
























EF400mm F2.8L IS III USM  1/500sec.  F3.2Takayuki Maekawa

EF400mm F2.8L IS III USM

¥1,680,000（ケース・フード付き、税別） ￥899,000（ケース・フード付き、税別）

＊キヤノン測定基準による。これよりも低速になると手ブレが起こりやすくなるといわれる「1/焦点距離」秒のシャッタースピードを基準として。使用するカメラのセンサーサイズにより異なります。

SUPER TELEPHOTO 圧倒的な望遠効果で迫力のあるシーンを切り取る、超望遠レンズ。
単焦点レンズ ＜超望遠＞

¥55,000（ケース付き、税別）

エクステンダーEF1.4× III

¥55,000（ケース付き、税別）

エクステンダーEF2× III

レンズの焦点距離を2倍に伸ばす高性能エク

ステンダー。装着時の有効F値の低下は2絞り分。

新規光学設計により一層の高画質化と、新超

望遠レンズとの組み合わせでAFの高精度化を実

現しています。レンズ配置とコーティングの最適化

によりゴースト、フレアを最小限に抑制しています。
※EOS-1v / HS以外のフィルムカメラには非対応です。

レンズの焦点距離を1.4倍に伸ばす高性能エク

ステンダー。装着時の有効F値の低下は1絞り分。

新規光学設計により一層の高画質化と、新超

望遠レンズとの組み合わせでAFの高精度化を実

現しています。レンズ配置とコーティングの最適化

によりゴースト、フレアを最小限に抑制しています。
※EOS-1v / HS以外のフィルムカメラには非対応です。

EF800mm F5.6L IS USM

¥1,750,000（ケース・フード付き、税別）

蛍石レンズ

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：1,280mm相当（35mm判換算）
○レンズ構成：14群18枚 ○撮影距離範囲:6m～∞ ○最大撮影倍率：0.14倍
○フィルター径：ドロップインゼラチンフィルターホルダー52内蔵 ○最大径×長さ：φ163×461mm
○質量：約4,500g ○手ブレ補正効果：約4段分＊ ○手ブレ補正モード2搭載
○JANコード：4960999-575025 ○商品コード：2746B001 ○型番：EF80056LIS

インナーフォーカス 防塵・防滴フルタイムマニュアル

スーパーUDレンズ UDレンズ

リングUSM

IMAGE STABILIZER

EF600mm F4L IS III USMEF500mm F4L IS II USM

¥1,080,000（ケース・フード付き、税別）

蛍石レンズ リングUSM インナーフォーカスIMAGE STABILIZER

スタジアムでのスポーツ撮影など、離れた位置

からでも被写体を引き寄せて撮影できる大口径・

超望遠レンズです。光学系には蛍石レンズ2枚

を使用。徹底した軽量化により撮影者の負担

を軽減すると同時に、スムーズなカメラワークを

実現しています。手ブレ補正効果はシャッター

速度換算で約4段分。露光中にのみ手ブレ

補正を行う「手ブレ補正モード３」を搭載。レンズ

面にはフッ素コーティングを施しています。

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：800mm相当（35mm判換算）
○レンズ構成：12群16枚 ○撮影距離範囲：3.7m～∞○最大撮影倍率：0.15倍
○フィルター径：ドロップインゼラチンフィルターホルダー52（W II）内蔵○最大径×長さ：φ146×383mm
○質量：約3,190g ○手ブレ補正効果：約4段分＊○手ブレ補正モード3搭載
○JANコード：4960999-780672 ○商品コード：5124B001 ○型番：EF50040LIS2

防塵・防滴フルタイムマニュアル

○レンズ構成：3群7枚 ○最大径×長さ：φ72×27.2mm ○質量：約225g
○JANコード：4960999-664828 ○商品コード：4409B001 ○型番：EF14X3

フッ素コーティング

○レンズ構成：5群9枚 ○最大径×長さ：φ72×52.7mm ○質量：約325g
○JANコード：4960999-664835 ○商品コード：4410B001 ○型番：EF2X3

EF400mm F5.6L USM

¥190,000（ケース付き、フード組み込み、税別）

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：640mm相当（35mm判換算）
○レンズ構成：6群7枚 ○撮影距離範囲：3.5m～∞ ○最大撮影倍率：0.12倍
○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：φ90×256.5mm ○質量：約1,250g 
○JANコード：4960999-213828 ○商品コード：2526A002 ○型番：EF40056L

UDレンズスーパーUDレンズ リングUSM リアフォーカス

フルタイムマニュアル

フッ素コーティングSWC

EF400mm F4 DO IS II USM

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：640mm相当（35mm判換算） ○レンズ構成：12群18枚 ○撮影
距離範囲：3.3m～∞ ○最大撮影倍率：0.13倍  ○フィルター径：ドロップインゼラチンフィルターホルダー
52（WII）内蔵 ○最大径×長さ：φ128×232.7mm ○質量：約2,100g ○手ブレ補正効果（CIPA
ガイドライン準拠）4段分 焦点距離400mm、EOS-1D X使用時  ○手ブレ補正モード3搭載 
○JANコード：4960999-977270 ○商品コード：8404B001 ○型番：EF40040DIS2

