S-TTL STROBE & ARM
水 中ストロボ & アームカタログ

INON 01

INON

S-TTL STROBE LINEUP

広角、強力
フラッグシップ水中ストロボ

￥69,800（税込 ￥75,384）
コンパクトボディに、ガイドナンバー33の大光量、高
性能と多機能を凝縮。光学設計されたドームレンズを
採用し、拡散板などで光量を減衰させることなく、大光
量と水中照射角度110°を両立。デジタルカメラ、フィ
ルム式カメラ、光接続、電気接続、あらゆるカメラシス
テムに圧倒的なスペックでお応えします。
PAT

アメリカ国内/日本国内で特許取得済みの特別機能

JP.PAT. 日本国内で特許取得済み/アメリカ国内で特許申請中の特別機能
US.PAT. アメリカ国内で特許取得済みの特別機能

ガイド
ナンバー

33

拡散板なし

円形
110°

リサイクル
タイム

広照射角

マニュアル

13 段

1.6 秒

光ケーブル ワイヤレス
接続
接続

S-TTL
オート
電気
接続

ストロボ側
調光補正

220

ルーメン
LEDライト

【実寸大】

ドームレンズで大光量と水中照射角度110°を両立

載。微妙な光量調節を必要とするプロユースにも、精度の高

軽量コンパクトなボディに、ガイドナンバー33 の大光量回

いライティングを提供します。

＊1

路を搭載。発光部前面に緻密に計算されたドームレンズ（特
許出願中）を採用し、イノン独自のT型ツインフラッシュ構造
PAT

不要な周辺光を遮る
「ストロボライトカッター」

との相乗効果により、高出力発光をロスなく水中で

発光部周囲に、ストロボ周辺光の一部をカットすることがで

広げ、水中照射角度円形110°を実現しました。一般的に用

きる「ストロボライトカッター」を標準装備。ストロボ照射光

いられている乳白の拡散板は、光量を減衰させてしまうほ

が、カメラのレンズに直射することで生じるフレア・ゴースト

か、内部に熱をこもらせる欠点がありました。一方ドームレ

現象や、ポート直近やポートより前にストロボを配置させた

ンズは、空気・アクリル・水の屈折率を利用して、発光のほぼ

際などに発生する浮遊物の写り込みを、大幅に軽減します。

全てを前方に放射しながら 照射角を広げています。さらに、
Z-330は大光量ストロボの問題点であった閃光時間の長さ

前面ドームレンズ

「ストロボライトカッター」は、適度なクリック感で360°位置
調整可能。外して撮影することも可能です。

をクリア。発光開始から最大閃光まで、ごく短時間で到達し
ます。カメラ内蔵フラッシュのプリ発光や本発光を感知する

220lumenシャッター連動自動消灯フォーカスライト

と同時に、Z-330ストロボも照射開始する方式と相まって、

シャッターレリーズと合わせて消灯し、自動的に再点灯する、

1/1000の高速シャッタースピード時にも、ストロボ照射が

明るさ220ルーメンの「シャッター連動自動消灯フォーカス

シャッターにケラレることなく、フル発光まで利用できます。

ライト」を内蔵 US.PAT. 。ライト発光部前面にフレネルレンズ

S-TTLオート調光/13段階マニュアル調光

ストロボの光軸合わせ用のターゲットライトとしても、使い

信頼と実績のある、イノン独自の高精度自動調光システム

勝手を大幅に向上させています。

を搭載し、ライトとストロボの光軸とをほぼ合致させました。

「S-TTLオート」JP.PAT.

調光を搭載。簡単・確実に適正露出

が得られます。S-TTLオート調光は、ストロボ背面の「EV.コ

内部にこもる熱を水中へ逃がす放熱機構を装備

ントロールスイッチ」を回すだけで、発光量の微調節が可能。

発光部周辺に、熱伝導率の高い金属の放熱環を装備。内部

調整の範囲は、標準的な設定位置からプラス側へ3段階、マ

回路ユニットと直接接続することで、発光ごとにストロボ内

イナス側へ6段階。撮影者の意図する適正露出や、カメラの

部にこもる熱を、効率よく水中へ放出します。大光量ストロ

機種毎の露出特性に合わせて、簡単に補正を行えます。ま

ボの課題であった熱の問題を解消しました。過熱で発光が

た、細かい1/2EV.刻み13段階のマニュアル調光機能を搭

停止するという不安もなく、撮影に集中できます。
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ストロボライトカッターは360°
回転
し、着脱も可能

フォーカスライト光の軌跡（水中）

129 ㎜

131 ㎜

111 ㎜

Z-330背面
ストロボドームフィルター

ストロボドームフィルター

ストロボドームフィルター

ストロボドームフィルター

SOFT（付属品）

ND（別売）

[4600K]（別売）

[4900K]（別売）

各種ストロボドームフィルター対応

操作性を高めた蓄光背面パネルと大型スイッチ

前面に備わったバヨネット機構により、各種ストロボドーム

背面操作パネルに、高照度蓄光素材を採用し、昼夜問わず

フィルターを簡単に取り付け/取り外しできます。ストロボの

視認性が向上しました。また、大型化した回転スイッチは、

ドームレンズの保護と、光質を柔らかくする効果をもつ「ス

厚手のグローブ越しでも操作が容易です。光量を調節する

トロボドームフィルター SOFT」が付 属。光 量を-4EV.減

「EV.コントロールスイッチ」には、最大と最小で止まる回転

少させる「ストロボドームフィルター ND」、ストロボの色温

止め機構を追加し、スイッチ位置を分かりやすくしています。

度をそれぞれ4600K、4900Kに変更する「ストロボドーム
フィルター [4600K]」、
「ストロボストロボドームフィルター

フル発光でも最短1.6秒のリサイクルタイム

[4900K]」が、別売アクセサリーとして対応します。

フル発光時のリサイクルタイム（フル発光してから、レディラ

高照度蓄光背面操作パネル

ンプが点灯して発光可能になるまでの時間）は、最短約1.6

高感度センサーによる光接続と電気ケーブル接続

秒＊3。大光量でも高速チャージを実現しています PAT 。

コンパクトデジタルカメラ用から、内蔵フラッシュを装備した
デジタル一眼カメラ用のハウジング、LEDトリガー回路を内

プレ発光 (1回/2回) 自動切り換え機能

蔵したハウジングまで、メーカーや機種を問わず光接続が

プレ発光回数が撮影状況によって1回から2回に変化し、内

対応します。Z-330の高性能受光センサーが、カメラシステ

蔵フラッシュが都合2回から3回発光するカメラにも対応。プ

ム側からの光信号を漏らさず受光。光信号が微弱な場合や、

レ発光回数を検知して自動的に最適な動作を行い、
「S-TTL

光ケーブルが劣化しはじめた状態でも、ストロボが確実に

オート調光」はもちろん、
「マニュアル調光」が正確に動作し

発光し、発光不良のストレスから解放されます。高感度セン

ます。さらに、独自機能「アドバンスドキャンセル回路」によっ

サーにより、光ケーブルを使用せず、別売の
「ワイヤレス接続

て、内蔵フラッシュをプレ発光させるデジタルカメラとの組み

キット」によるミラーを利用した通信も可能。
「 シューベース

合わせで「マニュアル調光」をする際に問題となっていた、カ

M6」
や
「グリップベースD4セット」
を介してストロボを取り付

メラ内蔵フラッシュが常にフル発光してしまう現象を抑制し、

けた簡単セッティングで、ワイヤレスS-TTLオート調光＊2が

撮影間隔の短縮と撮影枚数の増加を実現しました。

可能です。さらに、ニコノス5ピンタイプの電気ケーブルを接

＊1 陸上値 /ISO100・m、公称値。
＊2 オリンパス社のワイヤレスRCフラッシュシステムや、ニコン社のクリエイティ
ブライティングシステムなど、カメラ本体に搭載のワイヤレスフラッシュシステ
ムとは、方式が異なるため互換性がありません。
＊3 奨 電 池 (Panasonic "eneloop pro", BK-HCD, 1.2V, Min.2,500mAh)
使用時。弊社内テストデータ（参考値）です。

続するコネクターを装備。フィルム式カメラのTTLオート調
光や、電気コネクターを装備したデジタルカメラ用ハウジン
グでのマニュアル調光にも対応できます。

Ｌ型光Ｄケーブル装着時

電気ケーブル装着時

INON 07

INON

S-TTL STROBE LINEUP

広角、軽量
スーパーミドルレンジ水中ストロボ

￥56,800（税込 ￥61,344）
Z-330の最新機能を踏襲し、ガイドナンバーを20、接続
方式を光ケーブルに特化。光学設計されたドームレンズ
を採用し、拡散板などで光量を減衰させることなく、水
中照射角度を110°に拡大。高性能・多機能と、水中最軽
量の扱いやすさが、優れたパフォーマンスを実現します。

ガイド
ナンバー

20

マニュアル

13 段

拡散板なし

円形
110°

広照射角

リサイクル
タイム

1.3秒

光ケーブル ワイヤレス
接続
接続

S-TTL
オート

ストロボ側
調光補正

220

ルーメン
LEDライト

【実寸大】

余裕の光量ガイドナンバー20
ドームレンズで水中照射角度を110°に拡大

D-200は、eneloop単 三 形 電 池4本とストロボライトカッ

発光部前面に緻密に計算されたドームレンズ（特許出願中）

「Z
ター込みで4gの浮力＊2を持ち、水中でわずかに浮く仕様。

を採用し、イノン独自のT型ツインフラッシュ構造との相乗効

アダプターMV」や「Zジョイント」などのアダプターを取り付

果により、ガイドナンバー20＊1の高出力発光をロスなく水中

けて、海水中でほぼ中性浮力になります。水中で重いストロ

で広げ、水中照射角度円形110°を実現しました。

水中で扱いやすい、浮力4グラム

ボは、接続しているアームのクランプを緩めすぎた際に、スト
ロボが自重で傾いたり下がったりすることがありますが、中

カメラメーカーを問わない高精度S-TTLオート調光
13段階マニュアル調光

性浮力のD-200は、安定した光軸位置調節が可能です。ま
た、軽いストロボは、水中での持ち運びに有利です。

デジタルカメラ内蔵フラッシュ光を外部ストロボに伝達する
ことで、メーカーや機種を問わず作動する、高精度S-TTL

簡単確実な光ケーブル接続

オート調光を搭載。正確なストロボ露出を簡単に得られま

浸水のリスクがなく、カメラシステムとストロボとを簡単確実

す。入門機として購入したコンパクトデジタルカメラから、デ

に接続する、イノンの光接続システムが対応。コンパクトデ

ジタル一眼カメラへステップアップする場合でも、ストロボ

ジタルカメラ用のハウジングから、内蔵フラッシュを装備した

は買い替えずに、そのまま使用することができます。また、マ

デジタル一眼カメラ用のハウジング、LEDトリガー回路を内

ニュアル調光は、1/2EV.刻みで13段階設定。高度なプロ

蔵したデジタル一眼カメラ用のハウジングまで、メーカーや

フェッショナル撮影にも対応します。

機種を問わず光ケーブルで接続できます。

不要な周辺光を遮る
「ストロボライトカッター」

220lumenシャッター連動自動消灯フォーカスライト

発光部周囲に、ストロボ周辺光の一部をカットする
「ストロボ
ライトカッター」を標準装備。ストロボ周辺光によるフレア・
ゴースト現象や浮遊物の写り込みを、大幅に軽減します。

各種ストロボドームフィルター対応
前面に備わったバヨネット機構には、Z-330と共通の各種ス
トロボドームフィルターを取り付け/取り外しできます。
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内部にこもる熱を水中へ逃がす放熱機構を装備
高感度センサーによるワイヤレスTTL機能

D-200背面

フロントカバーφ110
￥3,000（税込 ￥3,240）

操作性を高めた蓄光背面パネルと大型スイッチ
フル発光でも最短1.3秒のリサイクルタイム
プレ発光（1回/2回）自動切換え機能

＊1 陸上値 /ISO100・m、公称値
＊2 真水(25℃ )中､ 公称値

超コンパクトながら充実の基本性能
最小、最強水中ストロボ

￥38,000（税込 ￥41,040）
ガイドナンバー20、拡散板なしでも105°×95°、拡散板
装着で円形配光110°の広照射角、デジタルカメラ対応
高精度S-TTLオート調光、12段階マニュアル調光など、
上位機種とほぼ同等の基本性能を超コンパクトなボディ
に凝縮。抜群の機動力を発揮します。

