
www.dicapac.jpディカパック

汎用防水ケース
デジタルカメラ
一眼レフカメラ
iPhone/スマートフォン

ディカパックシリーズに関するお問い合わせは

つながらない場合、携帯電話、PHSからのご利用は 03-3539-4000

営業時間 ： 月曜日～金曜日 9:00～17：00
(土日・祝日はお休みさせて頂きます。)

お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理及びその確認に使用し、適切に処理を行います。
お客様の同意なく個人情報を第三者に提供、開示することはございません。

このカタログの記載内容は2012年８月現在のものです。印刷物には環境等に配慮した「植物油インキ」を使用しています。

※ ディカパックの鏡筒によってケラレが生じる場合がありますのでご了承ください。望遠（ズーム）や広角を調整し撮影することによりケラレが無くなることもあります。 

※ ディカパックは各メーカー・モデルで幅広く利用できるように設計された汎用ケースです。お使いのデジカメによっては、水中での使用時にボタン操作・撮影モードダイヤル操作等が使用できないこともございますのでご了承下さい。 

※ ストロボ（フラッシュ）撮影はできませんのでご了承ください。

携帯電話専用防水ケース

型番

JAN

防水性能

付属品

質量

材質

4529214011740

約３５g

本体部…PVC、乾燥剤…シリカゲル

専用ストラップ…ポリエステル

専用ストラップ

折りたたみタイプ用

WP-C21

91mm×190mm折りたたみ時

展開時 91mm×250mm：

：

水深10M　IPX8相当

サイズ ※1

一眼レフ 専用防水ケース

型番

JAN

防水性能

サイズ

付属品

質量

材質

4529214011771

約500g

230mm×270mm

専用ストラップ、高さ調整用スポンジ

WP-S10

鏡筒
直径…85mm
深さ…伸縮式（最大115mm）

本体部…PVC・TPU、レンズ部…ポリカーボネート

レンズカバー部…シリコン、乾燥剤…シリカゲル

専用ストラップ…ポリエステル

水深10M　IPX8相当

オーディオ専用防水ケース

型番

JAN

防水性能

付属品

質量

材質

4529214011788 4529214011795

約55g 約45g

97mm×185mm

本体部…PVC・TPU、乾燥剤…シリカゲル

専用ストラップ…ポリエステル

WP-MS11 WP-MS21

60mm×142mm

専用ストラップ、専用防水イヤホン、専用アームバンド

水深3M　IPX8相当

サイズ ※1

※ １ …　１．０気圧（水深10m 相当）の常温水道水に静かに沈め、３０分放置する試験を実施。 長期間の水中使用を保証するものではありません。

※ 2 …　ストラップの取付け部は含まず。

※ １ …　１．０気圧（水深10m 相当）の常温水道水に静かに沈め、３０分放置する試験を実施。 長期間の水中使用を保証するものではありません。

※ 2 …　ストラップの取付け部は含まず。

iPhone/スマートフォン専用防水ケース

DDPWP1-1WH DDPWP2-1WH

約92×135ｍｍ

4529214014130 4529214014147

約96×147ｍｍ

28ｇ 30ｇ

W-Ｐ1 W-Ｐ２

表 裏 表 裏

水深10M　IPX8相当※１

型番

JAN

防水性能

付属品

質量

材質

サイズ※２

38mm

54mm

W-D1 W-D5

レンズ部

※ W-D7 は鏡筒が無いタイプです。鏡筒寸法

鏡筒部 レンズ部鏡筒部

47mm

20mm

4１mm

38mm

レンズ

51mm

レンズ

レンズ部鏡筒部エクステンションリング未装着時 エクステンションリング装着時

W-D1

エクステンションリング
※ Ｗ－Ｄ５にエクステンションリングはありません。

[ ディカパック ] ホワイトシリーズ 製品仕様

[ ディカパック ] アルファシリーズ 製品仕様

水没防止用フロート

※ 1 …　ストラップの取付け部は含まず。

※1

※ 膨らませた状態

空気口

専用ストラップ
水没防止用フロート

専用ストラップ
水没防止用フロート

デジタルカメラの対応については
「メーカー別対応表」をご覧頂くか、
販売店にお問い合わせください。

http://www.dicapac.jp/size.html

DDPWD1-1WH DDPWD5-1WH DDPWD7-1WH

約105×160ｍｍ

4529214014109 4529214014116 4529214014123

約130×190ｍｍ 約95×145ｍｍ

68ｇ 118ｇ  48ｇ