SWC フッ素コーティング

DOレンズ

リングUSM インナーフォーカス

IMAGE STABILIZERIMAGE STABILIZER

防塵・防滴フルタイムマニュアル

UDレンズ研削非球面レンズ

※回折光学素子の特性上、画面内外に光源があると、撮影条件によっては
光源を中心に色つきのフレアが発生する場合があります。

※同梱はレンズソフトケース LS400となります。

防塵・防滴 フッ素コーティング防塵・防滴

新規設計の光学系、メカの軽量化によりさらなる

軽量化を達成した超望遠レンズ。コーティング

技術ASCを採用することで、フレア・ゴーストを

抑制することが可能に。さらなる高画質を実現

しています。手ブレ補正効果は5段分に向上。

マニュアルフォーカススピードスイッチの新設や

遮熱性のある新塗料の採用、最短撮影距離

4.2mなど、操作性や表現力も大きな進化を

実現しています。

野鳥、野生動物などの撮影や屋外スポーツに

最適な800mmの超望遠レンズ。シャッター

速度換算で、約4段分の手ブレ補正機構（IS）を

搭載しました。蛍石レンズ、スーパーUDレンズ、

UDレンズにより、色収差を高度に補正。

マグネシウム合金の採用により、小型・軽量化

を実現しました。過酷な環境下で活躍する、

優れた防塵・防滴性能も備えています。

エクステンダー装着時の詳細は、P.42-43記載の＜エクステンダー対応表＞
＜エクステンダー使用時のAF互換表＞をご覧ください。

※　　　　　  レンズは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐものではありません。防塵・防滴

NEW
2018年12月下旬発売予定

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：640mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：13群17枚 
○撮影距離範囲：2.5m～∞ ○最大撮影倍率：0.17倍 ○フィルター径：ドロップインスクリューフィルター
ホルダー52（WIII）内蔵 ○最大径×長さ：φ163×343mm ○質量：約2,840g ○手ブレ補正効果（CIPA
ガイドライン準拠）5段分 焦点距離400mm、EOS-1D X Mark Ⅱ使用時  ○手ブレ補正モード3搭載
○JANコード：4549292-118520 ○商品コード：3045C001 ○型番：EF40028LIS3

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：960mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：13群17枚 
○撮影距離範囲：4.2m～∞ ○最大撮影倍率：0.15倍 ○フィルター径：ドロップインスクリューフィルター
ホルダー52（WIII）内蔵 ○最大径×長さ：φ168×448mm ○質量：約3,050g ○手ブレ補正効果（CIPA
ガイドライン準拠）5段分 焦点距離600mm、EOS-1D X Mark Ⅱ使用時  ○手ブレ補正モード3搭載
○JANコード：4549292-136364 ○商品コード：3329C001 ○型番：EF6004LIS3

NEW
2018年12月下旬発売予定¥1,820,000（ケース・フード付き、税別）

蛍石レンズ

防塵・防滴フルタイムマニュアルリングUSM

スーパーUDレンズ

リアフォーカス

ASC

フッ素コーティング

軽量・コンパクトできわめて高い機動力と、L

レンズならではの優れた高画質がひとつに

なった超望遠 400mmレンズ。スーパーUD

レンズとUDレンズを併用した光学系は、単焦

点レンズだからこそ得られるシャープでキレ

のよい描写力と、優れた色再現性を誇ります。

ダブルタイプフォーカスリングにより、状況に

応じたホールディングを実現、操作性にも配慮

しています。

空気の層をなくした新開発の密着2層型DO

レンズとUDレンズ、大口径研削非球面レンズ

を組み合わせ、優れた描写性能を実現。わずか

約2,100gの小型・軽量を達成した超望遠

レンズです。DOレンズやSWCの適正な配置に

より、フレア・ゴーストを大幅に低減※。強力な

手ブレ補正効果で、より快適な手持ち撮影が

可能です。露光中のみに手ブレ補正を行う

「手ブレ補正モード3」を新たに搭載。

約1kgの大幅な軽量化に加え、操作性の向上

をはじめ多彩な進化を実現。IS性能は5段分

に向上。新設計の光学系には蛍石2枚とスー

パーUDレンズを搭載。高解像・高コントラスト

な描写力を発揮します。最短撮影距離も2.5m

に。新設のスイッチでは、マニュアルフォーカス

スピードを3段階から選択可能。炎天下での

撮影をサポートするべく、レンズフードを含む

外装には、遮熱性のある新塗料を採用しました。

※レンズ構成図の●はDOレンズ、●は蛍石レンズ、●はUDレンズ、 はISユニット、     はSWC、　はASCを表します。

蛍石レンズ

防塵・防滴フルタイムマニュアル

フッ素コーティング

リングUSM

スーパーUDレンズ

リアフォーカス

ASCIMAGE STABILIZER

※同梱はレンズソフトケース LS600となります。
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