【実寸大】

20

マニュアル

12 段

照射角

105°
×95°

リサイクル
タイム

1.5 秒

S-TTL
オート

64 ㎜

106.5 ㎜

ストロボ側
調光補正
83.1㎜

ガイド
ナンバー

光ケーブル ワイヤレス
接続
接続

性能を落とさず
限界までボディを小型化

光撮影がはじめられます。カメラを気軽に片手で持って、外

ストロボの基本性能を維持するために、小型化には不利と

し出せます。もちろん、光Dケーブルを接続すれば、水面直

部ストロボの余裕のパワーで、水中世界をより鮮やかに写

なる、単三型電池を４本使用することにこだわり抜きまし

下などの外光の多い条件下でも、より確実な発光を可能と

た。幅64㎜ ×高さ83.1㎜ ×奥行き106.5㎜のコンパクトサ

しています。

イズでありながらも、上位機種とほぼ同等の基本性能と耐
ドナンバー20」＊1の充分な光量に加え、内部配線の短縮と

拡散板を付けても
被写体の色が変わらない

部品の効率化により、速いリサイクルタイムと多い発光回

拡散板なしの照射角は「105°×95°」。付属の「-0.5白拡散

数を達成。安定性と抜群の調光精度に実績のある「S-TTL

板 for S-2000」を取り付ければ、
「 円形配光110°」まで広

久性を持ち、驚くべきハイパフォーマンスを誇ります。
「 ガイ

オート調光 」に加え、12段階「マニュアル調光 」を搭載し、

がります。白拡散板は、独自にチューニングした光色の変わ

プロユースにも充分対応。もちろん、S-TTLオート調光の

らない素材を採用し、ストロボ光の色温度の低下は、わず

露出を補正する「EV.コントローラー」や、デジタルカメラの

か100Ｋ
（ケルビン）。拡散板を使用しないマクロ撮影と、ス

プレ発光回数（１回、２回）自動切換え機能も搭載されてい

トロボの照射角度を広げるために拡散板をつけたワイド撮

ます。

影を比べても、同じ色で水中世界を表現できます。

高感度センサーによるワイヤレスTTL機能搭載

S-2000背面

＊1 陸上値 /ISO100・m、公称値。

S-2000では、センサーの受 光 信 号を従 来 機 種D-2000
Type3から100倍以上に増幅することに成功。光Dケーブ
ルを使用しない、ワイヤレスS-TTLオート調光を可能にしま
した。また、マニュアルスレーブストロボとしての同調距離
を飛躍的に向上しています。S-2000には、カメラの内蔵フ
ラッシュ光を効率良くストロボのセンサーへ受光させるため
の「ワイヤレス接続キット」を付属。
「 シューベース」類や「グ
リップベースD4セット」を介して、ハウジングにストロボを
取り付ける簡単セッティングで、ワイヤレスS-TTLオート調

電池収納状態

ミラーユニット装着時

付属の-0.5白拡散板装着
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STROBE SPECIFICATION

【Z-330／D-200／S-2000 主な仕様】
形式

イノンZ-330

イノンD-200

イノンS-2000

調光方式
（＊1）

S-TTLオート調光 / マニュアル調光 / TTLオート調光

S-TTLオート調光 / マニュアル調光 / TTLオート調光（＊10）

S-TTLオート調光 / マニュアル調光 / TTLオート調光（＊10）

接続方式
（＊1）

光接続（光Dケーブル､ ワイヤレス）
電気接続（シンクロコード ＊12）

光接続（光Dケーブル､ ワイヤレス）

光接続（光Dケーブル､ ワイヤレス、光Dスレーブケーブル）

ガイドナンバー
（＊2）

33［フィルター未使用時］

20［フィルター未使用時］

20［拡散板未使用時］
17［付属の「-0.5白拡散板」同等品使用時］

設定可能発光量
ガイドナンバー
（＊2）
照射角度

FULL [1/1 (33)]､ -0.5 [1/1.4 (27)]､ -1 [1/2 (23)]､ -1.5
[1/2.8 (19)]､ -2 [1/4 (16)]､ -2.5 [1/5.6 (13)]､ -3 [1/8
(11)]､ -3.5 [1/11 (9.8)]､ -4 [1/16 (8.2)]､ -4.5 [1/22
(6.9)]､ -5 [1/32 (5.8)]､ -5.5 [1/45 (4.9)]､ -6 [1/64 (4.1)]
（1/2EV.刻み、13段階）
110°×110°円形配光［ストロボライト］
（＊3）
30°［フォーカスライト］

フォーカスライト
220lm（＊4）
光束

FULL [1/1 (20)]､ -0.5 [1/1.4 (17)]､ -1 [1/2 (14)]､ -1.5
[1/2.8 (12)]､ -2 [1/4 (10)]､ -2.5 [1/5.6 (8.4)]､ -3 [1/8
(7.1)]､ -3.5 [1/11 (5.9)]､ -4 [1/16 (5.0)]､ -4.5 [1/22
(4.2)]､ -5 [1/32 (3.5)]､ -5.5 [1/45 (3.0)､ -6 [1/64 (2.5)]
（1/2EV.刻み、13段階）

FULL [1/1 (20)]､ -0.5 [1/1.4 (17)]､ -1 [1/2 (14)]､ -1.5
[1/2.8 (12)]､ -2 [1/4 (10)]､ -2.5 [1/5.6 (8.4)]､ -3 [1/8
(7.1)]､ -3.5 [1/11 (5.9)]､ -4 [1/16 (5.0)]､ -4.5 [1/22
(4.2)]､ -5 [1/32 (3.5)]､ -5.5 [1/45 (3.0)]
（1/2EV.刻み、12段階）

110°×110°円形配光［ストロボライト］
（＊3）
30°［フォーカスライト］

105°（左右）×95°（上下）
110°×110°円形配光［付属の「-0.5白拡散板」同等品使用時］

220lm（＊4）

ー

約5500K［ストロボライト / ストロボドームフィルター SOFT未
装着時］
約5400K［ストロボライト / ストロボドームフィルター SOFT装
着時］
5300～6000K［フォーカスライト
（＊4）］

約5500K［ストロボライト / ストロボドームフィルター SOFT未
装着時］
5500K［拡散板未使用時］
約5400K［ストロボライト / ストロボドームフィルター SOFT装
5400K［付属の「“-0.5白拡散板”同等品」使用時］
着時］
5300～6000K［フォーカスライト
（＊4）］

ストロボライト
リサイクルタイム
（＊5）
（＊7）

最短約1.8秒［“eneloop”電池使用時］
最短約1.6秒［“eneloop pro”電池使用時］
最短約2.4秒［アルカリ電池使用時］
最短約3.5秒［リチウム電池（1.5V）使用時］

最短約1.3秒［“eneloop”電池使用時］
最短約1.3秒［“eneloop pro”電池使用時］
最短約1.6秒［アルカリ電池使用時］
最短約2.3秒［リチウム電池（1.5V）使用時］

最短約1.5秒［“eneloop”電池使用時］
最短約1.5秒［ニッケル水素電池使用時］
最短約1.6秒［アルカリ電池使用時］
最短約2.1秒［リチウム電池（1.5V）使用時］

ストロボライト
発光回数
（＊5）
（＊7）

約210回［“eneloop”電池使用時］
約280回［“eneloop pro”電池使用時］
約200回［アルカリ電池使用時］
約330回［リチウム電池（1.5V）使用時］

約410回［“eneloop”電池使用時］
約540回［“eneloop pro”電池使用時］
約350回［アルカリ電池使用時］
約670回［リチウム電池（1.5V）使用時］

約450回［“eneloop”電池使用時］
約570回［ニッケル水素電池使用時］
約430回［アルカリ電池使用時］
約670回［リチウム電池（1.5V）使用時］

フォーカスライト
点灯時間
（＊6）
（＊7）

約2時間30分［“eneloop”電池使用時］
約3時間20分［“eneloop pro”電池使用時］
約3時間00分［アルカリ電池使用時］
約4時間00分［リチウム電池（1.5V）使用時］

約2時間35分［“eneloop”電池使用時］
約3時間30分［“eneloop pro”電池使用時］
約3時間15分［アルカリ電池使用時］
約4時間20分［リチウム電池（1.5V）使用時］

ー

単三型“eneloop”電池（品番：BK-3MCC）
【 推奨電池】4本
単三型“eneloop pro”電池（品番：BK-3HCD）
【 推奨電池】4本
単三型ニッケル水素電池4本（＊8）
単三型アルカリ電池4本
単三型リチウム電池（1.5V）4本

単三型“eneloop”電池（品番：BK-3MCC）
【 推奨電池】4本
単三型“eneloop pro”電池（品番：BK-3HCD）
【 推奨電池】4本
単三型ニッケル水素電池4本（＊8）
単三型アルカリ電池4本
単三型リチウム電池（1.5V）4本

単三型“eneloop”電池（品番：BK-3MCC）
【 推奨電池】4本
単三型“eneloop pro”電池（品番：BK-3HCD）
【推奨電池】4本
単三型ニッケル水素電池4本（＊8）
単三型アルカリ電池4本
単三型リチウム電池（1.5V）4本

色温度

対応電池

大きさ

陸上重量

外径102㎜､ 高さ131㎜､ 奥行き125㎜
外径102㎜､ 高さ131㎜､ 奥行き125㎜
［ストロボライトカッター/ストロボドームフィルター SOFT未装 ［ストロボライトカッター/ストロボドームフィルター SOFT未装
横幅64㎜、高さ83.1㎜、奥行き106.5㎜
着時］
着時］
（突起部を含む）
外径111㎜､ 高さ131㎜､ 奥行き129㎜
外径111㎜､ 高さ131㎜､ 奥行き129㎜
［ストロボライトカッター装着時］
［ストロボライトカッター装着時］
637g（ ストロボライトカッター、ストロボドームフィルター
SOFT、電池を含まず）
789g（ストロボライトカッター、“eneloop”電池4本を含む）

577g（ ストロボライトカッター、ストロボドームフィルター
SOFT、電池を含まず）
729g（ストロボライトカッター、“eneloop”電池4本を含む）

295g（電池を含まず）

水中重量（＊9）

約48g（ストロボライトカッター、“eneloop”電池4本を含む）

約−4g（ストロボライトカッター、“eneloop”電池4本を含む）

約69g（“eneloop”電池4本を含む）

動作温度範囲

0℃～+30℃（動作環境である水温として）

0℃～+30℃（動作環境である水温として）

0℃～+30℃（動作環境である水温として）

保管温度範囲

0℃～+30℃（保管環境である気温として）
+50℃（非動作時の一時的な許容製品温度上限）

0℃～+30℃（保管環境である気温として）
+50℃（非動作時の一時的な許容製品温度上限）

0℃～+30℃（保管環境である気温として）
+50℃（非動作時の一時的な許容製品温度上限）

耐圧水深

100ｍ

100ｍ

100ｍ

本体材質/色

ボディ：ポリカーボネイト/グレー

ボディ：ポリカーボネイト/レッド

ボディ：ポリカーボネイト/レッド

付属品

ストロボライトカッター､ ストロボドームフィルター SOFT、ワイ ストロボライトカッター､ ストロボドームフィルター SOFT、連続 「-0.5白拡散板」同等品、磁石、磁石ネジ、イノングリス、予備Ｏ
ヤレス接続対応センサーキャップ、シンクロコネクターキャップ、 発光制限シール、イノングリス、予備Ｏリング（バッテリーボック リング（バッテリーボックス）
センサーキャップ注意シール、連続発光制限シール、イノング ス）
同梱品：ワイヤレス接続キット
リス、予備Ｏリング（バッテリーボックス､ シンクロコネクター）、
TTL絶縁板（x2個）

＊1 本製品に組み合わせるカメラシステムによって、対

“新世代”ニッケル水素充電池以外の､ "旧世代"あるいは

方法によって、対応する調光方式が異なります。

熱量が大きく､ 電池の性能を維持して､ 実際にご使用を

応する調光方式/接続方法が異なります。また、各接続

＊2 陸上/ISO100･m、拡散板/フィルター非装着時、
公称値

＊3 水中､ 公称値

＊4 発光素子メーカーのスペックシートより算出。公称

"高容量"ニッケル水素充電池の中には､ 自己放電量や発

続ける事が困難なものがあるためです。"eneloop"電池
/"eneloop pro"電池 のご使用が不可能な場合に限り､

上記問題のなるべく少ない､ 良質なニッケル水素充電池

のご使用をお勧めします｡

【テスト使用電池】
“eneloop”電池

Z-330/D-200：Panasonic "eneloop", BK-3MCC, 1.2V, Min.1,900mAh
S-2000：SANYO "eneloop", HR-3UTG, 1.2V, Min.1,900mAh

“eneloop pro”電池

Z-330/D-200：Panasonic "eneloop pro", BK-3HCD, 1.2V, Min.2,500mAh

ニッケル水素電池

S-2000：SANYO Ｎi-ＭＨ 2700 Series, HR-3UG, 1.2V, Min2,500mAh
Z-330/D-200：Panasonic "EVOLTA NEO", LR6(NJ), 1.5V
S-2000：Maxcell ALKALINE ACE"voltage", LR6（T）, 1.5V