専用ストラップ 専用ストラップ 専用ストラップ

W-D1 W-D5 W-D7

型番

JAN

防水性能

付属品

質量

材質

サイズ ※２

デジタルカメラ専用防水ケース

水深10M　IPX8相当※１

本体…PVC

レンズ…ポリカーボネート

レンズ鏡筒…TPU、ABS

乾燥剤…シリカゲル

専用ストラップ…ポリエステル

本体…PVC

レンズ…ポリカーボネート
レンズ鏡筒…TPU、ABS

乾燥剤…シリカゲル
専用ストラップ…ポリエステル

本体…PVC
レンズ…ポリカーボネート
乾燥剤…シリカゲル
専用ストラップ…ポリエステル

本体…PVC、カメラレンズ…ポリカーボネート
フロート…ＰＶＣ、乾燥剤…シリカゲル
専用ストラップ…ポリエステル

本体…PVC、カメラレンズ…ポリカーボネート
フロート…ＰＶＣ、乾燥剤…シリカゲル
専用ストラップ…ポリエステル

32mm

38mm47mm 4１mm

エクステンションリング レンズ

専用ストラップ （長さ調節可能）

専用ストラップ （長さ調節可能）

ディカパック ホワイトシリーズ



高透過性特殊光学レンズ

[ ディカパック ] iPhone/スマートフォン専用防水ケース

iPhone 専用MODEL W-P1
スマートフォン専用MODEL W-P2

スマートフォンを手軽に防水化
iPhone、スマートフォン専用防水ケース。撮影用の高透過性ウィンドウ＆水没防止用フロート付き。

各メーカー・機種に対応

2重密閉方式

２重密閉方式を採用し、 防水性を向上。 難しい手順は無く誰でも簡単に

使用できます。

フロート付き

フロート ( 浮き ) 付属。 必要なときに

取り付けることができます。 海や川で

うっかり水没させることを防ぎます。

水しぶきが当たる場所まで接近して撮影できるから迫力ある1枚に。もちろん
水中撮影も可能です。

iPhone 専用W-P1

スマートフォン専用W-P２

[ ディカパック ] デジタルカメラ専用防水ケース

２重密閉方式を採用し、 防水性を向上。 難しい

手順は無く誰でも簡単に使用できます。

シャッターが押しやすい !

シャッターボタンが位置する上部は継ぎ目が無い

設計で自然にシャッターボタンを押すことが可能。

各メーカー・機種に対応

高透過性の特殊光学レンズを採

用し、 デジタルカメラの性能を存

分に活かした鮮明な画質で撮影

可能です。

※ 写真はイメージです。

高透過性特殊光学レンズ

鮮明撮影が可能に

動画モードで

音声付動画
も撮影できます

MODEL W-D1
MODEL W-D5
MODEL W-D7

デジタルカメラを手軽に防水化

対応機種
をチェック

防水機能の無いデジタルカメラでも水中撮影を可能に。砂やホコリからカメラを保護します。

３モデル＆汎用設計のデジタルカメラ用

ディカパックは幅広い機種に対応します。

過去に発売されたデジタルカメラから

新発売のものまで多くのカメラを防水化

して撮影を楽しむことができます。

カメラの買い替えによる高価な防水

ハウジングの交換も必要ありません。

(※お使いのカメラの性能・設定により、画質は変化します。)

※ 対応表をご覧下さい。

汎用設計で幅広い機種に対応

キズがつきにくい

アンチスクラッチ加工
水滴がたまりにくい

水滴付着防止加工

※　１．０気圧（水深10m 相当）の常温水道水に静かに沈め、３０分放置する試験を実施。 長期間の水中使用を保証するものではありません。

水深１０Ｍの防水試験に合格しています。

水深１０Ｍ防水安心

水没防止用フロート
※ 膨らませた状態

水没防止用

出し入れ簡単

２重密閉方式出し入れ簡単

【1.0気圧-30分試験】 IPX8相当（※）

お風呂で使えば楽しさアップ！

今日あった出来事を思い出しながら

twitter や Facebook に書き込んだり、

アプリで日記を書いたり。YouＴube で

お気に入りの動画をゆっくり見たり。

あなたなら何をしますか？

撮影可能３モデル鮮明撮影

水没防止用
フロート付

スムーズ
操作

Smooth operation

埃・砂・泥
から保護

Dust prevention

こんな
使い方も

ちょっと
ひと工夫

水に浮くから落としても安心
( 空気の入れ具合、カメラの重さによります。
  防水テスト時に確認してください。 )

※水中での操作はできません。

※

W
ダブルコート

加工

W-Ｄ１　W-D5

W
ダブルコート

加工
W-Ｄ１　W-D5

高透過性
レンズ

ズーム対応 高透過性
レンズ

3Dカメラ
にも対応

※ 写真はイメージです。

※ 写真はイメージです。
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