆる撮影意図に応えます。

広角撮影
広い画角を生かして、大型の魚や群れ、サンゴ礁など、目の前の感動をありのままに捉えることができます。

28LDシリーズ

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-H100 28LD

￥36,000（税込 ￥38,880）

28M67シリーズ

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-H100 28M67
Type1/Type2
￥38,000（税込 ￥41,040）

©服部 亮（イノン）

超広角撮影
広大な画角と短い最短撮影距離から生まれる、強いデフォルメ感や遠近感で、迫力ある水中景観を演出できます。

ドームレンズユニットⅡ
for UWL-H100

ドームレンズユニットⅡ
for UWL-100

UWL-H100 28LD
UWL-H100 28M67 Type1/Type2専用

UWL-100 28AD
UWL-100 Achromat Type1/Type2専用

￥32,600（税込 ￥35,208）

￥31,000（税込 ￥33,480）

©市川善朗

クローズアップ撮影
被写体にグッと近づいて、小さな被写体を大きく写すことのできるレンズ。肉眼では見えない小さな水中世界を写し出せます。

M67シリーズ

クローズアップレンズ

UCL-330

￥13,000（税込 ￥14,040）

©市川善朗
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M67シリーズ

クローズアップレンズ

UCL-165M67

￥13,000（税込 ￥14,040）

LDシリーズ

クローズアップレンズ

UCL-165LD

￥15,000（税込 ￥16,200）

28ADシリーズ

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-100 28AD

￥32,000（税込 ￥34,560）

M67シリーズ

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-100 Achromat
Type1/Type2
￥28,800（税込 ￥31,104）

ADシリーズ

ワイドコンバージョンレンズ

ワイドコンバージョンレンズ

￥29,800（税込 ￥32,184）

￥24,000（税込 ￥25,920）

UWL-S100 ZM80

UWL-105AD

虫の目撮影
小さな魚が見ている水中景観を撮影できる、特殊なレン

ズ。水中で繰り広げられているドラマを描写できます。

ドームレンズユニットⅡ
for UWL-S100 ZM80
￥14,000（税込 ￥15,120）
UWL-S100 ZM80専用

M67シリーズ

ADシリーズ

水中フィッシュアイコンバージョンレンズ

UFL-165AD

￥37,000（税込 ￥39,960）

LDシリーズ

水中マイクロ魚眼レンズ

UFL-M150 ZM80

￥23,000（税込 ￥24,840）

M67シリーズ

LDシリーズ

水中クローズアップレンズ

水中クローズアップレンズ

水中クローズアップレンズ

水中クローズアップレンズ

￥34,800（税込 ￥37,584）

￥34,800（税込 ￥37,584）

￥39,800（税込 ￥42,984）

￥39,800（税込 ￥42,984）

UCL-90 M67

UCL-90 LD

UCL-67 M67

UCL-67 LD

ADシリーズ

クローズアップレンズ

UCL-165AD

￥12,000（税込 ￥12,960）
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マウントベース/レンズアダプターベース
コンパクトデジタルカメラ用ハウジングにアタッチメントレンズやストロボなどを増設し、
システムアップするための核となる多機能ベースです。

ハウジングへアタッチメントレンズを装着するには
カメラメーカー純正のコンパクトデジタルカメラ用

クトデジタルカメラ用ハウジングに、アタッチメント

ジタルカメラ用ハウジングに、クローズアップレンズ

ハウジングに、ワイドコンバージョンレンズやクロー

レンズやストロボなどを増設して、システムアップす

や、ズーム望遠側で使用するワイドコンバージョンレ

ズアップレンズなどのアタッチメントレンズを装着す

るための核となる多機能ベースです。アタッチメント

ンズ「UWL-S100 ZM80」を装着可能とする、ベー

レンズを取り付けるためのマウント規格は、
「28LD」

ス機能を併せ持ったレンズアダプターです。

るには、大きく分けて２つの方法があります。レンズ
ポート部先端にネジ溝の付いたレンズリングを装備

「28AD」
「AD」
「M67」の4タイプ。撮りたい被写体

マウントベースやレンズアダプターベースの取り

しているハウジングであれば、ねじ込み式のアタッチ

に合わせて、ワイドコンバージョンレンズ、フィッシュ

付けは、ハウジング下部の三脚座と、レンズポート部

メントレンズを直接取り付けることができます。ハウ

アイコンバージョンレンズ、クローズアップレンズな

の２ヵ所で確実に固定。アタッチメントレンズの正確

ジングにねじ込み式のレンズリングが装備されてい

どを装着できます。

ない機種は、マウントベースやレンズアダプターベー
スを介して装着します。

な位置出しと固定を同時に行っています。また、スト

レンズアダプター ベ ースは、
「28LD」
「28AD」
「AD」
「M67」のワイドコンバージョンレンズが対応

マウントベースは、カメラメーカー純正のコンパ

ロボなどの増設を、ハウジングに過度な負荷を掛け
ずに行うことができます。

しない、高倍率ズームレンズを搭載したコンパクトデ

マウントベースに「グリップベースD4」と
「Dホルダー」を組み合わせれば、外部ス
トロボの２灯システムが簡単に組めます。
グリップベースD4とマウントベースはネジ
２本で確実に固定し、緩みを極力抑えます

ねじ込み式のレンズリングを装備したハウジング
M67レンズリング（ワイド端35㎜）

M67レンズリング（ワイド端28㎜）

ハウジングのレンズ部先端に、アタッチメントレ

ハウジングのレンズ部先端に、ネジ付きレン

ンズを取り付けるためのネジ付きレンズリング

ズリングを装備したハウジングで、ズームワイ

を装備したハウジングには、67㎜径のネジを

ド端が28㎜（35㎜フィルム換算 ）のカメラに

有したアタッチメントレンズを直接ねじ込んで

は、67㎜径のネジを有した28M67シリーズ

装着できます。ズームワイド端が35㎜のカメラ

のワイドコンバージョンレンズ「UWL-H100

にはM67シリーズのワイドコンバージョンレン

28M67」が対応。クローズアップレンズは、

ズとクローズアップレンズが対応します。

M67/28M67シリーズのレンズが対応します。

UWL-100
Achromat

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-100

UCL-330

UCL-165
M67

UCL-90
M67

UCL-67
M67

UWL-H100
28M67
＊1

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-H100

UCL-330
＊1

UCL-165
M67
＊1

UCL-90
M67
＊1

＊1 ステップアップリングが必要な機種もあります。
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UCL-67
M67
＊1

マウントベースを介してレンズを装着
28LDマウントベース

28ADマウントベース

バヨネット方式にロック機構をプラスした､ イ

バヨネット方式のアタッチメントレンズ取り付

ノン28LDマウントを装備｡ ズームワイド端

け部規格､ イノン28ADマウントを装備。ズー

が28㎜ (35㎜フィルム換算)の“大口径広角”

