
�������������������

アイリックス

・商品の外観・仕様・価格は予告なく変更することがあります。
・このカタログには掲載の商品価格はすべて消費税別価格です。
・このカタログは2021年 8月現在のものです。



写真家によって考案された 写真家のための 究極のレンズ

写真家によって考案され、優れた技術者たちによって構築され、
アイデアに富んだデザイナーによって完成された究極のレンズ。

写真に関するすべての情報を収集し全てを検証し、
最新のテクノロジーを駆使してたどり着いた最高の機能性。
変化する風景、街、スポーツ、建築物の微妙な曲線や球面等

どのような撮影であろうとすべての局面に対応する頑丈な造りとともに
直観的感覚で使える形状、精密な技術的仕様をハンディタイプに仕上げた

写真家のためのレンズです。

写真ブログ：
“Irix 15mm F2.4 は最高品質の材質とスムースなフォーカスリング、そしてフォー
カスリングのハイパーフォーカススケールによって撮影の楽しみが増えました。”

Digital Picture：
“その素晴らしいデザインと出来ばえとの組合わせにより、画質に新たな創
造性の道を開きました。”

レンズの専門家Rex Jones 氏：
“・・・このレンズは私が今までに使用した中で最高のレンズです・・・”

写真雑誌 ePhotozine：
“Irix 150mm F4 マクロレンズは標準のレンズよりも長い焦点距離を持
つ、最強のマニュアルフォーカスマクロレンズです。”

Digitalrev：
“私は Irix の品質の素晴らしさに信じがたい驚きを感じました。でも今は Irix
が最高のレンズであるということを当たり前のこととして公言しています。”

Phoblographer：
“Irix 11mm F4 Blackstone はすべてにおいて感銘的なレンズです。”

リアフィルタースロット
Irix レンズにはリアフィルター用のスロッ
トが装備されています。15mmF2.4 では
同時にレンズ両サイドにフィルターが装
着可能です（例として PL フィルターを前
面に、後部に ND フィルターのように）。
リアフィルター用スロットのサイズは
30x30mmです。

フィルターウインドウ
重要な点は機能性です。花型のレンズフード装着時、備
え付けてあるスライディングウインドウ機能を使用する
ことでレンズフードを外さずにフィルターを回転させる
ことができます。

ニュートリノコーティング方式
ニュートリノコーティングは特殊な処方による複数の反
射防止膜の組合わせで完璧な光透過、高いコントラスト、
自然な色再現を実現しています。

フォーカススケールキャリブレーション
各 Irix レンズは工場において適正にキャリブ
レーションがおこなわれ出荷されます。この機
能によりその後使用する各カメラのモデルに対
応して独自にフォーカススケールの調整がおこ
なえます。

インフィニティクリック
フォーカスリングの“ 　”の位置には“click”（イ
ンフィニティクリック）があり、フォーカスス
ケールを見なくても無限位置に設定することが
できます。これは夜景撮影に最適な機能です。

フォーカスロック
フォーカスロック機能はフォーカスリン
グを必要な位置で固定し偶発的な回転を
防止します。ハイキングや街中の散歩中
の撮影に最適です。

全天候対応シーリング
Irix 15mm F2.4 レンズは最も過酷な気象条件下にお
いてもまったく影響を受けない驚異的な密閉性を有し
ています。各レンズは内部が埃や湿気から保護する完
全密閉構造になっています。その機能により突然の水
しぶき等からレンズを完全に保護します。

絞りの電子コントロール
電子絞り制御機能はレンズの操作を簡素化
し、絞り値をExif に記録します。

写真愛好家の夢が現実に !

TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS
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フロントフィルター径
Irix 15mm F2.4 の対物面に使
用するフィルター径は95mm
のスクリュータイプです。

リアフィルター（ND）は P7をご覧ください。
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超広角！ 画角 126°のフルサイズレンズ。4 枚の高屈折レンズ、2

