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● X-2～レンズ対応表

(現行レンズ)

キヤノン ワイドレンズ
EF14㎜ F2.8L USM
EF15㎜ F2.8 フィッシュアイ
EF20㎜ F2.8 USM
EF24㎜ F2.8
EF28㎜ F2.8 [*2]
EF35㎜ F2
キヤノン マクロレンズ
EF50㎜ F2.5 コンパクトマクロ

対応ポート/Ext.リング
ドームポートⅡ･プロテクターⅡセット
＋ MF Ext.リングM (操作リング無し) [*2]
ドームポートⅡ･プロテクターⅡセット
ドームポートⅡ･プロテクターⅡセット
＋ MF Ext.リングM (操作リング無し) [*2][*3]
MF ワイドポート (操作リング無し) [*2]

(価格)
(\63,000-[税別]/\66,150-[税込])
(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])
(\63,000-[税別]/\66,150-[税込])
(\63,000-[税別]/\66,150-[税込])
(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])
(\23,000-[税別]/\24,150-[税込])

対応ギア/磁石リング [*1] (価格)
フォーカスギア 20-100
(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

MF フラットポート (操作リング無し)

フォーカスギア 15-50

(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

フォーカスギア 20-100

(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

(\22,000-[税別]/\23,100-[税込])

フォーカスギア 15-50

(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

MF 標準ポートⅡ (操作リング無し)
MRS 60ポート

(\23,000-[税別]/\24,150-[税込])
(\32,000-[税別]/\33,600-[税込])

フォーカスギア 15-50
(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])
磁石リング・60セット
(\17,000-[税別]/\17,850-[税込])
【磁石リング(\14,000-[税別])、 固定環60(\3,000-[税別])のセット】

MRS 60ポート (操作リングなし) [*5]
MRS 100ポート・タイプUⅡ
MRS 100ポート・タイプUⅡ (操作リングなし) [*5]
MRS 100ポート・タイプS
＋ Ext.リングM
MRS 100ポート・タイプS (操作リングなし) [*6]
＋ Ext.リングM

(\20,000-[税別]/\21,000-[税込])
(\48,000-[税別]/\50,400-[税込])
(\36,000-[税別]/\37,800-[税込])
(\62,000-[税別]/\65,100-[税込])
(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])
(\42,000-[税別]/\44,100-[税込])
(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])

(設定なし)
磁石リング
(設定なし)
磁石リング

MF 標準ポートⅡ (操作リング無し) [*4][*7]

(\23,000-[税別]/\24,150-[税込])

ズームギア 18-55Ⅱ

MF ワイドポート (操作リング無し) [*2]

(\23,000-[税別]/\24,150-[税込])

フォーカスギア 20-100 [*8] (\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

ドームポートⅡ･プロテクターⅡセット
＋ Ext.リングS
( ＋ 遮光スポンジ AT-X107 [*9])

(\63,000-[税別]/\66,150-[税込])
(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])
(\400-[税別]/\420-[税込])

ズームギア AT-X107

EF-S60㎜ F2.8 マクロ USM [*4]
EF100㎜ F2.8 マクロ USM
EF180㎜ F3.5L マクロ USM

キヤノン ズームレンズ
EF-S18-55㎜ F3.5-5.6ⅡUSM [*4]
EF-S18-55㎜ F3.5-5.6 IS [*4]
EF20-35㎜ F3.5-4.5 USM

(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])
(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])

(設定なし)

(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

トキナー ズームレンズ
AT-X107DX フィッシュアイ [*4]

● X-2～レンズ対応表

(販売終了レンズ)

キヤノン マクロレンズ

対応ポート/Ext.リング
MRS 100ポート・タイプS

(価格)
(\62,000-[税別]/\65,100-[税込])

対応ギア/磁石リング [*1] (価格)
磁石リング・100Sセット
(\17,000-[税別]/\17,850-[税込])
【磁石リング(\14,000-[税別])、 固定環100S(\3,000-[税別])のセット】