ムワイド端が28㎜（35㎜フィルム換算 ）の

デジタルカメラ専用に開発されたワイドコン

“広角”デジタルカメラ専用に開発された、ワイ

バージョンレンズ「UWL-H100 28LD」が、

ドコンバージョンレンズ「UWL-100 28AD」

簡単/確実に着脱可能です｡ マクロ撮影には、

が、ワンタッチで着脱可能となります。また、

28LDシリーズ/LDシリーズのクローズアップ

マクロ撮影には、ADシリーズのクローズアッ

レンズのほか、マウント変換リングを介して各

プレンズ「UCL-165AD」が対応しています。

種クローズアップレンズが使用できます。
UWL-H100
28LD

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-H100

UCL-165
LD

UCL-90
LD

UCL-67
LD

UCL-165
AD
＊2

UCL-330
＊3

UCL-165
M67
＊3

＊2「AD-LDマウント変換リング for UCL-165AD」が必要です。

＊3「M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67」が必要です。

UWL-100
28AD

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-100
＊5

UCL-165
AD
＊4

＊4「ADマウント変換スペーサー for UCL-165AD」が必要な機種もあります。
＊5「ドームスペーサー for UWL-100 28AD」が必要です。

ADマウントベース

M67マウントベース

バヨネット方 式 のアタッチメントレンズ 取

ねじ込み式のM67マウントを装備。67㎜径

り付け部 規 格､ イノンADマウントを装 備。

のネジ付きレンズリングを装備したハウジン

ズ ー ムワイド端 が35㎜（35㎜フィル ム 換

グをメインターゲットに開発されたワイドコ

算 ）のデジタルカメラに合わせて開 発され

ンバージョンレンズ「UWL-100 Achromat

た水中フィッシュアイコンバージョンレンズ

Type1/Type2」や クロ ー ズ アップ レン ズ

「UFL-165AD」､ ワイドコンバージョンレンズ

「UCL-330」
「UCL-165M67」を、レンズリ

「UWL-105AD」､ およびクローズアップレン

ングを装備していないハウジングにも取り付

ズ｢UCL-165AD｣が､ ワンタッチで簡単に着

け可能とします。

脱可能となります｡
UWL-105
AD

UFL-165
AD

UCL-165
AD

UWL-100
Achromat

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-100

UCL-330

UCL-165
M67

UCL-90
M67

UCL-67
M67

レンズアダプターベースを介してレンズを装着
M67レンズアダプターベース

LDレンズアダプターベース

67 ㎜ 径 のネジを有したM67シリーズのク

バヨネット方式にロック機構をプラスした、

ロ ー ズ ア ッ プ レ ン ズ「UCL-330」
「UCL-

LDシリーズのクローズアップレンズ「UCL-

165M67」を取り付け可能とするレンズアダ

165 LD」等を、取り付け可能とするレンズ

プターベースです。ズーム位置約80㎜（35

アダプターベースです。ズーム位置約80㎜

㎜フィルム換算 ）で使用するワイドコンバー

（35㎜フィルム換算 ）で使用するワイドコン

ジョンレンズ「UWL-S100 ZM80」にも対応

バージョンレンズ「UWL-S100 ZM80」にも

しています。

対応しています。

UWL-S100
ZM80
＊6

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-S100 ZM80

UCL-330

UCL-165
M67

UCL-90
M67

UCL-67
M67

＊6「M52-M67マウント変換リング for UWL-S100 ZM80」が必要です。

UWL-S100
ZM80
＊7

DOME LENS
UNIT Ⅱ for
UWL-S100 ZM80

UCL-165
LD

UCL-90
LD

UCL-67
LD

UCL-165
AD
＊2

UCL-330
＊3

UCL-165
M67
＊3

＊2「AD-LDマウント変換リング for UCL-165AD」が必要です。
＊3「M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67」が必要です。
＊7「M52-LDマウント変換リング for UWL-S100 ZM80」が必要です。
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各種デジタルカメラ専用設計のマウントベース

コンパクトデジタルカメラの域を超えた広画角と高画質を目指し、

アタッチメントレンズとマウントベースをトータルで光学設計しています。

デジタルカメラ１機種毎に設計されたマウントベース
オリンパス、キヤノン、富士フイルム、パナソニッ
ク、ニコン、ソニーなど、各カメラメーカーから続々
と発売されるコンパクトデジタルカメラ（防水ハウジ
ング）に対し、イノンは、アタッチメントレンズを取り
付けるための
「マウントベース」
を次々と発売してきま
した。その対応機種は、既に100を超え、今後発売
される新機種に積極的に対応していく予定です。
このマウントベースは、ひとつの製品で複数のデ
ジタルカメラ（ 防水ハウジング ）に汎用できるよう
に設計すれば便利に思えるでしょう。しかし、イノ
ンは、開発の時間や手間がかかるのにもかかわら
ず、あえてデジタルカメラ１機種毎に専用のマウント
ベースを設計しています。

画質にこだわったアタッチメントレンズ
一眼レフカメラの場合、撮影目的に合わせてレン

チメントレンズをラインナップし、画面の周辺までの

ズを交換することができますが、コンパクトデジタル

画質をこだわって光学設計しています。撮影した画

カメラはレンズを交換できないため、カメラ本体のレ

像が歪んだり、色がにじんだり、ボケたりしてしまう

ンズ（マスターレンズ）の前にアタッチメントレンズを

現象を総称して「収差」
といいますが、特に広大な範

装着することになります。イノンは、マクロからワイ

囲を写しこむワイドコンバージョンレンズは、画像周

ドまで、あらゆるシーンに対応できるよう、
「クローズ

辺部の収差をいかに抑えるかが設計で重要な部分と

アップレンズ」
「ワイドコンバージョンレンズ」
「ドーム

なります。

レンズユニット」など、バリエーションに富んだアタッ

ワイドコンバージョンレンズには適正な距離がある
ワイドコンバージョンレンズは、防水ハウジングに
取り付けさえできれば、撮影ができるかというとそう
ではありません。カメラのマスターレンズとワイドコ
ンバージョンレンズの距離は、画質に大きく影響す
るのです。
一番身近なところでは、虫眼鏡を使って実験がで
きます。天井の蛍光灯と白い紙の間に虫眼鏡をかざ
します。虫眼鏡を紙に近づけたり、あるいは遠ざけた
りしているうちに、蛍光灯の形が紙にハッキリと投影
される位置があるはずです。この虫眼鏡と紙の間の
距離が数㎜上下するだけで、投影される蛍光灯の像
はボケてしまいます。
ワイドコンバージョンレンズを持っている人は、そ
のレンズを目にあてて覗いてください。目がレンズに
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虫眼鏡で天井の蛍光灯を投影する

ワイドコンバージョンレンズを覗く

触るぐらいのところから徐々に離していくと、レンズ

■光学的に適正な距離にワイドコンバージョンレンズを装着

から見える風景全体がくっきり見える距離がありま

ワイドコンバージョンレンズを、光学的に設計した専用のマウントベースを

す。そこからさらに数㎜遠ざけると、風景の周辺がボ

介して正規の位置に取り付けて撮影。被写体にかなり接近しての広角撮

ケて見えて、ボケの範囲はレンズを目から遠ざけるほ

影だが、画面周囲まで解像感のある、くっきりした画像が得られている。

ど中心に向かって大きくなっていきます。
イノンは、ワイドコンバージョンレンズとカメラの
マスターレンズの距離もレンズ設計において重要な
要素と考え、カメラのマスターレンズ、防水ハウジン
グの前面ガラス、そしてアタッチメントレンズそれぞ
れの距離、さらに、それらの間に入る水の屈折をも
光学的に緻密に計算し、マウントベースを設計して
います。
実際に海で、ワイドコンバージョンレンズをマウン
トベースを介して適正な距離に装着したカメラと、
適正な距離から5㎜ほど前に出して装着したカメラ
で、同じ被写体を撮影し比較してみました。
ワイドコンバージョンレンズを、専用のマウント
ベースを介して正規の位置に取り付けて撮影した方
は、被写体に接近した撮影でも、画面周囲まで解像

■ワイドコンバージョンレンズを5㎜ほど前に出して装着

度の高い、くっきりした画像が得られています。ワイ

ワイドコンバージョンレンズを正規の位置から約5㎜前にずらして撮影。

ドコンバージョンレンズを正規の位置より５㎜ほど

バージョンレンズの距離が、画質に影響することがわかる。

画面の周辺がボケて、色がにじんだようになり、画質が落ちている。コン

前にずらして撮影した方は、周辺がにじんだようにな
り、画質が落ちていることがわかります。

マウントベースはレンズの一部
イノンのマウントベースは、ただアタッチメントレ

厳しい評価基準で画質を判定した後に、商品化され

ンズを装着するためのアダプターではありません。

ます。こうして、デジタルカメラ1機種毎にマウント

画質をも左右する、レンズの一部なのです。カメラの

ベースが専用設計されているのです。

性能を十分に発揮させ、良好な画質を得るために、

マウントベースは、ストロボ等を接続するためのグ

カメラのマスターレンズに最適なアタッチメントレン

リップベースを支える役割や、ストロボに内蔵フラッ

ズのシリーズを選定し、アタッチメントレンズとカメ

シュの発光信号を伝達するための光ケーブルを固定

ラ／ハウジングとの距離が最適になるよう、マウント

する役割も担っています。まさに、水中カメラシステ

ベースを設計します。さらに、試作品を使った水槽

ムの中核をなすパーツなのです。

テストや海洋テストで実際に撮影し、イノン独自の
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Wide

ズームワイド端28㎜相当、大口径広角レンズ対応。

ロック付きバヨネットマウント、28LDシリーズワイドコンバージョンレンズ。

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-H100 28LD
￥36,000（税込 ￥38,880）
28LDシリーズ

ハウジングへは各機種専用の「28LD
マウントベース」を介して取り付ける

バヨネット方式に着脱ロック機構をプラ
スした28LDマウント

● ズームワイド端28㎜相当(35㎜フィルム換算)のデジタルカメラ専用に

【UWL-H100 28LD 主な仕様】

設計した、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。水中では最大100.8° の

寸法

φ90.4㎜ ×45.4㎜

重量（陸上/水中）

530g / 約326g

光学系

4群4枚

焦点距離（陸上/水中）

∞ / ∞ （アフォーカル系）

倍率

0.60

広角撮影、陸上では最大179° のフィッシュアイ(魚眼)撮影が可能です。

● 大きな撮 像 素 子や明るいレンズを搭 載したカメラにも、余 裕を

もって対応可能とするため、高屈折率光学ガラスレンズを多用した新
設計の光学系を採用。使いやすい製品サイズを保ったまま、レンズ後

最大入射画角（陸上/水中） 179° / 100.8°
本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