値。

＊9 真水(25℃ )中､ 公称値

アルカリ電池

スドキャンセル回路OFFの状態にて、ストロボライトを

11）
と本製品とを、
（ 数珠繋ぎに）
『 光Dスレーブケーブル

リチウム電池（1.5V） Energizer LITHIUM, FR6, 1.5V

＊5 フォーカスライトOFF（Z-330/D-200）、アドバン

30秒間隔でFULL発光させ、発光回数50回発光ごと

＊10 TTLオート調光で動作している弊社製ストロボ（＊
接続』した場合にのみ、動作可能。

に5分（Z-330/D-200）/10分（S-2000）、メインモー

＊ 1 1 S - 2 0 0 0 、Z- 2 4 0 、D - 2 0 0 0 、D - 2 0 0 0 S 、

ト用に使用した。

＊12 対応コード：シンクロコード/N（シーアンドシー社）

ドスイッチをOFFとして測定（25℃）。右記電池をテス
＊6 フォーカスライトを連続点灯モードの状態で点灯

D-2000W、D-2000Wnの各ストロボ

させ、連続点灯30分ごとに5分消灯して測定（25℃、
点灯時間の合計）。右記電池をテスト用に使用した。

＊7 ストロボライトリサイクルタイム/ストロボライト発

光回数/フォーカスライト点 灯 時 間（Z-330/D-200）

は、弊社内テストデータ（参考値）です。電池メーカー/
種類等により差が出る場合があります。

＊8 全てのニッケル水素充電池での動作を保証してい
るわけではありません｡ (いわゆる"eneloop"タイプの)
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※ 各カメラ/カメラシステムと組み合わせた場
合の対応動作/制限事項などの最新情報は､
弊社ホームページにてご確認下さい｡
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STROBE TECHNOLOGY

ストロボを確実に発光させる光接続システム
カメラの内蔵フラッシュ光を、光ファイバーで伝達するイノンのL型光Dケーブル。
簡単セッティングで、より確実にZ-330/D-200/S-2000を発光させます。

内蔵フラッシュ光を効率よく伝達する多芯構造のL型光Ｄケーブル
水中で、ハウジング内部にあるデジタルカメラ

落ちてしまい、確実な発光信号が伝わり難くなって

内蔵フラッシュの光を拾い、外部ストロボZ-330/

しまいます。イノンの多芯構造は、１㎝の曲げ半径時

D-200/S-2000に伝えて確実に発光させる。その

でも光パワーの損失がほとんどなく、確実に発光信

ためのシステムが「L型光Ｄケーブル・キャップ（ブッ

号を伝えることができるのです。また、多芯構造は、

シュ）セット」です。光ファイバーを用いた「L型光Ｄ

曲げ半径に余裕があり、カール形状の｢L型光Ｄケー

ケーブル」の接続により、ワイヤレススレーブ接続に

ブル｣でも光の損失がないだけでなく、しっかりとし

比べ、水面直下や逆光といった外光の多い条件下で

た高品質なカール形状をも製作可能にしています。

も、より確実な発光を可能としています。

超耐久仕様のプラスチック製光
ファイバー。指でこんなに強くつ

イノンの光ファイバーはクオリティが断然違いま

まん でも折 れることが ありませ

す。200本以上の多芯で構成され、その１本１本が

ん。折れないということは光を確

髪の毛よりも細い光ファイバーの束になっており、曲

す。左はファイバーの構造図です

実に伝達できることにつながりま

げに対しても強靭で折れることはありません。最小

芯

芯

曲げ半径２㎜という驚異の特性を誇ります。一般に
使われている光ファイバーは、芯の太さは約１㎜で
外観上は同じですが、単芯構造になっており、曲げ
可能半径は約１㎝前後です。単芯だと、限界の１㎝
の曲げ半径時に、約50％もの光の信号のパワーが

イノンの多芯の光ファイバー断面概略図

従来の単芯の光ファイバー断面概略図

確実にストロボを発光させるL型光Ｄケーブル・キャップ（ブッシュ）セット
イノンの強靭な光ファイバーに内蔵フラッシュの

部には内蔵フラッシュの光をL型光Dケーブルの切断

こうしてL型光Dケーブルをハウジングやマウン

光を伝達して外部ストロボZ-330/D-200/S-2000

端に集光するためのミラーを装備。このミラーはそ

トベ ー ス に 接 続 したら、最 後 はZ-330/D-200/

を確実に発光させるためには、まず内蔵フラッシュ光

れぞれの内蔵フラッシュの位置の違いを考慮して設

S-2000ストロボのスレーブセンサー 部 にコネク

を光ファイバーに効率よく導くことが大切です。その

計されています。

ター部をねじ込んで固定。簡単確実なイノンの光接

ためにL型光Dケーブルの切断端部を内蔵フラッシュ

受光部ユニットには、L型光Dケーブルを２本固定

の発光部の前に的確に固定できるよう、受光部ユ

できます。L型光Dケーブル単体を追加購入すれば、

ニットをハウジング毎に専用設計しています。受光

2灯ストロボシステムにも容易に対応できます。

マウントベースに固定するタイプ

ハウジングの白い拡散板に固定するタイプ

続システムは、水中という特殊な環境でもシャッター
チャンスを逃しません。

ストロボ側はスレーブ
センサ ー 部 にネジ 込
んで固定

パナソニック社のマリンケース専用取付部に

オリンパス社/シーアンドシー社/富士フイルム社

固定するタイプ

規格のコネクターにゴムブッシュで装着するタイプ
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S-TTL STROBE ACCESSORIES

OPTICAL CONNECTION

カメラの内蔵フラッシュ光をストロボに伝達するL型光Dケーブル。
ハウジングに合わせた専用設計で、簡単確実に接続できます。

L型光Dケーブル
片端切りっぱなしタイプのL型光Dケーブルの、直
接取り付けに対応しているハウジング用接続ケー
ブルです。L型光Dケーブル・キャップセットなど

Ｌ型光ＤケーブルSS

Ｌ型光Ｄケーブル

■自由長：約24㎝

■自由長：約43㎝

￥5,200（税込 ￥5,616）

￥6,200（税込 ￥6,696）

に、２灯目のストロボを接続する場合にも使用し
ます。アームの長さに合せて、自由長約24㎝の
「L型 光DケーブルSS」、自由 長 約43 ㎝の「L型
光Dケーブル」、自由長約68㎝の「L型光Dケーブ
ルL」、自由長約110㎝の「L型光DケーブルLL」
から選択できます。

Ｌ型光ＤケーブルL

Ｌ型光ＤケーブルLL

■自由長：約68㎝

■自由長：約110㎝

￥6,500（税込 ￥7,020）

￥7,000（税込 ￥7,560）

L型光Dケーブル・キャップWセット
キヤノン/オリンパス/パナソニック/富士フイルム/ソ
ニー/ニコン各社のコンパクトデジタルカメラ純正ハ
ウジングと、外部ストロボZ-330/D-200/S-2000
を光接続するためのセットです。超耐久仕様の光
ファイバーを用いたL型光Dケーブルに、光Dケーブ
ルをハウジングやマウントベースに固定する遮光板
ユニット/ホルダーユニットや、クリアフォトシステム
など、各カメラ/ハウジング毎に必要なパーツが付
属しています。光ファイバーを用いた接続により、ワ
イヤレススレーブ接続に比べ、水面直下などの外光

L型光Dケーブル・キャップWセット各種

L型光DケーブルSS・キャップWセット各種

の多い条件下でも、より確実な発光を可能としてい

￥7,200（税込￥7,776）
〜¥11,600（税込￥12,528）

￥6,200（税込 ￥6,696）〜¥7,800（税込 ￥8,424）

ます。L型光Dケーブルは、2本まで受光部に固定で

L型光Dケーブル（自由長約43㎝）に、光Dケーブルを固定す

ハウジングのアクセサリーシューに、
「 シューベースセット」を介

る遮光板ユニット/ホルダーユニットと、クリアフォトシステムな

して外部ストロボを直接取り付ける構成向けに、L型光Dケー

きるため、L型光Dケーブル単体を追加購入すれば、

どが付属するセットです。

ブルSS（自由長約24㎝）を組み合わせたキャプWセットです。

2灯ストロボシステムにも対応できます。

L型光Dケーブル・ブッシュWセット
L型光Dケーブルを装着可能とする
「光ファイバー
用2穴ゴムブッシュ」
と、内蔵フラッシュによるマリン
スノー現象などを抑制するクリアフォトシステム/遮
光シールなどが付属するセットです。オリンパス社
/富士フイルム社規格の光ケーブルコネクタには直
接、キヤノン社/ソニー社/Ikelite社のハウジングに
￥6,800（税込 ￥7,344）〜¥8,800（税込 ￥9,504）

L型光DケーブルSS・ブッシュWセット各種

はゴムブッシュ固定筒を貼り付けて、ゴムブッシュ

￥5,800（税込 ￥6,264）〜¥6,100（税込 ￥6,588）

を差し込みます。L型光Dケーブルは、2本まで光

L型光Dケーブル（自由長約43㎝）に、光Dケーブルを固定す

ハウジングのアクセサリーシューに、
「シューベースセット」を介

る光ファイバー用2穴ゴムブッシュと、クリアフォトシステム/遮

して外部ストロボを直接取り付ける場合向けに、L型光Dケーブ

ファイバー用2穴ゴムブッシュに固定できます。

光シール、ゴムブッシュ固定筒などが付属するセットです。

ルSS（自由長約24㎝）を組み合わせたブッシュWセットです。

L型光Dケーブル・ブッシュWセット各種
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L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット
L型光Dケーブルに、
「 光ケーブル用2穴ゴムブッ
シュ」と
「L型ゴムブッシュ」が 付 属するセットで
す。光ケーブルコネクタを装備したオリンパス社/
シーアンドシー社/キヤノン社ハウジングに、ゴム

Ｌ型光ＤケーブルSS・２穴ゴムブッシュセット

Ｌ型光Ｄケーブル・２穴ゴムブッシュセット
￥6,360（税込 ￥6,868）

ブッシュを差し込んで装着します。L型光Dケーブ

■自由長：約24㎝

■自由長：約43㎝

ルの長さは、自由長約24㎝の「SS」から自由長約

￥5,360（税込 ￥5,788）

110㎝の「LL」まで、4タイプから選択できます。

Ｌ型光ＤケーブルL・２穴ゴムブッシュセット

Ｌ型光ＤケーブルLL・２穴ゴムブッシュセット

■自由長：約68㎝

■自由長：約110㎝

￥6,660（税込 ￥7,192）

￥7,160（税込 ￥7,732）

L型光Dスレーブケーブル
イノンストロボ同士を接続する増灯用光ケーブル
です。カメラ側の光ケーブル取り付け口が限られて
いる場合でも、多灯構成が可能となります。カメラ
からの信号で作動するメインストロボの発光前面
に受光部を固定し、光ファイバーを通してサブスト
ロボに信号を伝えて発光させるので、確実性があ
り、明るいところで発光しないなどのトラブルがあ
りません。メインストロボの機種ごとに２種類がラ
インナップされています。

Ｌ型光ＤスレーブケーブルⅡ

Ｌ型光ＤスレーブケーブルⅢ

■対応ストロボ：Z-240/D-2000シリーズ/D-180シリーズ

■対応ストロボ：S-2000

￥9,800（税込 ￥10,584）

￥7,700（税込 ￥8,316）

/Z-220シリーズ

ワイヤレス接続

M11アダプター

ゴムブッシュ

光ファイバー用２穴ゴムブッシュ

￥160（税込 ￥172）

ワイヤレス接続キット
￥2,800（税込 ￥3,024）

「ワイヤレス接続」を行うためのオプションです。ストロボのスレーブセンサー

ゴムブッシュ-M11アダプター

￥640（税込 ￥691）

イノンX1-LZ/NZ/Zハウジングや、光コンバーター

に取り付けるミラーユニットと、各カメラシステム側に取り付けるカメラ側ミ

D/TTLなど、ねじ込み式の光接続コネクターを装備し

ラー/シールとがセットになっています。

た製品に、L型光Dケーブル・２穴ゴムブッシュセットを

■対応ストロボ：Z-330/D-200/S-2000（S-2000に同梱）

接続するためのアダプターです。

L型ゴムブッシュ

￥700（税込 ￥756）
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S-TTL STROBE ACCESSORIES

FILTER/DIFFUSER

ストロボ光の光量や色を変えるフィルターと、照射角を広げる拡散板。

イノンのフィルター/拡散板は多彩なライティング効果で表現力を高めます。

Z-330対応フィルター

ストロボドームフィルター
SOFT

ストロボドームフィルター
ND

￥1,200（税込 ￥1,296）

￥1,500（税込 ￥1,620）

ストロボ前面のドームレンズを保護し、輝

ストロボの発光量を-4EV.減少させる減

度ムラを緩和する効果があります。
■対応ストロボ：Z-330/D-200

光フィルターです。
■対応ストロボ：Z-330/D-200
■減光量：−4.0EV.

（Z-330/D-200に同梱）

ストロボドームフィルター
[4900K]

￥1,200（税込 ￥1,296）

ストロボドームフィルター
[4600K]

￥1,200（税込 ￥1,296）

ストロボの 色 温 度を4900Kに変 換する

ストロボの 色 温 度を4600Kに変 換する

カラーフィルターです。

カラーフィルターです。

■対応ストロボ：Z-330/D-200

■対応ストロボ：Z-330/D-200

■色温度：4900K

■色温度：4600K

■減光量：−0.3EV.