枚の ED レンズおよび 3 枚の非球面レンズを組み合わせて 3.13%

という驚異的な低ディストーションを実現しました。このクラスの

レンズとしては唯一無二のレンズと言えるでしょう。さらにフォー

カスロックシステム、全天候型ホコリ防止密閉構造、インフィニティ

画角 110°の超広角フルサイズレンズ。よりコントロールしやすく

使用満足度の高いフィルターウインドウの付いた着脱可能なレンズ

フード付き。フィルター装着は 95mm 径ねじ込み式を装備し、プ

ロ写真家をも満足させる、優れたレンズです。3枚の高屈折レンズ、

2 枚の ED および非球面レンズの組合わせが低ディストーションを

実現しました。さらにフォーカスロックシステム、全天候型ホコリ

あなたの撮影スタイルに合わせて、2種類のハウジングからお選びいただけます　

ファイアフライ
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ブラックストーン

クリック、リアフィルター用スロット、UV塗料（Blackstone バー

ジョン）のセットが、堅牢なアルミ合金製のハウジング内に組み込

まれることにより Irix 11mm レンズが風景、建築物、夜景および

過酷な環境下等すべての撮影に必須のツールであることを物語って

います。

内部はアルミニウム製構造
軽量ハウジング
フォーカスリングは滑り止めコーテ
ィング
標準的な刻印
基本的なホコリおよび湿気防止構造
（3つのシーリング）
ソフトポーチ付き

内部はアルミニウム製構造。傷防止加
工を施したマグネシウムハウジング
アルマイト処理メタル製フォーカス
リング
UV塗料でコーティングされた美し
い刻印
基本的なホコリおよび湿気防止構造
（3つのシーリング）
便利なハードケース付き

軽さを求めるなら… 堅牢さを求めるなら…

あなたの撮影スタイルに合わせて、2種類のハウジングからお選びいただけます　

ファイアフライ
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ブラックストーン

軽さを求めるなら… 堅牢さを求めるなら…

防止密閉構造、インフィニティクリック、リアフィルター用スロッ

ト、UV 塗料（Blackstone バージョン）のセットが、堅牢なアル

ミ合金製のハウジング内に組み込まれることにより Irix レンズが

さまざまな撮影において最良のパートナーであることを確信できる

でしょう。

このクラスのレンズでは最軽量
フォーカスリングは滑り止めコーテ
ィング
標準的な刻印
基本的なホコリおよび湿気防止構造
（3つのシーリング）
ソフトポーチ付き
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内部はアルミニウム製構造。傷防止加
工を施したマグネシウムハウジング
アルマイト処理メタル製フォーカス
リング
UV塗料でコーティングされた美しい
刻印
基本的なホコリおよび湿気防止構造
（4つのシーリング）
便利なハードケース付き

￥98,000（税別）
Irix 11mm ファイアフライ

￥128,000（税別）
Irix 11mm ブラックストーン

￥88,000（税別）
Irix 15mm ファイアフライ

￥128,000（税別）
Irix 15mm ブラックストーン
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高解像度のフルサイズデジタル一眼レフカメラ用に開発された最新

で多様性に富んだ望遠マクロレンズ。F2.8 の明るさは露出時間の

短縮を可能にし、150mm の焦点距離は、広告やポートレートの撮

影に最適な望遠で、手持ち撮影が可能という両方の利便性を兼ね備

えています。このレンズは 11 枚の絞り羽根で構成され、背景と光

のあたるスポットを円形に綺麗にボカすことができます。Irix 

150mm マクロのユニークな特長は撮影距離 0.345m で 1:1 の等

倍マクロ撮影が可能です。 270°の回転範囲を備えたワイドでラバー

コートされたフォーカスリングにより、全領域にわたる高精度のピ

ント調整が保証されます。さらに付属のフォーカスロックリングで

ピントを必要な位置で固定することができます。Irix 150mm マク

ロには内部構造を保護するために5つのゴム製シールと他の改良さ

Irix 150mm F2.8 マクロレンズは世界的に有名なデザインに関
する賞、iF DESIGN AWARD 2019、reddot award 2019を
受賞しました。

Irix 150mm F2.8マクロ1:1は新しいDragonflyシ
リーズ第一弾のレンズです。このシリーズは軽さ、
Fireflyで採用された完璧な人間工学、そして
Blackstoneで使用されている堅牢なマグネシウム
のハウジングを組み合わせたレンズです。

軽量化されたアルミニウム製の内部構造
アルミ/マグネシウム合金製、傷防止仕上げにより強
化された軽量ハウジング
フォーカスリングは滑り止めコーティング
UV塗料でコーティングされた刻印
高度なホコリおよび湿気防止構造(5つのシーリング)
便利なハードケース付き