イノン28LDマウント

実用耐水深

60m

群の有効径を大幅に拡大しています。

● 光学系には、コーティング済み光学ガラスレンズ4群4枚構成を採

用。各収差を良好に抑え、画像中央部から周辺部まで、優れた描写
性能を発揮します｡

オプション

● 極めて広い画角を確保すると同時に、最短撮影距離の短縮をも考
慮した光学設計によって、ワイドマクロ撮影にも威力を発揮します｡

●「ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100」を組み合わせて、水中

でも最大画角144.8° のセミフィッシュアイ撮影が可能となります｡

花形フードⅡ for UWL-H100

￥4,500（税込 ￥4,860）

逆光撮影時などにゴーストやフレアの発生
を防ぐとともに、レンズ面を保護するプロ
テクターとしても役立ちます。

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

● 取り付け部規格には、バヨネット方式に着脱ロック機構をプラスし

た､「 28LDマウント」を採用。簡便かつ迅速な着脱と、確実な固定と
を両立しています｡

● 対応するデジタルカメラハウジングへは、機種毎に専用設計された

「 28LDマウントベース」を介して取り付けます。

【ワイドコンバージョンレンズの一般的な注意】
＊ 使用ハウジング､ 撮影距離、画角等の撮影条件によっては、カメラ内蔵フラッシュ光がレンズにケ
ラレますので、外部ストロボを使用しない場合は、内蔵フラッシュを［発光禁止］に設定し、自然光
のみで撮影することをお勧めします｡
＊ カメラのズーム位置はワイド端にセットしてご使用下さい。ケラレが発生する場合には、撮影後に
ケラレをクロップするか、ワイド端から最小限必要なだけズームしてご使用下さい。この状態にて
最良の画質、および効果が得られるよう、本製品は設計されています。
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Wide

ズームワイド端28㎜相当、大口径広角レンズ対応。

ねじ込み式の、28M67シリーズワイドコンバージョンレンズ。

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-H100 28M67 Type1
￥38,000（税込 ￥41,040）

UWL-H100 28M67 Type2
￥38,000（税込 ￥41,040）
28M67シリーズ
M67のレンズリングを装備したハウジ
ングに直接ねじ込んで取り付ける

【UWL-H100 28M67 Type1/Type2 主な仕様】
寸法

φ90.4㎜ ×45.4㎜

重量（陸上/水中）

Type1: 555g / 約345g
Type2: 556g / 約346g

光学系

4群4枚

焦点距離（陸上/水中）

∞ / ∞ （アフォーカル系）

倍率

0.60

Type1のM67マウント。レンズの後端

Type2のM67マウント。レンズの後端

がネジ環より後方に出ている

とネジ環がほぼフラット

● UWL-H100 28LDと同じレンズ構成で、ねじ込み式のマウントを
有したワイドコンバージョンレンズ。

● 取り付けネジ位置の異なる2タイプ(Type1とType2)を用意。最

良の画質を引き出すよう、カメラ本体のレンズとワイドコンバージョン

レンズの距離を選択できます。

＊ オプションの「M67ネジ環セット for UWL-H100 28M67 Type1」および「M67ネジ環セッ
ト for UWL-H100 28M67 Type2」にて、Type1 と Type2 の変更が可能です。

最大入射画角（陸上/水中） 179° / 100.8°
本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

M67-0.75

実用耐水深

60m

● 取り付け部規格には、汎用性の高いねじ込み式の「M67マウント」

と同じ取り付けネジを採用。M67レンズリングを装備したハウジング

には、直接ねじ込んで取り付けます。その他のネジサイズのハウジン

グには、対応するステップアップリングなどで取り付け可能です。
【コンバージョンレンズなし】

オプション

花形フードⅡ for UWL-H100

￥4,500（税込 ￥4,860）

逆光撮影時などにゴーストやフレアの発生

を防ぐとともに、レンズ面を保護するプロ

【UWL-H100 28LD装着】

■

カメラ：Canon PowerShot S95

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

テクターとしても役立ちます。

M67ネジ環セット
for UWL-H100 28M67
Type1

M67ネジ環セット
for UWL-H100 28M67
Type2

■

￥3,500（税込 ￥3,780）

￥3,500（税込 ￥3,780）

■

UWL-H100 28M67 Type1の 取 り

UWL-H100 28M67 Type2の 取 り

付けねじ部の交換部品セット。

付けねじ部の交換部品セット。

ストロボ：S-2000 ×2灯
撮影地：静岡県、熱海
©服部 亮（イノン）
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Wide

ズームワイド端28㎜相当、広角デジタルカメラに対応。

ワンタッチバヨネットマウント、28ADシリーズワイドコンバージョンレンズ。

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-100 28AD
￥32,000（税込 ￥34,560）
28ADシリーズ

ハウジングへは各機種専用の「28AD
マウントベース」を介して取り付ける

バヨネット式の28ADマウント

● ズームワイド端28㎜相当(35㎜フィルム換算)のデジタルカメラ専

【UWL-100 28AD 主な仕様】
寸法

φ87.4㎜ ×43.2㎜

重量（陸上/水中）

370g / 約209g

光学系

4群4枚

焦点距離（陸上/水中）

∞ / ∞ （アフォーカル系）

倍率

0.63

用に設計した、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。水中では最大
100° の広角撮影、陸上では最大179° のフィッシュアイ（魚眼 ）撮影

が可能です。

● 外径87.4㎜ × 高さ43.2㎜、重さ370g のコンパクトボディー

（ 別売の花型フード for UWL-100 28ADを含まず ）。水中での取

最大入射画角（陸上/水中） 179° / 100°
本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

イノン28ADマウント

実用耐水深

60m

り回しも苦になりません。

● 極めて広い画角を確保すると同時に､ 最短撮影距離の短縮をも考
慮した光学設計によって､ ワイドマクロ撮影にも威力を発揮します｡

●「ドームレンズユニットⅡ for UWL-100」を組み合わせて、水中で

も最大画角150.8° のセミフィッシュアイ撮影が可能となります｡

● 光学系には、コーティング済み光学ガラスレンズ4群4枚構成を採

オプション

用。各収差を良好に抑え、画像中央部から周辺部まで、優れた描写
性能を発揮します｡

● 取り付 け 部 規 格 には、バヨネット式 でワンタッチ 着 脱 可 能 な

「 28ADマウント」を採用。水中でも簡便・迅速な着脱を可能として
います｡

花形フードⅡ
for UWL-100 28AD

￥4,500（税込 ￥4,860）

ドームレンズユニットⅡ
for UWL-100
￥31,000（税込 ￥33,480）

逆光撮影時などにゴーストやフレアの発
生を防ぐとともに、レンズ面を保護する
プロテクターとしても役立ちます。

ドームスペーサー for UWL-100 28AD
￥1,600（税込 ￥1,728）

UWL-100 28ADにドームレンズユニットⅡ for UWL-100
を取り付ける際に必要なスペーサー。
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● 対応するデジタルカメラハウジングへは、機種毎に専用設計された

「 28ADマウントベース」、または「 28ADポート」を介して取り付け
ます。

＊ UWL-100 28ADは、広角側28㎜のデジタルカメラに合わせて設計しています。広角側35㎜
デジタルカメラ対応の「ADマウントベース」に、物理的には装着できますが、光学的設計が合わ
ないため使用できません。

Wide

ズームワイド端35㎜相当のデジタルカメラに対応。

ねじ込み式のM67シリーズワイドコンバージョンレンズ。

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-100 Achromat Type1
￥28,800（税込 ￥31,104）

UWL-100 Achromat Type2
￥28,800（税込 ￥31,104）
M67シリーズ

M67のレンズリングを装備したハウジ
ングには、直接ねじ込んで取り付ける

レンズリングのないハウジングには専用
の「M67マウントベース」を介して取り
付ける

【UWL-100 Achromat Type1/Type2 主な仕様】
寸法

φ100㎜ ×58.5㎜

重量（陸上/水中）

625g / 約370g

光学系

4群5枚

焦点距離（陸上/水中）

∞ / ∞ （アフォーカル系）

倍率

0.57077

最大入射画角（陸上/水中） 158.35° / 100.5°
本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

M67-0.75

実用耐水深

60m

Type1のM67マウント。レンズの後端

Type2のM67マウント。レンズの後端

がネジ環より後方に出ている

とネジ環がほぼフラット

● ズームワイド端35㎜相当（35㎜フィルム換算 ）のデジタルカメラ

に対応した、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。水中では最大
100.5° の超広角撮影、陸上では最大158.35° のフィッシュアイ（ 魚
眼 ）撮影が可能。

● 極めて広い画角を確保すると同時に、最短撮影距離の短縮をも考
慮した光学設計によって、ワイドマクロ撮影にも威力を発揮します｡

●「ドームレンズユニットⅡ for UWL-100」を組み合わせて、水中で

も最大画角131.6°のセミフィッシュアイ撮影が可能となります｡

● 光学系には色収差の低減に効果的なアクロマートレンズ（ 色消し

ダブレット）を含む、コーティングが施された4群5枚構成を採用。各
収差を良好に抑え、マスターレンズの性能を引き出します。

● 取り付け部規格には、汎用性の高い、ねじ込み式の「 M67マウン

オプション

ト」を採用。

● 取り付けネジ位置の異なる2タイプ（ Type1とType2）を用意。最

良の画質を引き出すよう、カメラ本体のレンズとワイドコンバージョン

レンズの距離を選択できます。

＊ Type1とType2の変更をご希望の場合には､ 有償にて承ります｡

● M67レンズリングを装備したハウジングには、直接ねじ込んで取

ドームレンズユニットⅡ for UWL-100
￥31,000（税込 ￥33,480）

り付けます。M67レンズリングを装備していないハウジングには、専
用設計された「 M67マウントベース」を介して取り付けできます。
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Ultra Wide