S-2000対応拡散板/フィルター

−0.5白拡散板
for S-2000

−0.5青拡散板
for S-2000

色温度変換フィルター
［4900K］for S-2000

−0.5［4900K］拡散板
for S-2000

色温度変換フィルター
［4600K］for S-2000

−0.5［4600K］拡散板
for S-2000

￥1,000（税込 ￥1,080）

￥1,000（税込 ￥1,080）

￥1,000（税込 ￥1,080）

￥1,000（税込 ￥1,080）

￥1,000（税込 ￥1,080）

￥1,000（税込 ￥1,080）

■対応ストロボ：

■対応ストロボ：S-2000

■対応ストロボ：S-2000

■対応ストロボ：S-2000

■対応ストロボ：S-2000

■対応ストロボ：S-2000

S-2000（S-2000に同梱）

■照射角度：円形配光110°

■照射角度：105°
×95°

■照射角度：円形配光110°

■照射角度：105°
×95°

■照射角度：円形配光110°

■照射角度：円形配光110°

■減光量：−0.5EV.

■色温度：4900K

■減光量：−0.5EV.

■色温度：4600K

■減光量：−0.5EV.

■減光量：−0.5EV.

照射角は円形配光110°

■色温度：4900K

画像が赤黄色になるカメラに対応した青拡散板

S−2000は、拡散板を付けることにより、照射角が円形配光

青拡散板は、主にキヤノンのデジタルカメラで、内蔵フラッ

110°へ広がります。広角レンズやズームレンズでの撮影時、

シュ使用時に画面全体が赤黄色に補正される現象を抑える

ストロボの角度のズレを考えると、ぜひ揃えたいアイテムで

よう開発された拡散板です。ストロボ撮影時でも、自然な色

す。拡散板の装着によって光源がソフトになる効果もあるた

合いで撮影できます。

め、マクロ撮影で自然な影を持つ光回りのよい撮影が容易に

■色温度：4600K

なります。特に-0.5拡散板は、光量が-0.5絞り分しか落ちな

色温度を下げる色温度変換フィルターと拡散板

いため、大光量が必要な特殊な撮影以外、常に付けて撮影す

色温度変換フィルター
［4900K］
と、-0.5
［4900K］拡散板は、

ることも可能です。

ストロボ光の色温度を5500Kから4900Kに下げます。色温

￥1,500（税込 ￥1,620）

度変換フィルター［4600K］
と、-0.5［4600K］拡散板は、色

■対応ストロボ：S-2000

温度を4600Kに下げます。水中で人肌を健康的に表現した

■照射角度：105°
×95°

白拡散板は太陽光とほぼ同じ5400K
白拡散板は、色温度をほとんど変えずに照射角を広げ、光量調

り、暖色系の生物を引き立てることができます。また、カメラ

節できます。白拡散板の使用時の色温度は5400Kで、拡散板

のホワイトバランスを4900Kや4600Kで撮影（RAW現像）
す

なしの5500Kとの差は、わずか100K。拡散板の有無にかかわ

ることで、ストロボ光があたる被写体は自然な色合いのまま、

らず、太陽光と同じ色温度で撮影できるよう設計されています。

背景の海の青色を鮮やかに補正することも可能です。
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−4.0 NDフィルター
for S-2000

■減光量：−4.0EV.

SNOOT SET

ストロボの照射角を絞るスヌートセット。

スポット光が水中写真に新たな演出を追加します。
スヌートセットは、ストロボの照射角度を絞るためのアクセサリーです。２段階伸縮式のラバー
フードや、内径26㎜の「スヌートチューブ26 」、内径10㎜の「スヌートチューブ10 」などのパー
ツの組み合わせによって照射角度を切り替え、
●周囲に拡散する余分なストロボ光をカットして、浮遊物の写り込みを抑制する
●被写体だけにストロボ光をあてて、浮かび上がらせる
●被写体にスポットライトをあてて、アクセントをつける・・・等
様々な効果が得られます。
また、ラバーフードを縮めることで、コンパクトに収納できます。

スヌートセット for S-2000

スヌートセット for Z-330/D-200

￥16,400（税込 ￥17,712）

￥24,000（税込 ￥25,920）

対応ストロボ：S-2000

対応ストロボ：Z-330/D-200

照射角度：約16°
（左右）～約105°
（左右）

照射角度：約20°
～約80°

セット内容：ラバーフード52、W40°
フィルター・LE×2個、

セット内容：ラバーフード72、ラバーフードスリーブ（Z-330/D-200）用、

スヌートチューブ10、スヌートチューブ26

ステップアップリング、W40°
フィルター・LE×2個、スヌートチューブ10、
スヌートチューブ26

■ 撮影時の注意
※ 重
 要な撮影の前には必ずテスト撮影を行い、本製品の特性を把握した上でご使用下さい。
スポット照明効果でストロボのS-TTLオート調光機能 / TTLオート調光機能を使う場合、
カメラ側もスポット測 光に切り替えて撮 影することをお勧めします。平 均 測 光やマルチパ
ターン測光では、ストロボ光の当たっている部分のみが白く飛んだ写真になってしまうこと
があります。
 製品をストロボに装着したままエントリーする場合、ラバーフード内に残っている空気によっ
※ 本
て、浮力を発生することがあります。ラバーフード内の空気が抜けて、水で満たされたことを確
認してから、潜降してください。
※ 本
 製品をストロボに装着した場合、
「 L型光DスレーブケーブルIII」の「スレーブDホルダーユニッ
ト」を取り付けることができません（S-2000）。
※ 本 製品をストロボに装着した場合、拡散板やフィルターは使用できません。

※ ス
 ヌートチューブを装着した場合、ストロボ内蔵のフォーカスライトを点灯しても、十分な光量
を照射できません。
 光部、および内部電子回路等の加熱や劣化を防止する為、ストロボに付属の使用説明書【基
※ 発
本編】
「 連続的な発光の制限について」に従い、発光部、および内部電子回路を冷却させながら
撮影して下さい。過度に連続的な発光を行うと、ストロボ発光部に変色や焦げが発生すること
があります。万一、使用中にストロボ発光部の変色や焦げなどの異常が発生した場合は、ただち
に使用を停止してください。

または「スヌートチューブ26」
を取り付けて、ストロボを発光する場合は、
※「スヌートチューブ10」
必ず「ラバーフード」を伸ばした状態でお使いください。ラバーフードを折りたたんだ状態でスト
ロボを発光すると、ストロボ発光部付近に熱がこもり、発光部、および内部回路等に不具合（焦
げなど）を生じさせる可能性があります。
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ARM SYSTEM

ARM SYSTEM
ストロボやライトをハウジングに接続し、多彩なライティングを可能にする「アームシステム」。
光を自在に操り、よりきれいな写真を撮るためには必須のアクセサリーです。

イノンのアームシステムは、豊富なラインナップとオプション類があらゆるニーズに対応。

ベーシックな仕様からプロフェッショナルな仕様まで、最適なシステムを構築していけます。

接続パーツ

Ｚ-330

D-200

アームベースのグリップ部からアームなど

S-2000

アタッチメントレンズをアームに取り付ける

を展開させるための基礎となるダイレクト
ベース、アームにストロボやライトを取り付

オプション

レンズホルダーや、アームの中間部にスト
ＺアダプターＭＶ

Ｚジョイント
ロボやライトを増設するためのジョイント、

ダイレクトベースⅢ

けるためのアダプターやライトホルダー、そ

浮力を持たせるフロートなど、アームに付

れぞれを繋ぐ関節の役割をするクランプな

加機能を追加するオプションが用意されて

ＹＳアダプターＭＶ

ど、接続パーツが各種あります。

います。
クランプⅢ

アームボディ
撮りたい被写体の種類や大きさ、透明度な

アームベース
フロートアーム

トロボやライマルチボールアーム
トを取り付ける
スティックアーム
メガフロートアーム ハウジングにス

どの海況、マクロレンズやワイドレンズの使

には、まずアームベースが必要となります。

用など、撮影条件に合わせて最適な長さを

コンパク
トカメラ用の「グリップベースD4」、
クランプⅢ

選べるよう、短いアームから長いアームま

主にミラーレス一 眼カメラ用 の「 グリップ

でラインナップ。さらに、スタンダードな「ス

マルチダイレクトベースⅡa

ティックアーム」、分岐できる「マルチボー
Ｍ６プレート
ダイレクトベースⅢ

ルアーム」、水中で浮力を発生する「フロー
トアーム」と機能も選べます。

ベースM1」、一眼レフカメラ用の「システム
ダイレクトベースⅢ

Z アダプターⅡ
ベースⅡ」と、ハウジングのサイズに合わせ

た３タイプ。グリップ機能を兼ねた構造で、
グリップ部の上端にアームやアダプターなど
を接続することで、ストロボやライトを固定
します。アクセサリーシューを装備したハウ
ジングには、ストロボやライトを直接取り付

ホルダーⅡセット

グリップバーⅢセット

Ｄホルダー

グリップベースＭ１
Ｄホルダー グリップベースＤ４
ける「シューベース」
を利用できます。

簡単・手軽に撮影したい
身軽にダイビングと水中撮影を楽しむために、シューベースや
グリップベースD4を介してハウジングにストロボを取り付けた
ミニマムなセット。Z-330/D-200/S-2000ストロボは、ワイ
ヤレス接続でS-TTLオート調光が使用できます。

Ｚ-330

D-200

S-2000

Ｚジョイント

シューベースⅡ

外部ストロボ撮影を手軽はじめられる、シンプルなストロボ1灯セット
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グリップベースＤ４

シューベース M6

D-200

Ｚ-330

S-2000

Ｚジョイント

多彩なライティングで撮影したい
短いアームから長いアーム、枝分かれするアーム、浮くアー

Ｚ-330

ムなど、豊富に揃うイノンアーム。より自由に、よりきれいに

D-200

シューベースⅡ

S-2000

グリップベースＤ４

シューベース M6

撮影するために、被写体の種類や大きさ、撮影機材、ダイビ
ングスタイルに合わせて、あらゆる展開が可能です。

Ｚジョイント

ダイレクトベースⅢ

ＺアダプターＭＶ

ＹＳアダプターＭＶ

クランプⅢ
LE700-W

LE700-S

LE350

シングルライトホルダー・ＬＥ ダブルライトホルダー・ＬＥ クアッドライトホルダー・ＬＥ ストロボライトホルダー・ＬＥ
アームを延ばしたりストロボを増やしたり、コンパクトデジタルカメラをシステムアップ

フロートアーム

スティックアーム

メガフロートアーム

クランプⅢ

Ｚジョイント
マルチダイレクトベースⅡa

マルチボールアーム

ＺアダプターＭＶ
ダイレクトベースⅢ

Z アダプターⅡ

Z アダプターⅡ

Ｍ６プレート
ダイレクトベースⅢ
ＹＳアダプターＭＶ シューベースⅡ ダイレクトベースＹＳ
Ｄホルダー グリップベースＭ１ グリップベースＤ４
ダイレクトベースＹＳ ＲＴ

拡張性に優れたオプション類で、デジタル一眼レフ用のハウジングを強固にサポート

ホルダーⅡセット

グリップバーⅢセット

Ｄホルダー

グリップベースＭ１

Ｄホルダー グリップベースＤ４

動画を鮮やかに撮影したい
LF3100-EW

LEシリーズ/LFシリーズLEDライトを取り付けるためのライ
トホルダーも用意。ストロボと同様にイノンアームで展開でき
ます。動画も静止画も撮影できるデジタルカメラ向けに、スト

LF1400-S
D-200
LF1000-S

Ｚ-330
LF1300-EWf

S-2000
LF800-N

ロボとライトの両方をセットすることも可能です。
Ｚジョイント
シングルライトホルダー・ＬＦ

シューベースⅡ

動画撮影には欠かせない、LEDライトを展開するアクセサリーも充実

ストロボライトホルダー・ＬＦ

Ｚジョイント

グリップベースＤ４

シューベース M6
ＺアダプターⅡ

ＹＳアダプターＭＶ シューベースⅡ ダイレクトベースＹＳ
Ｄホルダー グリップベースＭ１ グリップベースＤ４
ダイレクトベースＹＳ ＲＴ
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LE700-S

LE350
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ARM SYSTEM

ARM BODY

高精度アルミ合金削り出しボールジョイント。

ピタリと止まる軽量アーム。

スティックアーム
水の抵抗を受けにくいシンプルなスティック
形状とすることで、必要十分な強度を保ちな

スティックアームXS-Tボディ

がら極限まで軽量化した、アルミ合金製アー

￥2,000（税込 ￥2,160）
■有効長さ：75㎜

■全長：95㎜

ムです。有効長さ
（両端のボール部中心間の

■重量：41g（陸上）/ 約25g（水中）

距離）は、XS-Tの75㎜からLの320㎜までの 「M5ジョイント」を介して、各種レンズホ

■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、M6ジョイント、水中三脚ハブ

5種類を用意。レンズや被写体に応じて、長

ルダーフロートアーム用を装着できます

さや組み合わせを選べます。拡張性が高く、
アーム中間部にオプションを組み合わせるこ

スティックアームSS-Tボディ

￥2,700（税込 ￥2,916）
■有効長さ：120㎜

■全長：140㎜

とで、多彩な機能を付加できます。

■重量：51g（陸上）/ 約31g（水中）

■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、M5ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイント、水中三脚ハブ
「M5ジョイント」と
「 シュー ベーススペー
サー」を介して、
「 シューベース」を装着で
き、ストロボやLEDライトを増設可能です