画像フォーマット

焦点距離

絞り値

焦点範囲

焦点方式

画角

絞り調整

絞り形状

レンズ構成

フロントフィルター径

リアフィルタースロット径

対応マウント

サイズ（最大径 x 全長）

重量

画像フォーマット

焦点距離

絞り値

焦点範囲

焦点方式

画角

絞り調整

絞り形状

レンズ構成

フロントフィルター径

リアフィルタースロット径

対応マウント

サイズ（最大径 x 全長）

重量

35mm フルサイズ

11mm 

F4.0 ～F22

0.27m～∞

ロック機能付きマニュアルフォーカス

126°(対角線)

カメラ経由

9枚の円形羽根

10群16枚

無し

30 x 30mm 

キヤノン EF/ニコンF/ペンタックスK

φ103 x 118mm

730 ～ 790g

画像フォーマット

焦点距離

絞り値

焦点範囲

焦点方式

画角

絞り調整

絞り形状

レンズ構成

フロントフィルター径

マクロ比率

対応マウント

サイズ（最大径 x 全長）

重量

35mm フルサイズ

15mm 

F2.4 ～F22

0.28m～∞

ロック機能付きマニュアルフォーカス

110°(対角線)

カメラ経由

9枚の円形羽根

11群15枚

95mm

30 x 30mm 

キヤノン EF/ニコンF/ペンタックスK

φ103 x 90mm

581 ～ 685g

35mm フルサイズ

150mm 

F2.8 ～F32

0.345m～∞

ロック機能付きマニュアルフォーカス

16.2°(対角線)

カメラ経由

11枚の円形羽根

9群12枚

77mm

1：1（0.345m時）

キヤノン EF/ニコンF/ペンタックスK

φ87 x 128mm

840g
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MTF曲線 MTF曲線 MTF曲線

仕　様 仕　様 仕　様

価　格

ディストーション ディストーション ディストーション

IL-11FF-EF（キヤノン用）
IL-11FF-NF（ニコン用）
IL-11FF-PK（ペンタックス用）

11mm ファイアフライ ￥78,000（税別）
4962420475188
4962420475201 
4962420475225  

IL-11BS-EF（キヤノン用）
IL-11BS-NF（ニコン用）
IL-11BS-PK（ペンタックス用）

11mm ブラックストーン ￥98,000（税別）
4962420475003 
4962420475034 
4962420475249 

価　格

IL-15FF-EF（キヤノン用）
IL-15FF-NF（ニコン用）
IL-15FF-PK（ペンタックス用）

15mm ファイアフライ ￥72,000（税別）
4962420475195 
4962420475218 
4962420475232 

IL-15BS-EF（キヤノン用）
IL-15BS-NF（ニコン用）
IL-15BS-PK（ペンタックス用）

15mm ブラックストーン ￥96,000（税別）
4962420475010 
4962420475041 
4962420475256 

価　格

IL-150DF-EF（キヤノン用）
IL-150DF-NF（ニコン用）
IL-150DF-PK（ペンタックス用）

150mm マクロ ￥86,000（税別）
4962420475027 
4962420475058 
4962420475263 

れた素材が余すことなく使用されており、過酷な気象状況の下でも

撮影に支障をきたしません。レンズには着脱可能な三脚座リングが

装備されていてカメラを三脚にタテ位置で搭載することやカメラ全

体のバランスをとるのにとても便利なパーツです。

ドラゴンフライ

￥118,000（税別）
Irix 150mm マクロ
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たる型

水平方向視野

垂
直
方
向
視
野

水平方向視野

垂
直
方
向
視
野

たる型 糸巻き型
近軸視野
実際の視野

近軸視野
実際の視野

近軸視野
実際の視野
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ND4 ND8 ND16

NDフィルターセット （ND4/ND8/ND16） Irix ND フィルターはレンズの性能を維
持するため、0.1mm 超薄型高品質フィ
ルムで作られています。リアフィルター
スロットに装着して使用してください。

濃　度
減光量

￥1,500（税別） 4962420475089

2絞り分 3絞り分 4絞り分
0.6 0.9 1.2

■フィルターサイズ：29x29mm
■ND4/ND8/ND16  各 5枚
■リアフィルタースロット用

ED HR
ED HR