ワイドコンバージョンレンズの前面に装着することで水中画角を広げる。
超広角撮影用オプションドームレンズ。

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

UWL-H100 28LD およびUWL-H100
28M67にド ー ム レ ン ズ ユ ニットⅡ for
UWL-H100を取り付ける（ 専用のドーム
スペーサー for UWL-H100は付属）

【ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100 主な仕様】
ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100単体

UWL-H100 28LD装着時

UWL-H100 28M67装着時

寸法

φ132.4㎜ ×48.2㎜

φ132.4㎜ ×72.7㎜

φ132.4㎜ ×72.7㎜

重量

470g（陸上）

約505g（水中）

約525g（水中）

最大入射画角

ー

144.8°（水中）

144.8°（水中）

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、
ポリカーボネート等

ー

ー

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 内面減反射マルチコーティング

ー

ー

実用耐水深

ー

60m

60m

ドームレンズユニットⅡ for UWL-100
￥31,000（税込 ￥33,480）

UWL-100 Achromat Type1/Type2

UWL-100 28AD にドームレンズユニッ

にドームレンズユニットⅡを取り付ける

トⅡを取り付ける(別売のドームスペーサー
for UWL-100 28ADが必要)

【ドームレンズユニットⅡ for UWL-100 主な仕様】
ドームレンズユニットⅡ for UWL-100単体

UWL-100装着時

UWL-100 28AD装着時

寸法

φ132.4㎜ ×48.2㎜

φ132.4㎜ ×85.8㎜

φ132.4㎜ ×70.9㎜

重量

460g（陸上）

約533g（水中）

約400g（水中）

最大入射画角

ー

131.6°（水中）

150.8°（水中）

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、
ポリカーボネート等

ー

ー

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 内面減反射マルチコーティング

ー

ー

実用耐水深

ー

60m

60m

12 INON

オプション

ドームスペーサー for UWL-100 28AD
￥1,600（税込 ￥1,728）

UWL-100 28ADにドームレンズユ ニットⅡ for UWL100を取り付ける際に必要なスペーサー。

● ワイドコンバージョンレンズの前面に取り付けるだけで、
『よりワイ

ドな撮影 』、および『より近接した撮影 』を可能とする、水中専用のオ

【コンバージョンレンズなし】

プションドームレンズです｡ UWL-H100シリーズ専用の「ドームレン
ズユニットⅡ for UWL-H100 」と、UWL-100シリーズ専用の「ドー
ムレンズユニットⅡ for UWL-100 」がラインナップ。

＊ ドームレンズユニットはアメリカ国内で特許取得済みです。

● ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100を取り付けることで、ワイ

ドコンバージョンレンズ「UWL-H100 28LD」および「UWL-H100
28M67」の水中画角は、最大で144.8° に達します。

＊ 専用の
「ドームスペーサーfor UWL-H100」は、ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100に付
属しています。

● ドームレンズユニットⅡ for UWL-100を取り付けることで、ワイ

ドコンバージョンレンズ「UWL-100 Achromat Type1/Type2」は
水中最大画角131.6°、
「 UWL-100 28AD」は水中最大画角150.8°

に広げることができます。

＊ ドームレンズユニットⅡ for UWL-100を「UWL-100 28AD」に取り付けるためには、別売の

「ドームスペーサーfor UWL-100 28AD」( ￥1,600/税込 ￥1,680)が必要になります。

● 極めて広大な画角を確保すると同時に、最短撮影距離の大幅な

【UWL-100装着】

短 縮をも考 慮した光 学 設 計によって、接 近 撮 影による遠 近 感やデ

フォルメ感を強調した超ワイドマクロ撮影にも威力を発揮します。ま
た、透明度の悪い海でのクリアー度を上げた撮影にも役立ちます。

● マルチコーティング(減反射コーティング)を施した光学ガラスレン

ズを使用。逆光撮影時に、ゴーストやフレア等を抑えます。

● ドームレンズ表面を保護し、ゴーストやフレアの発生を抑える、取

り外し可能な樹脂製プロテクターを付属。フードの位置合わせが容
易で、軽量化も実現しています。

【ドームレンズユニットの一般的な注意】
＊ ドームレンズユニット単体では使用できません。別途、
対応するワイドコンバージョンレンズをご用意下さい。
＊ カメラのズーム位置はワイド端にセットしてご使用下さ
い。ケラレが発生する場合には、撮影後にケラレをク

【UWL-100 + ドームレンズユニット装着】

+

ロップするか、ワイド端から最小限必要なだけズームし
てご使用下さい。この状態にて最良の画質および効果
が得られるよう、本製品は設計されています。
＊ 基本的にカメラのマクロモードを[ON]に設定してご使
用ください。カメラのフォーカス範囲や絞り値によって
は、遠方の被写体にピントが合わない場合もあり、そ
の際にはカメラのマクロモードを[OFF]にして、標準
モードに設定してください。

■

カメラ：Olympus C-5050 ZOOM

ストロボ：D-2000 ×2灯
撮影地：伊豆大島
©市川善朗
■
■
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Wide

超高倍率ズームデジタルカメラに対応。

光学ズーム約80㎜相当の位置で使用するワイドコンバージョンレンズ。

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-S100 ZM80
￥29,800（税込 ￥32,184）

レンズアダプターベースの種類に合った
「 マウント変換リング 」にねじ込んで取
り付ける

● カメラのズームを約80㎜
（35㎜フィルム換算）にセットして使用す

る、水陸両用ワイドコンバージョンレンズです。従来のズームワイド

【UWL-S100 ZM80 主な仕様】

側で使用するワイドコンバージョンレンズが対応していない、ズーム

寸法

φ67.8㎜ ×66.4㎜

重量（陸上/水中）

296g / 約145g

光学系

4群4枚

焦点距離（陸上/水中）

∞ / ∞ （アフォーカル系）

倍率

0.23

ワイド端が28㎜（35㎜フィルム換算）
よりも広角な機種や、レンズの繰

り出し量が大きい超高倍率ズーム機でも、広角撮影を可能とします。

● 水 中では 最 大100° の 超 広 角 撮 影、陸 上では 最 大179.8° の

フィッシュアイ（ 魚眼 ）撮影が可能です。

最大入射画角（陸上/水中） 179.8° / 100°
本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

M52-1.5

実用耐水深

60m

● 極めて広い画角を確保すると同時に、最短撮影距離の短縮をも考
慮した光学設計によって、ワイドマクロ撮影にも威力を発揮します｡

● 光学系は、光学ガラスレンズ4群4枚構成。対物側面にはマゼンタ

コートを含んだ撥水コート、6面には全て減反射コートを施し、各収
差を良好に抑えています｡

オプション

●「ドームレンズユニットⅡ for UWL-S100 ZM80 」を組み合わせ

て、水中画角を最大149.8°まで広げることが可能です｡

● 対応するデジタルカメラハウジングへは、機種毎に専用設計された

M52-M67マウント変換リング
for UWL-S100 ZM80

M52-LDマウント変換リング
for UWL-S100 ZM80

￥3,500（税込 ￥3,780）

￥3,500（税込 ￥3,780）

UWL-S100 ZM80をM67レンズアダプ

UWL-S100 ZM80をLDレ ン ズ ア ダ プ

ターベースに取り付けるためのアダプター。

ターベースに取り付けるためのアダプター。

「レンズアダプターベース」と、そのマウント規格に合った「マウント
変換リング」を介して取り付けます。

● レンズ本体の外周がネジ形状となっており、マウント変換リングにね

じ込むことで、カメラに合わせて最適な取り付け位置に調整できます。

ドームレンズユニットⅡ for UWL-S100 ZM80
￥14,000（税込 ￥15,120）

【ドームレンズユニットⅡ for UWL-S100 ZM80 主な仕様】
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ドームレンズユニットⅡ for UWL-S100 ZM80単体

UWL-S100 ZM80装着時

寸法

φ97.8㎜ ×39.4㎜

φ97.8㎜ ×81.5㎜

重量

148g（陸上）

約176g（水中）

最大入射画角

ー

149.8°（水中）

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、
ポリカーボネート、POM等

ー

硝材 / 表面処理

光学プラスチック / 内面減反射マルチコーティング・防
ー
汚コート、外面ハードコート塗装

実用耐水深

ー

60m

Bug Eye

小さな生物の目線で撮る。

光学ズーム約80㎜相当の位置で使用する小型魚眼レンズ。

水中マイクロ魚眼レンズ

UFL-M150 ZM80
￥23,000（税込 ￥24,840）

マウントベースの種類に合った「マウン
ト変換リング」を介して取り付ける

● 小さな生物の目線で撮る、いわゆる
「虫の目レンズ」撮影が可能とな

る小型魚眼レンズです。一般的なワイドコンバージョンレンズとは異な

【UFL-M150 ZM80 主な仕様】

り、カメラのズームが約80㎜ (35㎜フィルム換算)の位置で使用します。

寸法

φ39.7㎜ ×36.8㎜

重量（陸上/水中）

66g / 約41g

光学系

4群5枚

焦点距離（水中）

∞ （水中アフォーカル系）

倍率

0.15

最大入射画角（水中）

150°

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

M27-1.0

実用耐水深

60m

＊ 水中専用レンズです。陸上では像を結ばず、ボケて使用できません。

● 水中画角は150°。対物側レンズ径が32.9㎜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、背景も写し込むことができます。