スティックアームS-Tボディ

￥3,200（税込 ￥3,456）
■有効長さ：150㎜

■全長：170㎜

■重量：57g（陸上）/ 約34g（水中） ■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、

M5ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイント、スティックアームフロートS（1個）、水中三脚ハブ

「M6ジョイント」を介して、
「 ダイレクトベー

スティックアームM-Tボディ

スⅢ」
「 ダイレクトベースYS RT」を装着で
き、ストロボやLEDライトを増設可能です

￥3,700（税込 ￥3,996）
■有効長さ：200㎜

■全長：220㎜

■重量：66g（陸上）/ 約39g（水中） ■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、

M5ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイント 、スティックアームフロートS（1個）、水中三脚ハブ

スティックアームLボディ

￥4,200（税込 ￥4,536）
■有効長さ：320㎜

■全長：341㎜

約84gの浮力を発生する
「スティックアーム
■重量：101g（陸上）/ 約63g（水中） ■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、

M5ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイント、スティックアームフロートS（最大2個）

フロートS」
を装着することで、アームを持
ちやすく、水中で軽くすることができます

マルチボールアーム
❶

スティックアームの両端だけではなく、アーム中間部にもアームボール部を備えた新
発想のアームです。
「クランプⅢ」を追加するだけのシンプルな方法で、アームの中間

❷

部から枝が伸びるように別のアームを増設し、複数のストロボやLEDライトを樹形図

❸

のように展開できます。有効長さは、SSの120㎜からXLの440㎜までの6種類。L

❹

ボディとXLボディは、合計4つのアームボール部を装備しています。スティックアー

❺

ム同様に用意されたオプションを組み合わせれば、多彩な機能を付加できます。

❻

マルチボールアームMLボディ（❸）

マルチボールアームSSボディ（❶）

マルチボールアームSボディ（❷）

￥4,000（税込 ￥4,320）
■有効長さ：260㎜

■全長：281㎜

￥2,700（税込 ￥2,916）

￥3,500（税込 ￥3,780）

■有効長さ：120㎜

■有効長さ：150㎜

■重量：70g（陸上）/ 約

■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、M5

■全長：141㎜

42g（水中） ■対応オプション：M5ジョイント + シューベースス

ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイン

■重量：61g（陸上）/ 約37g（水中）

ペーサー、M6ジョイント

ト 、スティックアームフロートS（1個）

マルチボールアームLボディ（❹）

■全長：171㎜

■重量：93g（陸上）/ 約56g（水中）

マルチボールアームLLボディ（❺）

マルチボールアームXLボディ（❻）

￥4,500（税込 ￥4,860）

￥4,800（税込 ￥5,184）

￥5,700（税込 ￥6,156）

■有効長さ：320㎜

■有効長さ：380㎜

■有効長さ：440㎜

■全長：341㎜

■重量：116g（陸上）/ 約69g（水中）

■全長：401㎜

■重量：123g（陸上）/ 約75g（水中）

■全長：461㎜

■重量：145g（陸上）/ 約87g（水中）

■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、

■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、M5

■対応オプション：M5ジョイント + シューベーススペーサー、M5

M5ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョ

ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイン

ジョイント + 各種レンズホルダーフロートアーム用、M6ジョイン

イント 、スティックアームフロートS（1個）

ト 、スティックアームフロートS（最大2個）

ト 、スティックアームフロートS（最大2個）
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アーム

アームSSボディ

YSアームMS

￥6,500（税込 ￥7,020）
■有効長さ：120㎜

￥7,500（税込 ￥8,100）

■全長：144㎜

■重量：60g（陸上）/ 約40g（水中）

■有効長さ：166㎜

■対応オプション：各種レンズホルダーW、各種レンズホルダーS、ADレンズホルダー

■全長：187㎜

■重量：70g（陸上）/ 約43g（水中）
■対応オプション：各種レンズホルダーW、各種レンズホルダーS、
ADレンズホルダー

アームSボディ

￥6,500（税込 ￥7,020）
■有効長さ：150㎜

■全長：174㎜

YSアームM

■重量：70g（陸上）/ 約44g（水中）

￥7,500（税込 ￥8,100）

■対応オプション：各種レンズホルダーW、各種レンズホルダーS、ADレンズホルダー

■有効長さ：203㎜

■全長：224㎜

■重量：80g（陸上）/ 約49g（水中）
■対応オプション：各種レンズホルダーW、各種レンズホルダーS、

アームMボディ

ADレンズホルダー

￥6,500（税込 ￥7,020）
■有効長さ：200㎜

■全長：224㎜

■重量：85g（陸上）/ 約52g（水中）

■対応オプション：各種レンズホルダーW、各種レンズホルダーS、ADレンズホルダー

アームLボディ

￥7,500（税込 ￥8,100）
■有効長さ：320㎜

■全長：344㎜

■重量：120g（陸上）/ 約74g（水中）

■対応オプション：各種レンズホルダーW、各種レンズホルダーS、ADレンズホルダー

フロートアーム
フロートアームを構成するアームボディ本体
に、水中重量軽減に有利な、比重の軽い耐候性
ABS素材を採用。アームの内部を完全に中空化
することで、従来のアームと比べて桁違いの浮力

フロートアームSボディ

を確保することに成功しました。今までは水中重

￥5,500（税込 ￥5,940）
■水中浮力：75g
■全長：174㎜

■有効長さ：150㎜
■外径：52㎜

■重量：142g（陸上）

■対応オプション：各種レンズホルダーフロートアーム用、シューベーススペーサー

各種レンズホルダーフロートアーム用を最

量を増加させるばかりであったアーム部分に浮

大2個装着できます

力をもたせることで、カメラシステム全体の水中
重量を効率よく軽減することができます。

フロートアームMボディ

「 シュー ベ ー ス ス ペ ー サ ー」を 介して、
「 シュー ベ ース 」を装 着でき、ストロボや

￥6,500（税込 ￥7,020）
■水中浮力：135g
■全長：224㎜

LEDライトを増設可能です

■有効長さ：200㎜

■外径：52㎜

■重量：181g（陸上）

■対応オプション：各種レンズホルダーフロートアーム用、シューベーススペーサー

メガフロートアームSボディ

￥6,000（税込 ￥6,480）
■水中浮力：390g

■有効長さ：150㎜

■全長：174㎜

■外径：97㎜

■重量：219g（陸上）

■対応オプション：各種レンズホルダーフロートアーム用、シューベーススペーサー

メガフロートアームMボディ

フロートアームMLボディ
￥6,500（税込 ￥7,020）
■水中浮力：210g
■全長：284㎜

■水中浮力：650g
■全長：224㎜

■有効長さ：260㎜

■外径：52㎜

￥6,800（税込 ￥7,344）

■重量：235g（陸上）

■対応オプション：各種レンズホルダーフロートアーム用、シューベーススペーサー

■有効長さ：200㎜

■外径：97㎜

■重量：295g（陸上）
■ 対 応オプション：各 種レンズホルダ ーフ
ロートアーム用、シューベーススペーサー
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高精度アルミ合金削り出しボールジョイント。

ピタリと止まる軽量アーム。

カーボン伸縮アーム
2段または3段スライド式で、長さを無段階に調節できる伸縮アームです。
ロックダイヤルを半回転して緩める/締めるだけで、スピーディーに伸縮と固
定が可能です。本体は、多層巻きのカーボンファイバーパイプを採用し、軽
量化と高剛性を両立。従来のアームでは、複数のアームをクランプで繋いで

カーボン伸縮アームSSボディ

関節を曲げることで、カメラとストロボ/ライトの距離を調節していたところ、

￥7,200（税込 ￥7,776）

■有効長さ：189㎜〜272㎜

■全長：209㎜〜292㎜

カーボン伸縮アームなら1本で幅広く対応。撮影システムの小型軽量化に貢
献します。また、GoPro®等アクションカメラの伸縮ポールとして、自撮りや

■重量：120g（陸上）/ 約57g（水中）

追い撮りにも活用できます。さらに、イノン水中三脚ハブの脚としても利用で
きます。全長・伸縮域の異なる4種類から、撮影用途に合わせて選べます。

カーボン伸縮アームSボディ

￥11,400（税込 ￥12,312）
■有効長さ：260㎜〜495㎜

■全長：280㎜〜515㎜

■重量：211g（陸上）/ 約88g（水中）

カーボン伸縮アームMボディ

￥13,000（税込 ￥14,040）
■有効長さ：350㎜〜770㎜

■全長：370㎜〜790㎜

■重量：238g（陸上）/ 約97g（水中）

カ ー ボン 伸 縮ア ー ムLボディ

￥14,500（税込 ￥15,660）
■有効長さ：440㎜〜1035㎜

■全長：460㎜〜1055㎜

■重量：262g（陸上）/ 約106g（水中）

「カーボン伸縮アーム」
専用のフロートです。比
重の軽い耐候性ABS素材を使用し内部を中
空化させることで、大きな浮力を発生します。
「カーボン伸縮アーム」
の両先端に各1個ずつ、
合計2個まで取り付けが可能。フロートチュー

メガフロートチューブS

￥7,500（税込 ￥8,100）
■水中浮力：360g

■全長：84㎜

■外径：103㎜

■重量：171g（陸上）

■対応アーム：カーボン伸縮アームボディ SS/S/M/L
■対応オプション：各種レンズホルダーフロートアーム用、シューベーススペーサー

ブをねじ込み、さらに緩み防水用の固定ネジ
を締めることで、ガタつきを防止します。側面
には、各種レンズホルダー フロートアーム用や
「シューベーススペーサー」
を装着可能です。

メガフロートチューブM

￥8,000（税込 ￥8,640）
■水中浮力：500g

■全長：109㎜

■外径：103㎜

■重量：203g（陸上）

■対応アーム：カーボン伸縮アームボディ S/M/L
■対応オプション：各種レンズホルダーフロートアーム用、シューベーススペーサー
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各種レンズホルダーフロートアー
ム用や
「シューベーススペーサー」
を1個装着できます

SHOE BASE / UW TRIPOD

ストロボ/ライト/アクションカメラをアクセサリーシューに直接取り付けるベース。
作品としてのクオリティを上げる水中対応カスタム三脚。

シューベース
アクセサリーシューに取り付けるベース
カメラの防水ハウジングなどに装備されたアクセサリーシューに直接取り付けて、ス

シューベースⅡ

￥3,000（税込 ￥3,240）

トロボ/ライト/アクションカメラなどを、シンプル・コンパクトにセッティングするベー

■重量：45g（陸上）/ 約20g（水中）

スです。大型のダイヤル、脱落防止のフック板、裏面のゴムシートにより、しっかりと
固定できます。トップ部は「YSタイプ」
「1/4インチネジ」
「M6ネジ」
「アームボール」
の4種類をラインナップ。
「シューベースⅡ」は、
「Zジョイント」や「シングルライトホル
ダー・LE」
「シングルライトホルダー・LF」などを介してストロボやライトを取り付けま

シューベース 1/4-20UNC
￥5,600（税込 ￥6,048）

■重量：78g（陸上）/ 約45g（水中）

す。
「シューベース 1/4-20UNC」は、デジタルカメラや防水プロテクター底面に備
わる1/4-20UNC規格のネジ穴に直接ねじ込んで接続。
「シューベース M6」
は、M6
ネジ穴を有するイノンのストロボや、アクションカメラ用アクセサリー「SDフロントマ
スク」
「SDマウントベース」に直接ねじ込んで取り付けます。シューベース BALL」
は、クランプを介して、アームボールを有するアダプター類と接続します。
＊ キヤノン社製ウォータープルーフケースのアクセサリーシューに取り付ける場合には、別売の「キヤ
ノン用アクセサリーシュースペーサー」
（￥400/税込 ￥432）が必要です。

シューベース M6

￥5,600（税込 ￥6,048）
■重量：69g（陸上）/ 約40g（水中）

■安心の固定機構

■前後左右回転

■分割して三脚ヘッドに

大型ダイヤルは取り付け取

ロックレ バ ー を 緩 め ると、

トップ部をベース部から分離

り外しが容 易で、フック板、

水 平 方 向に360 °
回 転、上

し、三脚用の雲台やボー ル

ゴムシートにより、がたつき

下 方 向に180 °
首 振り可 能

や脱落を防止しています

（1/4-20UNC, M6）

アダプターとし使用できます
（1/4-20UNC, M6, BALL）

シューベース BALL
￥3,500（税込 ￥3,780）

■重量：52g（陸上）/ 約28g（水中）

水中三脚システム
脚と雲台を選んでカスタマイズできる水中三脚
「水中三脚ハブ」を基幹パーツとして、
「雲台」
と
「脚」を自由に組み合わせることが可
能な水中三脚システムです。材質・表面処理・部品の取り付け方法などを見直すこと
で、海水中での使用にも耐えられる構造になっています。
水中三脚ハブは、ライティング用のイノンアーム「カーボン伸縮アームSS/S/M/Lボ
ディ」や「スティックアームXS-T/SS-T/S-T/M-Tボディ」を脚部として利用します。
好みの長さのアームをねじ込んで取り付け、三脚を構成できます。エレベーターに