MRS 100ポート・タイプS (操作リングなし) [*6]

(\42,000-[税別]/\44,100-[税込])

(設定なし)

MF ワイドポート (操作リング無し)

(\23,000-[税別]/\24,150-[税込])

MF 標準ポートⅡ (操作リング無し)

(\23,000-[税別]/\24,150-[税込])

EF100㎜ F2.8 マクロ [*10]
キヤノン ズームレンズ
EF22-55㎜ F4-5.6 USM
EF28-80㎜ F3.5-5.6 USMⅡ
EF28-80㎜ F3.5-5.6 USMⅢ
EF28-80㎜ F3.5-5.6 USMⅣ
EF28-80㎜ F3.5-5.6 USMⅤ
EF28-90㎜ F3.5-5.6 USM
EF35-80㎜ F4-5.6 USM

● X-2～テレコンバーター/エクステンダー対応表
ケンコー テレコンバーター
キヤノンEOS用 1.5倍テレプラス MC4 DG
キヤノンEOS用 2倍テレプラス MC7 DG
キヤノンEOS用 3倍テレプラス PRO300 3XM
キヤノン エクステンダー
EXTENDER EF1.4×Ⅱ

対応レンズ
EF100㎜ F2.8マクロ [*10]
EF100㎜ F2.8マクロ USM
EF180㎜ F3.5Lマクロ USM
EF100㎜ F2.8マクロ [*10]
EF100㎜ F2.8マクロ USM
EF180㎜ F3.5Lマクロ USM
EF100㎜ F2.8マクロ [*10]
EF100㎜ F2.8マクロ USM
EF180㎜ F3.5Lマクロ USM
EF180㎜ F3.5L マクロ USM

● X-2～テレコンバーター/エクステンダー対応表
ケンコー テレコンバーター
キヤノンEOS用 1.5倍テレプラス SHQ
キヤノンEOS用 2倍テレプラス MC7
キヤノン エクステンダー
EXTENDER EF1.4×
EXTENDER EF2×

(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

対応レンズ
EF100㎜ F2.8マクロ [*10]
EF100㎜ F2.8マクロ USM
EF180㎜ F3.5Lマクロ USM
EF100㎜ F2.8マクロ [*10]
EF100㎜ F2.8マクロ USM
EF180㎜ F3.5Lマクロ USM

EF180㎜ F3.5L マクロ USM
EF180㎜ F3.5L マクロ USM

ズームギア 28-90 USM

(\9,500-[税別]/\9,975-[税込])

(現行テレコン/エクステンダー)
対応Ext.リング

(価格)

Ext.リング18 ケンコー 1.5×

(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])

Ext.リング36 ケンコー 2×

(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])

Ext.リングL

(\15,000-[税別]/\15,750-[税込])

Ext.リング58 キヤノン 1.4×

(\15,000-[税別]/\15,750-[税込])

(販売終了テレコン/エクステンダー)
対応Ext.リング

(価格)

Ext.リング18 ケンコー 1.5× (\14,000-[税別]/\14,700-[税込])
Ext.リング36 ケンコー 2×

(\14,000-[税別]/\14,700-[税込])

Ext.リング58 キヤノン 1.4×
Ext.リング81 キヤノン 2×

(\15,000-[税別]/\15,750-[税込])
(\15,000-[税別]/\15,750-[税込])