● 一般的なワイドコンバージョンレンズと同様の使い勝手で、装着

により画像が暗くなることはありません。カメラのAF(オートフォーカ

ス)もそのまま使用できます。

● イノンZ-330、D-200、S-2000ストロボに搭載のS-TTLオート調
■

カメラ：Canon PowerShot S100

ストロボ：Z-240 ×2灯
撮影地：スペイン、ジローナ、Illes Medes
©Rafael Cosme Daza
■
■

光に対応し、シャッターを押すだけで簡単に適正な露出が得られます。

● 対応するデジタルカメラハウジングへは、機種毎に専用設計された

「マウントベース」
と、そのマウント規格に合った「マウント変換リング」
を介して取り付けます。

● レンズ本体の周りがネジ形状になっており、マウント変換リングに

ねじ込むことで、取り付け位置を前後に調整でき、多くの機種に対応

できます。
カメラ：Canon PowerShot S95
■ ストロボ：S-2000 ×2灯
■

■ 撮影地：静岡県、熱海
©服部 亮（イノン）

＊ レンズが大口径であったり、光学ズームが高倍率なコンパクトデジタルカメラや、一眼レフ用
の大きなレンズには使用できません。

オプション

M27-ADマウント変換リング
for UFL-M150 ZM80

M27-LDマウント変換リング
for UFL-M150 ZM80

￥3,500（税込 ￥3,780）

￥3,500（税込 ￥3,780）

UFL-M150 ZM80を、ADマウントベー

UFL-M150 ZM80を､ 28LDマ ウ ント

ス、または28ADマウントベースに取り付

ベースに取り付けるためのアダプター。

けるためのアダプター。

M27-M67マウント変換リング for UFL-M150 ZM80

￥3,500（税込 ￥3,780）

UFL-M150 ZM80を､ M67マウントベース、またはM67レンズリングを装備
したハウジングに取り付けるためのアダプター。

INON 15

INON

ATTACHMENT LENS

Wide/Ultra Wide

ズームワイド端35㎜相当のデジタルカメラに対応。

ワンタッチバヨネットマウント、ADシリーズワイド/水中魚眼コンバージョンレンズ。

ワイドコンバージョンレンズ

UWL-105AD
￥24,000（税込 ￥25,920）
ADシリーズ

● ズームワイド端35㎜相当（35㎜フィルム換算 ）のデジタルカメラ

に対応した、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。コンパクトサイ

ズながらも、水中では最大105° の広角撮影、陸上では最大179° の

フィッシュアイ(魚眼)撮影が可能です。

● 光学系には、コーティング済み光学ガラスレンズ4群4枚構成を採

用。各収差を良好に抑え、画像中央部から周辺部まで、優れた描写
性能を発揮します｡

● 取り付け部規格には、バヨネット式でワンタッチ着脱可能な「 AD

マウント」を採用。水中でも簡便・迅速な着脱を可能としています。対
応するデジタルカメラハウジングへは、機種毎に専用設計された「AD

マウントベース」を介して取り付けます。
【UWL-105AD 主な仕様】
寸法

φ78㎜ ×49㎜

重量（陸上/水中）

276g / 約142g

光学系

4群4枚

焦点距離（陸上/水中）

∞ / ∞ （アフォーカル系）

倍率

0.51

最大入射画角（陸上/水中） 179° / 105.6°
本体材質 / 表面処理

水中フィッシュアイコンバージョンレンズ

UFL-165AD
￥37,000（税込 ￥39,960）
ADシリーズ

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

イノンADマウント

実用耐水深

60m

● ズームワイド端35㎜相当（35㎜フィルム換算 ）のデジタルカメラ

に対応した、水中専用フィッシュアイ（ 魚眼 ）コンバージョンレンズ。
水中最大画角165°の広大な画角で、ダイナミックな景観を写し込め

ます。また、レンズ前0㎝からピント合せができるため、極端に広がる

被写界深度や強烈な遠近感を生かしたワイドマクロ撮影にも威力を
発揮します。

● ゴーストやフレアを抑制するとともに、プロテクターとしても役立

つ花型フードや､ 被写体側レンズ面への「ハードコート塗装 」を採用
することにより､ レンズ面に傷が付き難い構造としています｡

● 取り付け部規格には、バヨネット式でワンタッチ着脱可能な「 AD

マウント」を採用。水中でも簡便・迅速な着脱を可能としています｡ 対
応するデジタルカメラハウジングへは、機種毎に専用設計された「AD

マウントベース」を介して取り付けます。
【UFL-165AD 主な仕様】
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寸法

φ114㎜ ×86.5㎜

重量（陸上/水中）

440g / 約85g

光学系

4群4枚

焦点距離（水中）

∞ （水中アフォーカル系）

倍率

0.405

最大入射画角（水中）

165.5°

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート、ABS等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング
光学プラスチック / 外面ハードコート塗装

取り付け部規格

イノンADマウント

実用耐水深

60m

Macro

最短撮影距離が短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめる。

ワンタッチバヨネットマウント、ADシリーズクローズアップレンズ。

クローズアップレンズ

UCL-165AD
￥12,000（税込 ￥12,960）
ADシリーズ

「ADマウントベース」にUCL-165AD
を1枚装着

【UCL-165AD 主な仕様】
寸法

φ64.5㎜ ×27.7㎜

重量（陸上/水中）

70g / 約35g

光学系

2群2枚

焦点距離（陸上/水中）

135.4㎜ / 165㎜

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 内面減反射コーティング

取り付け部規格

イノンADマウント

実用耐水深

60m

【UCL-165AD x1枚装着】

「ADマウントベース」にUCL-165AD
を2枚重ねて装着

バヨネット式のADマウント

● 焦点距離165㎜（No.6）、カメラのフォーカス位置が無限遠のと

き、レンズ先端からの撮影距離が165㎜となる高倍率クローズアップ

レンズです。フォーカスを最短にすれば最短撮影距離がさらに短縮さ
れ、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめます。

● 水陸両用設計、ズーム全域で使用可能。同じ撮影距離でもズーム

を調整することにより、被写体の「サイズ」に合わせた倍率で撮影する

ことができます。

● レンズ構成は2群2枚。各収差を良好に抑えました。また、内側に

コーティングが施された高性能光学ガラスレンズを採用し、マスター

レンズの性能を引き出します。

● UCL-165ADを重ねることで、さらなる近接・高倍率撮影も可能。
極小の世界を、画面いっぱいに写し出せます。

● 取り付け部規格には、バヨネット式でワンタッチ着脱可能な「 AD

マウント」を採用。水中でも簡便・迅速な着脱を可能としています｡

● 対応するデジタルカメラハウジングへは、専用設計された「ADマ

ウントベース」、
「 28ADマウントベース」、または「 28ADポート」を
【UCL-165AD x2枚装着】

介して取り付けます。また、
「 AD-LDマウント変換リング for UCL-

165AD 」を取り付けて、
「 28LDマウントベース」にも装着可能です。
＊「28ADマウントベース」、
「28ADポート」への取り付けに「ADマウント変換スペーサー for
UCL-165AD」が必要となる機種もあります。詳しくは、別冊の「システムテーブル」
またはホーム
ページをご覧ください。

オプション

ADマウント変換スペーサー
for UCL-165AD

カメラ：Canon PowerShot S50
ストロボ：D-2000 ×2灯
■ 撮影地：静岡県、川奈
©市川善朗
■
■

AD-LDマウント変換リング
for UCL-165AD

￥1,200（税込 ￥1,296）

￥3,200（税込 ￥3,456）

ADシリーズのクローズアップレンズ「UCL-165

ADシリーズのクローズアップレンズ「UCL-

AD」の直接取り付けに対応していない、28AD

165AD」を、28LDマウント/LDマウント

マウント対応製品に使用するスペーサー。

対応製品に取り付け可能とするマウント変
換リング。

INON 17

INON

ATTACHMENT LENS

Macro

最短撮影距離が短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめる。

ロック付きバヨネットマウント、LDシリーズクローズアップレンズ。

クローズアップレンズ

UCL-165LD
￥15,000（税込 ￥16,200）
LDシリーズ

【UCL-165LD 主な仕様】
寸法

φ75.2㎜ ×21.9㎜

重量（陸上/水中）

133g / 約72g

光学系

2群2枚

焦点距離（陸上/水中）

135.4㎜ / 165㎜

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 内面減反射コーティング

取り付け部規格

イノン28LDマウント/LDマウント

実用耐水深

60m

【UCL-165LDにUCL-165M67を重ねて装着】

UCL-165LDを28LDマウントベース

UCL-165LDの 前 面にM67シリー ズ

に装着

のUCL-165M67を重ねて装着

バヨネット方式に着脱ロック機構をプラ
スしたLDマウント

● 焦点距離165㎜（No.6）、カメラのフォーカス位置が無限遠のと

き、レンズ先端からの撮影距離が165㎜となる高倍率クローズアップ

レンズです。フォーカスを最短にすれば最短撮影距離がさらに短縮さ
れ、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめます。