水中3ウェイ雲台

￥16,000（税込 ￥17,280）

は、専用の
「水中3ウェイ雲台」
や、シューベース各種の
「1/4-20UNC雲台ユニット」
「M6雲台ユニット」
「 ボールジョイントユニット」の取り付けが可能。
水中3ウェイ雲台は、パン操作時に雲台と三脚ハブか緩むことを防ぐため、キャップ
ボルトと回転止めピンによって強固に固
定。付属のアダプター「雲台接続ベース」
を使えば、カメラハウジングや、
「グリップ
ベースM1」
「システムベースⅡ」を用いた
カメラシステムを、2本のネジでガタつき
や緩みなく雲台に取り付けできます。

水中三脚ハブ

￥23,000（税込 ￥24,840）

雲台接続ベースでハウ
ジングをしっかり固定
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カメラとストロボ/ライトをがっちりホールド。
拡張性に優れた汎用型アームベース。

グリップベースD4
コンパクトデジタルカメラ用ハウジングに、ストロボやライト取り付ける、アーム機能
を兼ね備えたベースです。イノンストロボを直接固定するだけで、簡単１灯セットを構
成できます。さらに、対応アームやオプションを追加するだけで、撮影スタイルに合わ
せたカメラシステムを構築できます。

ユルまない！ガタつかない！
新開発の“SPS（スライドプレートシステム）”を搭載し、100機
種を超える防水ハウジングへ直接装着が可能。前後にスライド

グリップベースD4

￥8,000（税込 ￥8,640）
■重量：250g（陸上）/ 約142g（水中）

■スライドプレートシステム
前後にスライドするメインプレートと
2枚のサブプレートで、防水ハウジン

するメインプレートと２枚のサブプレートが、防水ハウジングの

グの脚部を確実に固定。ベースのユ

脚部をしっかりと押さえることで、確実に固定します（特許出願

スフリーで撮影に集中できます

ルみやガタつきとは無縁で、ストレ

中）。クローズアップレンズやワイドコンバージョンレンズなどを
装着するための、各種マウントベースや、レンズアダプターベー
スへの取り付けは、2本のM6ネジで確実に固定。ダイビング中
に取り付けネジがユルみ、アームベース自体がガタつくといった
トラブルとは無縁で、ストロボ撮影に集中できます。

ワイヤレス接続でストロボ撮影
Z-330/D-200/S-2000ストロボのワイヤレス機能を使えば、
「グリップベースD4セット」にストロボを取り付けただけのお

■ワイヤレスS-TTL調光対応
グ リ ッ プ ベ ー スD4セ ッ ト に、
Z-330/D-200/S-2000ス ト ロ

手軽セッティングで、外部ストロボ撮影がすぐにスタートできま

ボを直接取り付けて、ワイヤレス接

す。イノンストロボの大光量、充実の機能を生かして、水中世

撮影をはじめられます

続すれば、S-TTLオート調光による

界をより鮮やかに写し出せます。

Dホルダー

￥4,000（税込 ￥4,320）
■重量：150g（陸上）/ 約77g（水中）

どこまでもシステムアップ
ストロボやLEDライトの取り付けには、イノンの豊富なアームシ
ステム製品が対応。
「 Zジョイント」を介してストロボを直接取り
付けた基本セッティングに、
「ダイレクトベースYS RT」を追加
すれば、ライティング方向の自由度が広がります。また、
「ダイ
レクトベースⅢ」｢マルチダイ
レクトベースⅡ・ロング｣から
アームを伸ばせば、被写体
の大きさや距離に合わせて、
ストロボの位置を自由自在
に調節可能。アタッチメント
レンズを保持するためのレ
ンズホルダーを装着する「D

Zジョイント装着時

ダイレクトベースYS RT ダイレクトベースⅢ装着時
装着時

ホルダー延長バー」も用意。

グリップベースD4セット

￥9,500（税込 ￥10,260）

Z-330/D-200/S-2000ストロボのワイヤレ
ス機能にも対応した「グリップベースD4」と「Z
ジョイント」のセット。
■重量：296g（陸上）/ 約165g（水中）
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「Dホルダ ー」を増 設して、
ストロボを左右に取り付け
た多灯システムを構築する
ことも簡単です。

マルチダイレクトベースⅡ・ ZアダプターⅡ装着時
ロング装着時

Dホルダ ー 延 長 バーとレ
ンズホルダー装着時

グリップベースM1
中型ハウジング対応アームベース
マイクロフォーサーズシステム規格などのデジタル一眼カメラや、コンパクトデジタ
ルカメラ用の、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。
70 ㎜
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。ベースの底面には脚
を装備し、ハウジングを置いた際の安定性を高めています。ストロボやライトの取
り付けは、
「グリップベースD4」同様に、イノンの豊富なアームシステム製品が対応。

47 - 89 ㎜

「Dホルダー」を増設して、ストロボを左右に取り付けた多灯システムを構築するこ
とも簡単です。

30 - 40 ㎜

グリップベースM1

￥12,000（税込 ￥12,960）
■重量：273g（陸上）/ 約158g（水中）
■対応ハウジング：
イノン X-2 for GF1、X-2 for GF2
ニコン WP-N1、WP-N2、WP-N3
ソニー MPK-URX100A、MPK-HSR1
オリンパス PT-EP01、PT-EP03、PT-EP05L、
PT-EP06L、PT-EP08、PT-EP10、PT-EP11、
PT-EP12、PT-EP13、PT-EP14、

グリップベースM1

（12-24カメラネジセット)

44 - 80 ㎜
カメラ固定ネジの可動範囲

￥12,000（税込 ￥12,960）
Ikelite社など、12-24UNCサイズの
ベース取り付けネジ穴を有するハウジ
ングに対応をした特別仕様品です。

PT-053、PT-054、PT-055、PT-056、PT-058

中央脚部は取り外し可能
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ベース、アーム、ストロボ/ライトを繋げる接続パーツ。

クランプⅢ

ダイレクトベースⅢ

マルチダイレクトベースⅡ WB

￥3,400（税込 ￥3,672）

￥1,800（税込 ￥1,944）

￥4,200（税込 ￥4,536）

アームボール部を持ったアームボディやダイレクトベース、アダ

アームを展開するための基礎となるパーツです。
「グリップベー

アームボール部を上下2個有し、2系統のアームを展開できる

プターなどを接続・固定するクランプ。高精度、高強度を要する

スD4」
「グリップベースM1」
「Dホルダー」には直接、その他

ダイレクトベースです。被写体用のストロボと背景用のストロボ

ボール受けの部分は、軽量アルミ合金の削り出し。ハンドル部

ベースやハウジングには、
「M6プレートダイレクトベースⅢ」や

を別々に配置したり、静止画用のストロボと動画用のライトを接

を、指にフィットする樹脂成型とすることで、操作感が向上。少

「M5プレートダイレクトベースⅢ」を介して取り付けます。また、

続したり、より凝ったライティングが可能となります。様々なハウ

ない力でしっかりと締め付けられ、アームの角度を調整する際

「M6ジョイント」を介して「スティックアーム」や「マルチボール

ジングやグリップに対応するよう、6個のM6取り付け穴と、4個

の微妙な半締めも容易に可能です。

アーム」の中間部に取り付けられます。さらに、ストロボのアダ

のM5取り付け穴が設けられ、2本のキャップボルトにより、強力

■有効長さ：36㎜

プターとしての使用も可能。アームボール部は金属製で、クラ

に固定されます。

ンプを軽く締めるだけで、しっかりと固定できます。

■有効長さ：86㎜

■重量：53g（陸上）/ 約33g（水中）

■有効長さ：32㎜

マルチダイレクトベースⅡ・ロング

■重量：56g（陸上）/ 約33g（水中）

■重量：35g（陸上）/ 約23g（水中）

マルチダイレクトベースⅡa

ZアダプターMV

￥3,200（税込 ￥3,456）

￥1,800（税込 ￥1,944）

「グリップベースD4」や「システムベースⅡ」などにアームを取り

デジタル一眼カメラ用ハウジングのグリップ部や、ハウジング本

Z-330/D-200/S-2000ストロボや、
「ダブルライトホルダー・

付けるための、アルミ合金製のベースです。2本のキャップボル

体の専用取り付け部などにアームを取り付けるための、アルミ

LE」
「ストロボライトホルダー・LE」などに取り付け、クランプを介

トにより、強力に固定されます。様々なハウジングやグリップに

合金製のベースです。取り付け面が大きく、2本のキャップボル

してアームボディや「ダイレクトベースⅢ」などに接続するための

対応するよう、6個のM6取り付け穴と、4個のM5取り付け穴が

トで強力に固定されるため、重量のあるライトや長いアームを

アダプターです。プラスチック製のアームボール部を採用するこ

設けられ、2本のキャップボルトにより、強力に固定されます。

接続する場合に適しています。

とで、クランプを緩めなくても、適度なフリクションでストロボな

■有効長さ：76㎜

■有効長さ：37㎜

どの方向を調節可能です。

￥4,200（税込 ￥4,536）

■重量：46g（陸上）/ 約28g（水中）

■重量：33g（陸上）/ 約20g（水中）

■有効長さ：58㎜

ZアダプターⅡ

￥3,200（税込 ￥3,456）

M6プレート ダイレクトベースⅢ

￥2,300（税込 ￥2,484）

■重量：35g（陸上）/ 約16g（水中）

M5プレート ダイレクトベースⅢ

￥2,300（税込 ￥2,484）

Z-330/D-200/S-2000ストロボや、
「 ストロボライトホ ル

X-2シリーズハウジングや「システムベースⅡ」などに、
「 ダイレク

M5ネジを採用した他社のベースやハウジングなどに、
「ダイレク

ダー・LE」
「トロボライトホルダー・LF」などに取り付ける、アルミ

トベースⅢ」
「ダイレクトベースYS RT」を取り付けるためのオプ

トベースⅢ」
「ダイレクトベースYS RT」を取り付けるためのオプ

合金製のアダプターです。
「グリップベースD4」
「グリップベース

ションです。その他ベースやハウジングへの取り付けには、深さ

ションです。取り付けには、深さ6㎜以上のM5ネジ穴２つ（ネジ

M １」などの上端に取り付け、ダイレクトベースの代わりに使用

8㎜以上のM6ネジ穴2つ（ネジ穴中心間の距離が13～28㎜）

穴中心間の距離が24～28㎜）が必要です。

することも可能。鉛直方向または水平方向にアームボールが伸

が必要です。

■重量：19g（陸上）/ 約13g（水中）

展するため、長いアームの取り回しに便利です。

■重量：19g（陸上）/ 約15g（水中）

■有効長さ：59㎜
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■重量：58g（陸上）/ 約36g（水中）