[*1] 単焦点レンズではマニュアルフォーカス(MF)操作を行なう場合、ズームレンズではズーム操作を行なう場合に必要となります。
なお、ズームレンズを使用する場合、マニュアルフォーカス(MF)操作を行う事は出来ません。オートフォーカス(AF)での撮影のみ可能です。
[*2] 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。
[*3] 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/72㎜」等、市販のクローズアップレンズ/No.2をレンズ前面に取り付ける事をお勧めします。
この場合には、無限遠撮影を行う事は出来ません。
[*4] EF-Sレンズ非対応の「EOS10D」/「X-2 for EOS10D」で使用する事は出来ません。
[*5] 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(60/100UⅡ)」(\12,000-[税別])、
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。
[*6] 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(100S/100U)」(\20,000-[税別])、
および、磁石リング(\14,000-[税別])が必要となります。
[*7] 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。
[*8] ズーム操作に対応します。マニュアルフォーカス(MF)操作を行う事は出来ません。オートフォーカス(AF)での撮影のみ可能です。
[*9] Ext.リングSの内側に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。
「ズームギア AT-X107」には本製品相当品が付属しているので、ズーム操作を行なわない場合のみ、本製品をご用意ください。
[*10]USMではない、旧タイプのレンズです。

***** 「MF ポート」シリーズ(「MF 標準ポートⅡ」/「MF ワイドポート」/「MF フラットポート」)、および「MF Ext.リングM」を、
***** 「MF Ext.リングM」以外の「Ext.リング」に接続する事は出来ません。ご留意下さい。

2007.11現在

有限会社イノン

マクロ撮影構成例(キヤノン EF-S60mm マクロ USM)
キヤノン純正 EF-S60mm マクロに、
『MRS60 ポート』
『磁石リング 60 セット』を装着。従来の歯切りのギアでない、磁石を使用した MRS／マグネ
ティック･ロータリー･システムのため、ギア比／トルクとも陸上と同じ感覚で、ポート外周に付いている“操作磁石リング”を回すだけでフ
ォーカシング出来るシステム。ポート前面にはネジが切ってあり、汎用性のある M67 マウントのクローズアップレンズが装着できるので、水
中で着脱が可能です。前面に取り付けるので、テレコンのように明るさが暗くなりません。弊社製 M67 マウントのクローズアップレンズは、
倍率別に『UCL-330』
『UCL-165M67』の 2 種類があるので、状況に合わせて使い分けることが可能です。

●
●
●
●
●

X-2 for EOS30D(ファインダーの仕様により価格が異なります) ＋ MRS60 ポート(\33,600) ＋ 磁石リング 60 セット(\17,850)
ホルダーⅡ(\7,350) ＋ メインベースⅡ(\7,560)
アーム SS セット Z(\21,945) ＋ アーム S セット Z(\21,945)
M67 レンズホルダーS(\4,410) ＋ クローズアップレンズ UCL-165M67(\13,650)
Z-240(\63,840)ｘ2 灯 ＋ 光 D ケーブル(\6,510)ｘ2 本

フィッシュアイ～ワイド撮影構成例(トキナーAT-X107DX フィッシュアイズーム)
市場での評価の高い、トキナー社の 10～17mm フィッシュアイズーム用の構成例。ズームギアを付けてワイド端では魚眼撮影、ズーム端では通
常のワイド撮影が可能です。ポートは描写性能に定評のある弊社 X1 ポート『ドームポートⅡ･プロテクターセット』に、中間リングの『EXT.
リング S』をセット。下部『メインベースⅡ』の左手側に、
『グリップバーⅡセット』を付けて、ズーム／フォーカスダイアルの操作性を図っ
ている。右手はハウジングを握りながらシャッターと絞り値、それぞれのダイアルが操作出来るよう創意設計されており、ファインダーを覗
いたまま、ストレスなく露出／ズームが操作可能です。

● X-2 for EOS30D(ファインダーの仕様により価格が異なります) ＋ ドームポートⅡ･プロテクターセット(\66,150) ＋ EXT.リング S(\14,700) ＋ ズームギア
AT-X107(\9,975)
● ホルダーⅡ(\7,350) ＋ メインベースⅡ(\7,560) ＋ グリップバーⅡセット(\9,975)
● アーム S セット Z(\21,945) ＋ アーム M セット Z(\21,945) ＋ アームフロート S(\2,940)ｘ2 個
● Z-240(\63,840)ｘ2 灯 ＋ 光 D ケーブル L サイズ(\6,825)ｘ2 本