● 水陸両用設計。同じ撮影距離でもズームを調整することにより、
被写体の「サイズ」に合わせた倍率で撮影することができます。

＊ ズーム・中域からテレ側での水中使用のみ対応。陸上使用時、および水中使用時のズームワイ
ド側では、得られる画像の四隅がケラレます。

● レンズ構成は2群2枚。内側にコーティングが施された高性能光
学ガラスレンズを採用し、各収差を良好に抑えました。

● レンズ 前 面の内 側にはM67の雌ネジを装 備し、ねじ込み 式の

「 M67シリーズ 」のクローズアップレンズを重ねることで、さらなる
撮影距離の短縮と高倍率が得られます。

＊ UCL-165LDにUCL-165LDを重ねることはできません。

● 取り付け部規格には、バヨネット方式に着脱ロック機構をプラスし

た、
「 LDマウント」を採用。簡便かつ迅速な着脱と、確実な固定とを両
立しています｡

● 対応するデジタルカメラハウジングへは、専用設計された「28LD

マウントベース」
「 LDレンズアダプターベース」を介して取り付けます。
■

カメラ：Canon PowerShot S95

ストロボ：S-2000 ×2灯
撮影地：静岡県、熱海
©服部 亮（イノン）
■
■

【クローズアップレンズの一般的な注意】
＊ 使用ハウジング、撮影距離、画角等の撮影条件によっては、カメラ内蔵フラッシュ光がレンズにケラレ
ます。よりきれいに撮影するには、外部ストロボやライトの併用をお勧めします。
＊ クローズアップレンズは、ズームテレ端で最大倍率が得られます。
＊ 一般に、クローズアップレンズは、カメラの最短撮影距離を短く(マスターレンズとの合成焦点距離を
短く)する為の物です。本製品を取り付ける事により、被写体に更に接近し、拡大して撮ることができ
る反面、ズーム位置や絞り値によっては、遠方の被写体にピントを合わせることができなくなります｡
＊ クローズアップレンズを複数重ねてご使用の場合､ ズームワイド側でケラレが生じる場合がありま
す。また、複数重ねるに従い、最短撮影距離が短くなり、ピントを合わせられる距離が狭くなります。
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Macro

最短撮影距離が短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめる。

ねじ込み式のM67シリーズクローズアップレンズ。

クローズアップレンズ

UCL-165M67
￥13,000（税込 ￥14,040）
M67シリーズ

M67のレンズリングを装備したハウジ
ングには、直接ねじ込んで取り付ける

レンズリングのないハウジングには専用
の「M67マウントベース」
「M67レンズ
アダプターベース」を介して取り付ける

オプション

【UCL-165M67 主な仕様】
寸法

φ72㎜ ×21.6㎜

重量（陸上/水中）

140g / 約73g

光学系

2群2枚

焦点距離（陸上/水中）

135.6㎜ / 165㎜

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 内面減反射コーティング

取り付け部規格

M67-0.75

実用耐水深

60m

ねじ込み式のM67マウント

M67-LDマウント変換リング
for UCL-330/165M67

￥3,200（税込 ￥3,456）

M67シリーズのクローズアップレンズを、
28LDマウント/LDマウント対応製品に取
り付け可能とするマウント変換リング。

● UCL-165M67は、焦点距離165㎜（No.6 ）、カメラのフォーカス
位置が無限遠のとき、レンズ先端からの撮影距離が165㎜となる高

倍率クローズアップレンズです。フォーカスを最短にすれば最短撮影
距離がさらに短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影

クローズアップレンズ

UCL-330
￥13,000（税込 ￥14,040）
M67シリーズ

を楽しめます。

● UCL-330は、焦点距離330㎜（No.3）、カメラのフォーカス位置

が無限遠のとき、レンズ先端からの撮影距離が330㎜となる、UCL-

165M67の半分の倍率のクローズアップレンズです。望遠撮影に強い
超高倍率ズームレンズを搭載したデジタルカメラに装着すれば、近づ

きにくい生物のマクロ撮影に最適な距離と倍率が得られます。

● 水陸両用設計、ズーム全域で使用可能。同じ撮影距離でもズーム

を調整することにより、被写体の「サイズ」に合わせた倍率で撮影する

ことができます。

● レンズ構成は2群2枚。内側にコーティングが施された高性能光
学ガラスレンズを採用し、各収差を良好に抑えました｡

● 取り付け部規格には、汎用性の高い、ねじ込み式の「 M67マウン

ト」を採用。

● レンズ前面の内側にはM67の雌ネジを装備し、ねじ込み式の「M67

シリーズ」のクローズアップレンズをつなげて、さらなる近接撮影が可
【UCL-330 主な仕様】
寸法

φ72㎜ ×21.6㎜

重量（陸上/水中）

132g / 約75g

光学系

2群2枚

焦点距離（陸上/水中）

330㎜ / 330㎜

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 内面減反射コーティング

取り付け部規格

M67-0.75

実用耐水深

60m

能。ネジ部には、水を逃す切込みがあり、水圧がかかった状態でも楽に
着脱を行えます。

● M67レンズリングを装備したハウジングには、直接ねじ込んで取

り付けます。M67レンズリングを装備していないハウジングには、専

用設計された「 M67マウントベース」や「 M67レンズアダプターベー

ス 」を介して取り付けできます。また、
「 M67-LDマウント変 換リン

グ for UCL-330/165M67」を取り付けて、
「 28LDマウントベース」

「 LDレンズアダプターベース」にも装着可能です。

INON 19
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ATTACHMENT LENS

Macro

高倍率でありながら高画質とライティングしやすい長いワーキングディスタンスを実現。

フルサイズ用マクロレンズからコンパクトデジタルカメラまで対応した、水中専用クローズアップレンズ。

水中クローズアップレンズ

UCL-90 M67
￥34,800（税込 ￥37,584）
M67シリーズ

UCL-90 M67は、M67のレンズリン

UCL-90 LDは、各 機 種 専 用 の「28

グを装備したハウジングまたはポート

LDマウントベース」
「LDレンズアダプ

に直接ねじ込んで取り付ける

ターベース」を介して取り付ける

● ちょうど撮影しやすい高倍率と、ライティングしやすい長いワーキ

ングディスタンスを確保したクローズアップレンズです。フルサイズ

一眼カメラ用マクロレンズから、コンパクトデジタルカメラまで幅広い

カメラに対応します。
■対応レンズ

・フルサイズ用60㎜～100㎜クラスのマクロレンズ

・APS-C用40～60㎜クラスのマクロレンズ

＊1

＊1

・マイクロフォーサーズ用45㎜～60㎜クラスのマクロレンズ

水中クローズアップレンズ

＊1

、標準ズームレンズ

＊2

・光学ズーム倍率が5倍程度までのコンパクトデジタルカメラ ＊2

UCL-90 LD

＊1 カメラのレンズとポートの防水ガラスの距離や、本レンズとポートの取り付け距離が極端に
離れているハウジングシステムでは、ケラレが生じる場合があります。

＊2 焦点距離が35㎜フィルム換算で、60㎜～100㎜近辺のズーム域で使用可能です。これより

￥34,800（税込 ￥37,584）

ワイド側のズーム域ではケラレが生じ、逆にズームテレ側では画質が低下します。

● 水中焦点距離は、90㎜（ +11ディオプター ）の高倍率。フルサイ

LDシリーズ

ズ一眼カメラ用100㎜クラスのマクロレンズ使用時、最短距離での

最大撮影倍率はUCL-67 M67/UCL-67 LD（＋15ディオプター ）と
UCL-165M67/UCL-165LD（ +6ディオプター ）の、およそ中間を

ターゲットとした2.23倍（面積比4.98倍）＊3。最短撮影距離でのワー
キングディスタンスは、本レンズの被写体側レンズ面より69㎜＊3。

＊3 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED装着時。

● 水中専用設計とすることで高画質化を追求し、高屈折ガラスの採

用で極限までコンパクトにしました。コンパクトなレンズボディは、最

短撮影距離でも、ストロボやライトの光を被写体全体に回せます。レ

ンズには、色収差の低減に効果的なアクロマートレンズを採用し､ レ
ンズ全面に減反射コーティングを施して、フレア/ゴーストを低減し
ています。

【UCL-90 M67 / UCL-90 LD 主な仕様】
UCL-90 M67

UCL-90 LD

寸法

φ70㎜ ×36.4㎜

φ75.2㎜ ×36.4㎜

重量（陸上/水中）

322g / 約214g

311g / 約202g

光学系

2群3枚

焦点距離（水中）

90㎜（+11ディオプター相当）

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイ 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイ
ト
ト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