ダイレクトベースYS RT

YSアダプターMV

YSアダプター

￥1,800（税込 ￥1,944）

￥900（税込 ￥972）

￥3,200（税込 ￥3,456）

YSタイプのアームヘッド部を増設するためのベースアダプター

イノン「Z-22」ストロボや、SEA&SEA社製YSシリーズストロ

イノン「Z-22」ストロボや、SEA&SEA社製YSシリーズストロ

です。ベース部分は360°
回転し、ライトなどをセットした状態

ボ、
「 Zジョイント」やシングルライトホルダー・LE/LFなど、YSタ

ボ、
「 Zジョイント」やシングルライトホルダー・LE/LFなど、YSタ

で、上下だけでなく左右にも方向を調節できます。
「グリップ

イプのジョイント部を有する製品を、クランプを介してアームボ

イプのジョイント部を有する製品を、クランプを介してアームボ

ベースD4」
「グリップベースM1」
「Dホルダー」
「ウエイトプレー

ディや「ダイレクトベースⅢ」に接続するためのアダプターです。

ディや「ダイレクトベースⅢ」に接続するためのアルミ合金製のア

ト」には直接、その他ベースやハウジングには、
「M6プレートダ

プラスチック製のアームボール部を採用することで、クランプを

ダプターです。アダプター取り付け部の幅が広い、SEA&SEA

イレクトベースⅢ」や「M5プレートダイレクトベースⅢ」を介して

緩めなくても、適度なフリクションでストロボなどの方向を調節

社のYS-300やYS-350などには、付属のO-Ringで幅調節が

取り付けます。また、
「M6ジョイント」を介して「スティックアー

可能です。

可能です。

ム」や「マルチボールアーム」の中間部に取り付けできます。

■有効長さ：46㎜

■有効長さ：28㎜

■重量：20g（陸上）/ 約7g（水中）

■有効長さ：46㎜

■重量：36g（陸上）/ 約22g（水中）

■重量：27g（陸上）/ 約10g（水中）

ダブルYSアダプターMV

￥1,600（税込 ￥1,728）

YSアダプターWB MV

￥1,600（税込 ￥1,728）

YSアダプター用取付ネジ

￥1,400（税込 ￥1,512）

アームボール部の両側に、YSタイプのアームヘッド部を2個連

アームボール部を2個連結したYSタイプのアダプターです。ス

「YSアダプターMV」やYSアームなどのYSタイプのアームヘッ

結したアダプターです。ストロボやライトなどを、
「Zジョイント」

トロボやライトなどを、本製品の2ヵ所に、一方は「Zジョイント」

ド部に、Z-330/D-200/S-2000ストロボなどを直接取り付

やライトホルダーを介して、両端2か所に同時に取り付け可能で

やライトホルダーを介して、他方はクランプを介して、同時に取

けるための専用ネジです。

す。プラスチック製のアームボール部を採用することで、クラン

り付け可能です。プラスチック製のアームボール部を採用する

■重量：12g（陸上）/ 約8g（水中）

プを緩めなくても、適度なフリクションでストロボやライトの方

ことで、クランプを緩めなくても、適度なフリクションでストロボ

向を調節可能です。

やライトの方向を調節可能です。

■有効長さ：91㎜

■重量：30g（陸上）/ 約11g（水中）

ワッシャーセット

■有効長さ：101㎜

■重量：37g（陸上）/ 約13g（水中）

キャップネジセット

（ダイレクトベースⅢ両面取付用）

（マルチダイレクトベースⅡ両面取付用）

「ダイレクトベースⅢ」を2個、対応ベースの表と裏に取り付ける

「マルチダイレクトベースⅡa」
「 マルチダイレクトベースⅡ・ロング」

￥200（税込 ￥216）

ための専用ワッシャーです。

￥600（税込 ￥648）

「マルチダイレクトベースⅡ WB」を2個、対応ベース の表と裏
に取り付けるための専用ネジです。
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ベース、アーム、ストロボ/ライトを繋げる接続パーツ。

ダイレクトベースYS

￥800（税込 ￥864）

ウエイトプレート ネジ固定型

￥3,800（税込 ￥4,104）

ウエイトプレート ベルクロ固定型

￥3,800（税込 ￥4,104）

「ウエイトプレート ネジ固定型」
「ウエイトプレート ベルクロ固定

対応する各種ダイビングウエイトに装着して三脚代わりの台座と

対応する各種ダイビングウエイトに装着して三脚代わりの台座と

型」に取り付けて使うことに特化した、YSタイプのアームヘッド

し､｢ダイレクトベースYS｣､｢ダイレクトベースYS RT｣､｢ダイレ

し、｢ダイレクトベースYS｣､｢ダイレクトベースYS RT｣､｢ダイレ

部を増設するためのベースアダプターです。ベース部分は左右

クトベースⅢ｣､ ｢マルチダイレクトベースⅡa｣などを組み合わせ

クトベースⅢ｣､ ｢マルチダイレクトベースⅡa｣などを組み合わせ

に回転しないため、一定方向への撮影、ライトの照射といった使

ることで､ LEDライト/ストロボ/GoPro® 関連製品を海底に置

ることで､ LEDライト/ストロボ/GoPro® 関連製品を海底に置

用方法に適しています。

いて撮影することが可能となります。ネジ固定型は、プレートと

いて撮影することが可能となります。ベルクロ固定型は、簡単に

■有効長さ：26㎜

ネジでウエイトに強固に固定します。

ウエイトに着脱することができるため、ダイビングサービスなど

■重量：24g（陸上）/ 約9g（水中）

のレンタルウエイトを使う場合に適しています。

ZアダプターMV 1/4-20UNC

￥2,000（税込 ￥2,160）

1/4カメラオスメスネジ

￥2,000（税込 ￥2,160）

1/4カメラオスメスネジ(グリップベースD4用)

￥2,000（税込 ￥2,160）

1/4-20UNCのオスネジとメスネジを備えたカメラネジです。

一般的なデジタルカメラや防水プロテクターに備わる三脚ネジ穴

1/4-20UNCのオスネジとメスネジを備えたカメラネジです。

（1/4-20UNC）に取り付けるアダプターです。クランプを介し

マウントベースやレンズアダプターベースを装着したカメラシス

「グリップベースD4」を装着したカメラシステムに、
「Zアダプ

て、コンパクトデジタルカメラハウジングを一眼レフカメラハウ

テムに、
「ZアダプターMV 1/4-20UNC」を取り付ける際に、

ターMV 1/4-20UNC」を取り付ける際に、
「グリップベース

ジングの上部に取り付けたり、ウエイトプレートと組み合わせて

マウントベース/レンズアダプターベースに付属している1/4カ

D4」に付属している1/4カメラネジと交換して使用します。

置き撮りをしたり、様々なセッティングに活用できます。

メラネジと交換して使用します。

■重量：36g（陸上）/ 約33g（水中）

■有効長さ：58㎜

■重量：31g（陸上）/ 約29g（水中）

■重量：35g（陸上）/ 約16g（水中）

三脚アダプター

キヤノン用アクセサリーシュースペーサー

Dホルダー三脚アダプター

￥2,000（税込 ￥2,160）

￥400（税込 ￥432）

1/4インチネジを有した三脚に、ストロボやライトを取り付けるため

シューベースを、キヤノン社製ウォータープルーフケースのアク

「グリップベースD4」をセットしたハウジングや、
「 Dホルダー」単体

のアダプターです｡ 被写体の後ろから光を当てたり、スヌートを装

セサリーシュー部へ取り付ける際に、がたつきを防止するために

をセットしたアクションカメラを、三脚へ取り付けるためのアダプ

着したストロボを固定したり、新たなライティングを創造できます。

使用します。

ターです。三脚ねじ穴は2カ所配置されていて、水中3ウェイ雲台

■対応接続パーツ：

■対応ベース：

付属の
「雲台接続ベース」
を使って、2本のネジでガタつきや緩みな

ダイレクトベースⅢ、マルチダイレクトベースⅡa、マルチダイレク

シューベースⅡ、シューベース1/4-20UNC、シューベースM6、

くカメラシステムを水中3ウェイ雲台に固定できます。

トベースⅡ WB、マルチダイレクトベースⅡ・ロング、Zアダプター

シューベースBALL

MV、ダイレクトベースYS RT、シューベース（シューベースアダ
プターD4またはシューベースアダプターX-2が必要）
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￥2,000（税込 ￥2,160）

■対応ベース：
グリップベースD4、Dホルダー

Zジョイント

￥1,500（税込 ￥1,620）

シングルライトホルダー・LE
￥2,000（税込 ￥2,160）

ダブルライトホルダー・LE

￥2,000（税込 ￥2,160）

「グリップベースD4」
「グリップベースM1」
「シューベースⅡ」

LEシリーズLEDライト1灯を、YSタイプのアームヘッド部へ取

「YSア ダ プ タ ー MV」
「YSア ー ム 」
「 ダ イ レクト ベ ー スYS

り付け可能とするオプションです。特に、
「シューベースⅡ」や「グ

｢Zジョイント｣と組み合わせて、LEシリーズLEDライト2灯を、

RT」などのYSタイプのアームヘッド部に、Z-330/D-200/

リップベースD4」と組み合わせることで、コンパクトかつ手軽に

アームヘッド部へ取り付けるためのオプションです。また、
「Zア

S-2000ストロボなどを取り付けるためのアダプターです。ま

カメラシステムへの取り付けが可能となります｡

ダプターMV」
「ZアダプターⅡ」と組み合わせることで、クランプ

た、
「ダブルライトホルダー・LE」
「クアッドライトホルダー・LE」や

■重量：56g（陸上）/ 約31g（水中）

を介してアームボール部を有する製品に接続できます。

「シューベースⅡ」や「グリップベースD4」などの､ YSタイプの

■重量：73g（陸上）/ 約29g（水中）

「ストロボライトホルダー・LE」
「ストロボライトホルダー・LF」と
組み合わせて、YSタイプのアームヘッド部にLEDライトを取り
付けます。
■有効長さ：26㎜

■重量：46g（陸上）/ 約23g（水中）

クアッドライトホルダー・LE

￥5,000（税込 ￥5,400）

ストロボライトホルダー・LE

￥2,500（税込 ￥2,700）

シングルライトホルダ ー・LE 三 脚用
￥1,000（税込 ￥1,080）

「Zジョイント」と組み合わせて、LEシリーズLEDライト2灯また

LEシリーズLEDライト1灯または2灯を、ストロボと一緒にアー

LEシリーズLEDライト1灯を、1/4-20UNC規格のネジを備え

は4灯を、
「シューベースⅡ」や「グリップベースD4」などの、YS

ムへ取り付け可能とするオプションです｡「Zジョイント」と組み合

た三脚や「シューベース 1/4-20UNC」へ接続するためのオプ

タイプのアームヘッド部へ取り付けるためのオプションです｡ ま

わせることで､「シューベースⅡ」や「グリップベースD4」などの、

ションです。三脚に取り付けたライトをカメラシステムから分離

た、
「 ZアダプターMV」
「ZアダプターⅡ」と組み合わせることで、

YSタイプのアームヘッド部へ直接取り付け可能。また､「Zアダ

して設置することで、被写体の後ろからライトを照射するバック

クランプを介してアームボー ル部を有する製品に接続できま

プターMV」
「ZアダプターⅡ」と組み合わせることで､ クランプを

ライト撮影や、夜間の集魚灯など、様々な活用が可能です｡ また

す。

介してアームボール部を有する製品に接続できます。ストロボ

「シューベース 1/4-20UNC」を介して、ハウジングのアクセ

■重量：116g（陸上）/ 約48g（水中）

を取り付けず、LEDライトのみの取り付けにも対応します。

サリーシューにライトをシンプルに取り付けできます。

■重量：67g（陸上）/ 約35g（水中）

■重量：29g（陸上）/ 約18g（水中）

シングルライトホルダー・LF

ストロボライトホルダー・LF

シングルライトホルダ ー・LF 三 脚用

￥2,000（税込 ￥2,160）

￥2,500（税込 ￥2,700）

LFシリーズLEDライト1灯を、YSタイプのアームヘッド部へ取

LFシリーズLEDライト1灯または2灯を、ストロボと一緒にアー

り付け可能とするオプションです。特に、
「シューベースⅡ」や「グ

ムへ取り付け可能とするオプションです｡「Zジョイント」と組み

LFシリーズLEDライト1灯を、1/4-20UNC規格のネジを備え

リップベースD4」と組み合わせることで、コンパクトかつ手軽に

合わせることで､「シューベースⅡ」や「グリップベースD4」など

た三脚や「シューベース 1/4-20UNC」へ接続するためのオプ

カメラシステムへの取り付けが可能となります｡

の、YSタイプのアームヘッド部へ直接取り付け可能。また､「Z

ションです。三脚に取り付けたライトを、被写体の後ろから照射

■重量：57g（陸上）/ 約31g（水中）

アダプターⅡ」と組み合わせることで､ クランプを介してアーム

するバックライト撮影や、夜間の集魚灯など、様々な活用が可能

ボール部を有する製品に接続できます。ストロボを取り付けず、

です｡ また「シューベース 1/4-20UNC」を介して、ハウジング

LEDライトのみの取り付けにも対応します。

のアクセサリーシューにライトをシンプルに取り付けできます。

■重量：65g（陸上）/ 約35g（水中）

■重量：29g（陸上）/ 約18g（水中）

￥1,000（税込 ￥1,080）
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ARM ACCESSORIES

アーム/ベースに機能を追加する専用アクセサリー。

M6ジョイント

￥1,700（税込 ￥1,836）

M5ジョイント

￥700（税込 ￥756）

シューベーススペーサー

￥700（税込 ￥756）

スティックアームやマルチボールアームに、
「ダイレクトベースⅢ」

スティックアームやマルチボールアームに、各種レンズホルダー

フロートアームやメガフロートアーム、メガフロートチューブに

「ダイレクトベースYS RT」を取り付けるためのオプションです。

フロートアーム用を取り付けるためのオプションです。
「シュー

「シューベース」を取り付けるためのオプションです。
「M5ジョ

アーム中間部に、ストロボやライトを増設できるようになります。

ベーススペーサー」を組み合わせて、
「シューベース」を取り付け

■重量：24g（陸上）/ 約15g（水中）

ることも可能です。

■対応アーム：スティックアームボディ XS-T/SS-T/S-T/M-T/L

■重量：14g（陸上）/ 約8g（水中）

に、ストロボやLEDライトを増設できるようになります。

マルチボールアームボディ S/ML/L/LL/XL

■対応アーム：

■重量：20g（陸上）/ 約12g（水中）

＊
「M6ジョイント」
を用いて取り付けた
「ダイレクトベースⅢ」
には、

「クランプⅢ」1個を介して、ストロボを1灯のみ、あるいはLEDラ
イトは2灯まで取り付け可能です。ストロボとLEDライトを同時に
取り付けたり、LEDライトを3灯以上取り付けたりすること、ある