M67-0.75

実用耐水深

60m

● レンズの外周にあるネジ部へ、別売オプションの

「 レンズアダプターリング for UCL-67/90 」をね
じ込むことで、M67シリーズのクローズアップレンズ

「 UCL-165M67 」や「 UCL-330 」の増設が可能。＊4

イノン28LDマウント/LDマウント

＊4 より高倍率なイノンM67クローズアップレンズ「UCL-67 M67]「UCL-100M67」
「UCL-90
M67」は、画質が低下するため、増設を推奨していません。

● UCL-90 M67の取り付け部規格には、汎用性の高いねじ込み式の

「 M67マウント」を採用。マウント部を、別売オプション「フリップ用
M67ネジ環セット for UCL-67/90 」に交換することで、Nauticam

社等のフリップへ、奥に挿し込んだ（ポートの防水ガラスに近づけた）

オプション

状態で取り付け可能となります。＊5 ＊6

＊5 SAGA社等の、フリップ内径がφ57mm以下の小径なフリップには取り付けできません。
＊6 お客様ご自身で、精密ドライバーを使ってマウント部の小ねじを緩め、交換が可能です。

● UCL-90 LDの取り付け部規格には、バヨネット方式に着脱ロック

レンズアダプターリング
for UCL-67/90
￥2,500（税込 ￥2,700）

20 INON

フリップ用M67ネジ環セット
for UCL-67/90
￥3,500（税込 ￥3,780）

機構をプラスした、
「 LDマウント」を採用。対応するハウジングに専用

設計された「28LDマウントベース」/「 LDレンズアダプターベース」を
介して取り付けます。

Macro

超高倍率でありながら高画質とライティングしやすい長いワーキングディスタンスを実現。

フルサイズ用マクロレンズ対応、水中専用クローズアップレンズ。

水中クローズアップレンズ

UCL-67 M67
￥39,800（税込 ￥42,984）
M67シリーズ

UCL-67 M67は、M67のレンズリン

UCL-67 LDは、各 機 種 専 用 の「28

グを装備したハウジングまたはポート

LDマウントベース」
「LDレンズアダプ

に直接ねじ込んで取り付ける

ターベース」を介して取り付ける

● 焦点距離60㎜～100㎜のフルサイズ用マクロレンズに最適化し、
超高倍率でありながら高画質とライティングしやすい長いワーキン

グディスタンスを実現した、水中専用設計のクローズアップレンズで

す。一眼レフだけでなく、ミラーレスやコンパクトデジタルカメラにも
対応します。
■対応レンズ

・フルサイズ用60㎜～100㎜クラスのマクロレンズ

・APS-C用40～60㎜クラスのマクロレンズ

水中クローズアップレンズ

＊1

＊1

・マイクロフォーサーズ用45㎜～60㎜クラスのマクロレンズ

＊1

、標準ズームレンズ

＊2

・光学ズーム倍率が5倍程度までのコンパクトデジタルカメラ ＊2

UCL-67 LD

＊1 カメラのレンズとポートの防水ガラスの距離や、本レンズとポートの取り付け距離が極端に
離れているハウジングシステムでは、ケラレが生じる場合があります。

￥39,800（税込 ￥42,984）

＊2 焦点距離が35㎜フィルム換算で、60㎜～100㎜近辺のズーム域で使用可能です。これより
ワイド側のズーム域ではケラレが生じ、逆にズームテレ側では画質が大きく低下します。

LDシリーズ

● 水中焦点距離は、67㎜（ +15ディオプター ）の超高倍率。フルサ

イズ一眼カメラ用100㎜クラスのマクロレンズ使用時、最短距離での
最大撮影倍率は2.76倍（ 面積比7.65倍 ）＊3。最短撮影距離でのワー

キングディスタンスは、本レンズの被写体側レンズ面より52㎜（ハウ

ジングポート面より83.4㎜）＊3。

＊3 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED装着時。

● 高屈折率ガラスを使用することで、大口径なフルサイズ用マクロレ

ンズに対応し、超高倍率/高画質でありながらも、小型化を実現。レ

ンズには、色収差の低減に効果的なアクロマートレンズを採用し､ レ
ンズ全面に減反射コーティングを施して、フレア/ゴーストを低減し

ています。また、水中専用設計とすることで、フォーカス全域において
各収差を良好に補正し、全撮影距離での高画質を追求しました。

【UCL-67 M67 / UCL-67 LD 主な仕様】
UCL-67 M67

UCL-67 LD

寸法

φ70㎜ ×37㎜

φ75.2㎜ ×37㎜

重量（陸上/水中）

340g / 約227g

326g / 約217g

光学系

3群4枚

焦点距離（水中）

67㎜（+15ディオプター相当）

本体材質 / 表面処理

耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイ 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイ
ト
ト、ポリカーボネート等

硝材 / 表面処理

光学ガラス / 両面減反射コーティング

取り付け部規格

M67-0.75

実用耐水深

60m

● レンズの外周にあるネジ部へ、別売オプションの

「 レンズアダプターリング for UCL-67/90 」をね
じ込むことで、M67シリーズのクローズアップレンズ

「 UCL-165M67 」や「 UCL-330 」の増設が可能。＊4

イノン28LDマウント/LDマウント

＊4 より高倍率なクローズアップレンズ「UCL-100M67」
「UCL-90 M67」
「UCL-67 M67」は、
画質低下が顕著なため、増設に対応していません。

● UCL-67 M67の取り付け部規格には、汎用性の高いねじ込み式の

「 M67マウント」を採用。マウント部を、別売オプション「フリップ用
M67ネジ環セット for UCL-67/90 」に交換することで、Nauticam

社等のフリップへ、奥に挿し込んだ（ポートの防水ガラスに近づけた）

オプション

状態で取り付け可能となります。＊5 ＊6

＊5 SAGA社等の、フリップ内径がφ57mm以下の小径なフリップには取り付けできません。
＊6 お客様ご自身で、精密ドライバーを使ってマウント部の小ねじを緩め、交換が可能です。

● UCL-67 LDの取り付け部規格には、バヨネット方式に着脱ロック

レンズアダプターリング
for UCL-67/90
￥2,500（税込 ￥2,700）

フリップ用M67ネジ環セット
for UCL-67/90
￥3,500（税込 ￥3,780）

機構をプラスした、
「 LDマウント」を採用。対応するハウジングに専用

設計された「28LDマウントベース」/「 LDレンズアダプターベース」を
介して取り付けます。
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LENS ACCESSORY
アタッチメントレンズアクセサリー

LDレンズホルダー フロートアーム用

￥2,000（税込 ￥2,160）

M67レンズホルダー フロートアーム用

￥2,600（税込 ￥2,808）

ADレンズホルダー フロートアーム用

￥1,600（税込 ￥1,728）

28LDシリーズ/LDシリーズのアタッチメントレンズを、アーム

M67シリー ズ/28M67シリー ズ のアタッチメントレンズを、

ADシリーズ/28ADシリーズのアタッチメントレンズを、アーム

に保持するためのオプションです＊１。フロートアーム/メガフロー

アームに保持するためのオプションです。フロートアーム/メ

に保持するためのオプションです。フロートアーム/メガフロート

トアーム/メガフロートチューブには直接ネジ止め、スティック

ガフロートアーム/メガフロートチューブには直接ネジ止め、ス

アーム/メガフロートチューブには直接ネジ止め、スティックアー

アーム/マルチボールアームには「M5ジョイント」を介して取り

ティックアーム/マルチボールアームには「M5ジョイント」を介し

ム/マルチボールアームには「M5ジョイント」を介して取り付け

付けます。アタッチメントレンズの水中への携行を容易とし、ク

て取り付けます。

ます。

イックなレンズ着脱/交換をサポートします。

■重量：50g（陸上）/ 約25g（水中）

■重量：26g（陸上）/ 約6g（水中）

■重量：32g（陸上）/ 約7g（水中）

LDレンズホルダーW

M67レンズホルダーW

￥4,800（税込 ￥5,184）

￥6,300（税込 ￥6,804）

ADレンズホルダー

￥3,800（税込 ￥4,104）

28LDシリーズ/LDシリーズのアタッチメントレンズを保持する

M67シリーズ/28M67シリーズのアタッチメントレンズを保持

ADシリーズ/28ADシリーズのアタッチメントレンズを保持する

ホルダー部を、アームボディに２個増設します＊１。レンズホルダー

するホルダー部を、アームボディに２個増設するオプションです。

ホルダー部を、アームボディに２個増設するオプションです。レ

［ネジ］とレンズホルダー［穴］でアームボディなどを挟んで取り

レンズホルダー［ネジ］とレンズホルダー［穴］でアームボディな

ンズホルダー
［ネジ］
とレンズホルダー
［穴］でアームボディなどを

付けます。レンズホルダー［ネジ］は「LDレンズホルダーS」とし

どを挟んで取り付けます。レンズホルダー［ネジ］は「M67レン

挟んで取り付けます。レンズホルダー［ネジ］を「Dホルダー延長

て、レンズホルダー［穴］は「LDレンズホルダー フロートアーム

ズホルダーS」として、レンズホルダー［穴］は「M67レンズホル

バー」に、レンズホルダー［穴］をフロートアームなどに、それぞ

用」として、それぞれ個別に使用することも可能です。

ダー フロートアーム用」として、それぞれ個別に使用することも

れ個別に使用することも可能です。

■重量：69g（陸上）/ 約20g（水中）
［ 両面取り付け時］

可能です。
■重量：106g（陸上）/ 約60g（水中）
［ 両面取り付け時］

LDレンズホルダーDP フロートアーム用

M67レンズホルダーDP フロートアーム用

■重量：57g（陸上）/ 約18g（水中）
［ 両面取り付け時］、38g
（陸上）/ 約12g（水中）
［ 片面取り付け時］

ADレンズホルダーDP フロートアーム用

￥5,300（税込 ￥5,724）

￥4,200（税込 ￥4,536）

￥4,500（税込 ￥4,860）

深底とすることで、レンズ後端が突き出ている「UFL-M150

深底とすることで、レンズ後端が突き出ている「UFL-M150

深底とすることで、レンズ後端が突き出ている「UFL-M150

ZM80」
「UWL-S100 ZM80」にも対応した、LDマウントの

ZM80」
「UWL-S100 ZM80」にも 対 応した、M67マウン

ZM80」にも対応した、ADマウントのレンズホルダーです。そ

レンズホルダーです。その他の28LDシリーズ/LDシリーズア

トのレンズホルダーです。その他のM67シリーズ/28M67シ

の他のADシリーズ/28ADシリーズアタッチメントレンズも対

タッチメントレンズも対応します＊１。フロートアーム/メガフロー

リーズアタッチメントレンズも対応します。フロートアーム/メ

応します。フロートアーム/メガフロートアーム/メガフロート

トアーム/メガフロートチューブには直接ネジ止め、スティック

ガフロートアーム/メガフロートチューブには直接ネジ止め、ス

チューブには直接ネジ止め、スティックアーム/マルチボー ル

アーム/マルチボールアームには「M5ジョイント」を介して取り

ティックアーム/マルチボールアームには、M5ジョイント」を介し

アームには「M5ジョイント」を介して取り付けます。

付けます。

て取り付けます。

■重量：49g（陸上）/ 約24g（水中）

■重量：64g（陸上）/ 約33g（水中）

■重量：58g（陸上）/ 約34g（水中）

LDレンズホルダーDP-S

M67レンズホルダーDP-S

ADレンズホルダーDP-S

￥5,600（税込 ￥6,048）

￥4,500（税込 ￥4,860）

￥4,800（税込 ￥5,184）

深底とすることで、レンズ後端が突き出ている「UFL-M150

深底とすることで、レンズ後端が突き出ている「UFL-M150

深底とすることで、レンズ後端が突き出ている「UFL-M150

ZM80」
「UWL-S100 ZM80」にも対応した、LDマウントの

ZM80」
「UWL-S100 ZM80」にも 対 応した、M67マウン

ZM80」にも対応した、ADマウントのレンズホルダーです。そ

レンズホルダーです。その他の28LDシリーズ/LDシリーズア

トのレンズホルダーです。その他のM67シリーズ/28M67シ

の他のADシリーズ/28ADシリーズアタッチメントレンズも対

タッチメントレンズも対応します＊１。レンズホルダー［ネジ］とレ

リーズアタッチメントレンズも対応します。レンズホルダー［ネ

応します。レンズホルダー［ネジ］とレンズホルダー押えで、アー

ンズホルダー押えで、アームボディや「Dホルダー延長バー」な

ジ］とレンズホルダー押えで、アームボディや「Dホルダー延長

ムボディや「Dホルダー延長バー」などを挟んで取り付けます。

どを挟んで取り付けます。

バー」などを挟んで取り付けます。

■重量：60g（陸上）/ 約29g（水中）

■重量：75g（陸上）/ 約38g（水中）

■重量：69g（陸上）/ 約39g（水中）

＊1「AD-LDマウント変換リング for UCL-165AD」
「 M67-LDマウント変換リング for UCL-330/165M67」を装着したアタッチメントレンズを取り付けることも可能です。
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LDレンズホルダーS

￥3,300（税込 ￥3,564）

M67レンズホルダーS

M67レンズアーム

￥4,200（税込 ￥4,536）

￥5,800（税込 ￥6,264）
ハウジング自体にアタッチメントレンズを取り付けるためのレン

28LDシリーズ/LDシリーズのアタッチメントレンズを、アーム

M67シリー ズ/28M67シリー ズ のアタッチメントレンズを、

ボディや「Dホルダー延長バー」などに保持するためのオプショ

アームボディや「Dホルダー延長バー」などに保持するためのオ

ズリングが装備されておらず、マウントベースやレンズアダプ

ンです＊１。レンズホルダー［ネジ］とレンズホルダー押えで挟ん

プションです。レンズホルダー［ネジ］とレンズホルダー押えで挟

ターベースも対応していない機種でも、M67シリーズのクロー

で取り付けます。

んで取り付けます。

ズアップレンズを使用可能とするアダプターです。グリップベー

■重量：44g（陸上）/ 約14g（水中）

■重量：62g（陸上）/ 約31g（水中）

スD4などからクランプやアームを介して固定します。
■重量：55.8g（陸上）/ 約35g（水中）
■対応レンズ：UCL-165M67、UCL-330

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）

キャリングポーチ（for UWL-100）

キャリングポーチ（for UFL-165AD）

クローズアップレンズ用の、水中使用可能なキャリングポーチで

￥2,000（税込 ￥2,160）

￥3,200（税込 ￥3,456）

フィッシュアイコンバージョンレンズUFL-165AD用の、水中

す。ウェットスーツと同じネオプレーンゴム製の生地で、持ち運

ワイドコンバージョンレンズ用の、水中使用可能なキャリング

び時にレンズを保護することができます。

ポーチです。ウェットスーツと同じネオプレーンゴム製の生地

使用可能なキャリングポーチです。ウェットスーツと同じネオプ

■外寸：直径75㎜ x95㎜

で、持ち運び時にレンズを保護することができます。

レーンゴム製の生地で、持ち運び時にレンズを保護することが

■対応レンズ：UCL-165LD、UCL-165M67、UCL-330、

■外寸：直径105㎜ x100㎜

できます。

UCL-165AD、UCL-100LD、UCL-100M67、UCL-90LD、

■対応レンズ：UWL-H100 28LD、UWL-H100 28M67、

■外寸：直径115㎜ x140㎜

UCL-90M67、UCL-67LD、UCL-67M67、UWL-105AD

UWL-100 28AD、UWL-100 Achromat

■対応レンズ：UFL-165AD

スナップオンレンズキャップM67

￥500（税込 ￥540）

M67の雌ネジを有する、クローズアップレンズや一眼カメラ用

ドームポートカバーS

フロントポートカバーφ100

ドームレンズユニット用のカバーです。クッション性のあるネオプ

直径約100㎜のレンズに対応するカバーです。クッション性の

つまむだけで容易に着脱できます。脱落防止の紐が付属し、外

レーンゴム製の生地が、レンズ面を保護します。

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。

しているときの紛失を防止します。

■対応レンズ：
ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100、

■対応レンズ：
ドームレンズユニットⅡ for UWL-S100 ZM80

■対応レンズ：UCL-165LD、UCL-165M67、UCL-330、

￥3,000（税込 ￥3,240）

￥1,500（税込 ￥1,620）

スチック製のキャップです。キャップ中央にバネ式のノブを設け、

UCL-100LD、UCL-100M67

ドームレンズユニットⅡ for UWL-100

AD-LDマウント変換リング
for UCL-165AD

ハウジングのポートの前面に取り付け、レンズ面を保護するプラ

M67-LDマウント変換リング
for UCL-330/165M67

ステップアップリング52-67

￥1,500（税込 ￥1,620）

M67シリーズ/28M67シリーズのアタッチメントレンズを、レ

￥3,200（税込 ￥3,456）

￥3,200（税込 ￥3,456）

ンズ取り付け部が52㎜径ネジの防水プロテクターに取り付け

ADシリーズのクローズアップレンズを、28LDマウント/LDマ

M67シリーズ/28M67シリーズのクローズアップレンズを、

可能とするステップアップリングです。

ウント対応製品に取り付け可能とするマウント変換リングです。

28LDマウント/LDマウント対応製品に取り付け可能とするマウ

■重量：14g（陸上）/ 約9g（水中）

■重量：48.2g（陸上）/ 約23（水中）

ント変換リングです。

■対応レンズ：UCL-165M67、UCL-330、UCL-100M67、

■対応レンズ：UCL-165AD

■重量：33.5g（陸上）/ 約17g（水中）

UCL-90M67、UCL-67M67、UWL-H100 28M67 Type2、

■対応レンズ：UCL-165M67、UCL-330、UCL-100M67

UFL-M150 ZM80
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イノンウェブサイト

http://www.inon.co.jp
有限会社イノン 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台2-18-9
製品に関するお問い合わせは

☎ 0467-48-2174
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FAX
0467-48-2178
E-mail query@inon.co.jp

消費税８％に対応した税込価格を掲載しています。
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