いは「クランプⅢ」を2個以上使って（アームを介して）取り付けを
行うことはできません。

Dホルダー延長バー

￥2,100（税込 ￥2,268）

●各種レンズホルダーフロートアーム用を取り付ける場合

フロートアームボディ S/M/ML

マルチボールアームボディ ML/L/LL/XL

メガフロートアームボディ S/M

●「シューベーススペーサー」を取り付ける場合

M5ジョイント + マルチボールアームボディ S/ML/L/LL/XL

マルチボールアームボディ S/ML/L/LL/XL

メガフロートチューブ S/M

スティックアームフロートS

￥2,800（税込 ￥3,024）

スティックアームやマルチボールアームのグリップ性能を上げる
とともに、水中では、本製品1個で約84gの浮力を発生するオ

ションです。

プションです。カメラシステムの水中重量を軽減することが可能

■重量：53g（陸上）/ 約34g（水中）

です。

■対応ベース：グリップベースD4、グリップベースM1、Dホルダー

■水中浮力：84g

■対応レンズホルダー：LDレンズホルダーS、M67レンズホル

■対応アーム：

ダーS、ADレンズホルダー（レンズホルダー［ネジ］のみ）、LDレ

スティックアームボディ S-T/M-T/L（Lのみ2個取り付け可能）

■重量：82g（陸上）

ンズホルダーW（レンズホルダー［ネジ］のみ）、M67レンズホル

マルチボールアームボディ ML/L/LL/XL（LLとXLのみ2個取

ダーW（レンズホルダー［ネジ］のみ）

り付け可能）

シューベースアダプターD4
シューベースアダプターX-2

ダー延長バー」に、
「 シューベース」を取り付けるための追加オプ

￥2,200（税込 ￥2,376）

ションです。
「Zジョイント」やライトホルダー類を組み合わせて､

X-2シリーズハウジングや「システムベースⅡ」などに、
「シュー

ストロボやライトをコンパクトに取り付け、より自由な角度からラ

ベース」を取り付けるための追加オプションです。
「Zジョイン

イティングが可能となります｡

ト 」や ライトホ ルダ ー 類 を 組 み 合 わ せ て､ Z-330/D-200/

■重量：10g（陸上）/ 約6g（水中）

S-2000ストロボや､ LE/LFシリーズLEDライトをコンパクトに

■対応アーム/ベース：グリップベースD4、グリップベースM1、

取り付け、より自由な角度からライティングが可能となります｡

Dホルダー、Dホルダー延長バー、ポートアーム for MRS、

■重量：10g（陸上）/ 約6g（水中）

ポートアーム for UFL-MR130 EFS60

28 INON

M5ジョイント + スティックアームボディ XS-T/SS-T/S-T/M-T/L

スティックアームボディ XS-T/SS-T/S-T/M-T/L

ム部分を延長して、レンズホルダーを取り付け可能とするオプ

￥1,900（税込 ￥2,052）

■対応アーム：

スティックアームボディ SS-T/S-T/M-T/L

「グリップベースD4」
「グリップベースM1」
「Dホルダー」のアー

「グリップベースD4」
「グリップベースM1」
「Dホルダー」
「Dホル

イント」を取り付けたスティックアームやマルチボールアームに、
「シューベース」を取り付けることも可能です。アーム中間部

ADレンズホルダー フロートアーム用

￥1,600（税込 ￥1,728）

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シリーズ/28ADシリーズのアタッチメントレンズを、アーム

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、

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

に保持するためのオプション。フロートアーム/メガフロートアー

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

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

ム/メガフロートチューブには直接ネジ止め、スティックアーム/

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

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

マルチボールアームには「M5ジョイント」を介して取り付けます。

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

ます。アタッチメントレンズの水中への携行を容易とし、クイック

■重量：32g（陸上）/ 約7g（水中）

て取り付けます。

なレンズ着脱/交換をサポートします。

＊
「AD-LDマウント変換リング for UCL-165AD」
「M67-LDマウ

■重量：50g（陸上）/ 約25g（水中）

■重量：26g（陸上）/ 約6g（水中）

ント変換リング for UCL-330/165M67」を装着した、28LDシ
リーズ以外のアタッチメントレンズを取り付けることも可能です。

「ADレンズホルダー フロートアーム用」
「LDレンズホルダー フロートアーム用」
「M67レンズホルダー フロートアーム用」対応アーム
・フロートアームボディ S/M/ML

・メガフロートアームボディ S/M
・M5ジョイント＋スティックアームボディ SS-T/S-T/M-T/L
・M5ジョイント＋マルチボールアームボディ ML/L/LL/XL
・メガフロートチューブ S/M

LDレンズホルダーS

M67レンズホルダーS

￥3,300（税込 ￥3,564）

￥4,200（税込 ￥4,536）

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」
「グリップベースDⅢ・ゴムグリッ

アームボディや「Dホルダー延長バー」
「グリップベースDⅢ・ゴム

プD付」などに保持するためのオプションです。レンズホルダー

グリップD付」などに保持するためのオプションです。レンズホル

［ネジ］とレンズホルダー押えで挟んで取り付けます。
■重量：44g（陸上）/ 約14g（水中）

ダー［ネジ］とレンズホルダー押えで挟んで取り付けます。
■重量：62g（陸上）/ 約31g（水中）

＊
「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、28LDシ

ADレンズホルダー

・アームボディ SS/S/M/L
・YSアーム MS/M

・グリップベースD4（別途Dホルダー延長バーが必要）
・グリップベースM1（別途Dホルダー延長バーが必要）
・Dホルダー（別途Dホルダー延長バーが必要）
・グリップベースDⅢ・ゴムグリップD付
・グリップベースDⅡ・ゴムグリップD付

リーズ以外のアタッチメントレンズを取り付けることも可能です。

￥3,800（税込 ￥4,104）

「LDレンズホルダーS」
「M67レンズホルダーS」対応アーム/ベース

LDレンズホルダーW

￥4,800（税込 ￥5,184）

M67レンズホルダーW

￥6,300（税込 ￥6,804）

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

を挟んで取り付けます。レンズホルダー［ネジ］は「LDレンズホ

どを挟んで取り付けます。レンズホルダー［ネジ］は「M67レン

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

ルダーS」として、レンズホルダー［穴］は「LDレンズホルダー フ

ズホルダーS」として、レンズホルダー［穴］は「M67レンズホル

れ個別に使用することも可能です。

ロートアーム用」として、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

■重量：57g（陸上）/ 約18g（水中）
［ 両面取り付け時］、38g（

■重量：69g（陸上）/ 約20g（水中）
［ 両面取り付け時］

可能です。

陸上）/ 約12g（水中）
［ 片面取り付け時］

＊
「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、28LDシ
リーズ以外のアタッチメントレンズを取り付けることも可能です。

■重量：106g（陸上）/ 約60g（水中）
［ 両面取り付け時］

「ADレンズホルダー」
「LDレンズホルダーW」
「M67レンズホルダーW」対応アーム/ベース
レンズホルダー［ネジ］
とレンズホルダー［穴］
を同時に使用する場合
・アームボディ SS/S/M/L
・YSアーム MS/M

レンズホルダー［ネジ］を単独で使用する場合
・アームボディ SS/S/M/L
・YSアーム MS/M
・グリップベースD4（別途Dホルダー延長バーが必要）
・グリップベースM1（別途Dホルダー延長バーが必要）
・Dホルダー（別途Dホルダー延長バーが必要）
・グリップベースDⅢ・ゴムグリップD付
・グリップベースDⅡ・ゴムグリップD付

レンズホルダー［穴］を単独で使用する場合
・フロートアームボディ S/M/ML
・メガフロートアームボディ S/M
・M5ジョイント + スティックアームボディ SS-T/S-T/M-T/L
・M5ジョイント + マルチボールアームボディ ML/L/LL/XL
・メガフロートチューブ S/M
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STICKARM SET

アームの長さとアダプターのタイプで選ぶ
スティックアームセット。

ダイレクトアームZ-MVセット

￥7,000（税込 ￥7,560）
■有効長さ：126㎜

■重量：123g（陸上）/ 約72g（水中）

■セット内容：ZアダプターMV、ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ

スティックアームXS-TセットZ-MV

￥12,400（税込 ￥13,392）
■有効長さ：201㎜

■重量：217g（陸上）/ 約130g（水中）

■セット内容：ZアダプターMV、スティックアームXS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームSS-TセットZ-MV

￥13,100（税込 ￥14,148）
■有効長さ：246㎜

■重量：227g（陸上）/ 約136g（水中）

■セット内容：ZアダプターMV、スティックアームSS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームS-TセットZ-MV

￥13,600（税込 ￥14,688）
■有効長さ：276㎜

■重量：233g（陸上）/ 約139g（水中）

■セット内容：ZアダプターMV、スティックアームS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームM-TセットZ-MV

￥14,100（税込 ￥15,228）
■有効長さ：326㎜

■重量：242g（陸上）/ 約144g（水中）

■セット内容：ZアダプターMV、スティックアームM-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームLセットZ-MV

￥14,600（税込 ￥15,768）
■有効長さ：446㎜

■重量：277g（陸上）/ 約168g（水中）

■セット内容：ZアダプターMV、スティックアームLボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

【ストロボ同時購入セット】特別価格
現行のイノンストロボ「 Z-330 」／「 D-200 」／
「S-2000」を同 時 購 入の場 合に限り、ストロ
ボのご購入数を上限としてご注文いただける、
限定のスティックアームセットです。

Z-330ストロボ

ダイレクトアームZ-MVセット
（ストロボ同時購入セット）

￥6,200（税込 ￥6,696）

スティックアームSS-TセットZ-MV（ストロボ同時購入セット）

￥12,100（税込 ￥13,068）

スティックアームM-TセットZ-MV（ストロボ同時購入セット）

￥13,100（税込 ￥14,148）
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D-200ストロボ

S-2000ストロボ

スティックアームXS-TセットZ-MV（ストロボ同時購入セット）

￥11,400（税込 ￥12,312）

スティックアームS-TセットZ-MV（ストロボ同時購入セット）

￥12,600（税込 ￥13,608）

スティックアームLセットZ-MV（ストロボ同時購入セット）

￥13,600（税込 ￥14,688）

ダイレクトアームYS-MVセット

￥6,100（税込 ￥6,588）
■有効長さ：114㎜

■重量：108g（陸上）/ 約63g（水中）

■セット内容：YSアダプターMV、ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ

スティックアームXS-TセットYS-MV

￥11,500（税込 ￥12,420）
■有効長さ：189㎜

■重量：202g（陸上）/ 約121g（水中）

■セット内容：YSアダプターMV、スティックアームXS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームSS-TセットYS-MV

￥12,200（税込 ￥13,176）
■有効長さ：234㎜

■重量：212g（陸上）/ 約127g（水中）

■セット内容：YSアダプターMV、スティックアームSS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームS-TセットYS-MV

￥12,700（税込 ￥13,716）
■有効長さ：264㎜

■重量：218g（陸上）/ 約130g（水中）

■セット内容：YSアダプターMV、スティックアームS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームM-TセットYS-MV

￥13,200（税込 ￥14,256）
■有効長さ：314㎜

■重量：227g（陸上）/ 約135g（水中）

■セット内容：YSアダプターMV、スティックアームM-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

スティックアームLセットYS-MV

￥13,700（税込 ￥14,796）
■有効長さ：434㎜

■重量：262g（陸上）/ 約159g（水中）

■セット内容：YSアダプターMV、スティックアームLボディ、
ダイレクトベースⅢ、クランプⅢ×2個

ダイレクトアームDセット

￥7,000（税込 ￥7,560）
■有効長さ：100㎜

■重量：123g（陸上）/ 約79g（水中）

■セット内容：ダイレクトベースⅢ×2個、クランプⅢ

スティックアームXS-TセットD

￥12,400（税込 ￥13,392）
■有効長さ：175㎜

■重量：217g（陸上）/ 約137g（水中）

■セット内容：スティックアームXS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ×2個、クランプⅢ×2個

スティックアームSS-TセットD

￥13,100（税込 ￥14,148）
■有効長さ：220㎜

■重量：227g（陸上）/ 約143g（水中）

■セット内容：スティックアームSS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ×2個、クランプⅢ×2個

スティックアームS-TセットD

￥13,600（税込 ￥14,688）
■有効長さ：250㎜

■重量：233g（陸上）/ 約146g（水中）

■セット内容：スティックアームS-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ×2個、クランプⅢ×2個

スティックアームM-TセットD

￥14,100（税込 ￥15,228）
■有効長さ：300㎜

■重量：242g（陸上）/ 約151g（水中）

■セット内容：スティックアームM-Tボディ、
ダイレクトベースⅢ×2個、クランプⅢ×2個

スティックアームLセットD

￥14,600（税込 ￥15,768）
■有効長さ：420㎜

■重量：277g（陸上）/ 約175g（水中）

■セット内容：スティックアームLボディ、
ダイレクトベースⅢ×2個、クランプⅢ×2個
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