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株式会社 ユニットコム 

 

紅葉シーズン！行楽のお供・文化祭の思い出に！ 

手軽に取付けできるスマホ用カメラレンズを好評発売中 
 

 

 
※画像はイメージです。 

株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房通販サイト内雑貨

専門店「Nantena」にて、シーンに合わせて手軽に交換できるカメラレンズ 4種を好評発売中です。 

 

■クリップで挟むだけの簡単装着！ 

携帯のカメラレンズ部分に挟むだけなので、誰でも簡単に取付け可能！付属のポーチも付いているので旅行

のお供にも最適です。 

 

【広角レンズ】D429 LF3902-1(NT) 

■最大 0.4倍広角 

広範囲を撮影できるので、画面に入りきらないような大きなものを画面に収めることができます。広がりのある

風景写真を撮影したいときなどに活躍します。 

 

【望遠レンズ】D430 LF3903-1(NT) 

■5倍望遠 

遠くの風景などを拡大して撮影することができます。 

スマートフォンの倍率では難しかった遠くの風景も望遠鏡をのぞいたように大きく撮影できます。 

 



【魚眼レンズ】D431 LF3943-1(NT) 

■238°の魚眼レンズ 

周りを見渡したようなパノラマ写真を撮影することができます。 

一般のカメラでもあまり付属しない魚眼レンズを使えば、写真家になったような気分を楽しむことができます。 

 

【拡張レンズ 3種（マクロ、広角、魚眼）】D432 LF3949-1(NT) 

■10倍マクロレンズ／0.67 倍広角レンズ／180°魚眼レンズ 

マクロレンズは小物の接写に、広角レンズは広がりのある撮影に、魚眼レンズはパノラマ撮影に活躍します。 

コレ 1つで様々な使い分けが出来るので写真のバリエーションが拡がります！ 
 

 

リリース配信可能日:   2014年 10月 31日(金) 

 

□パソコン工房のホームページ 

http://www.pc-koubou.jp/ 

□デジタル雑貨販売サイト Nantena 

http://www.pc-koubou.jp/goods/nantena.php 

 

 

製品名: 【スマートフォン用広角レンズ】D429 LF3902-1(NT) 

 

販売価格 1,980円（税別） 

2,139円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170712.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14103
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【製品詳細】 

 

 

製品名: 【スマートフォン用望遠レンズ】D430 LF3903-1(NT) 

 

販売価格 1,980円（税別） 

2,139円（税込） 

メーカー ノーブランド 

種類 スマートフォン用拡張レンズ 

特徴 1 最大 0.4倍広角レンズ。スマートフォンに取り付けるだけで、近くを広範囲に撮影できる 

特徴 2 取付は、クリップ挟み込み式。多くの機種に対応できます。 

色 ブラック 

商品サイズ レンズ：直径約 28mm、クリップ：直径約 2.5cm 

パッケージサイズ 約 165×約 79×約 34mm 

重量 25g 

付属品 レンズ、取付用クリップ、レンズクリーナー、収納ポーチ 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.pc-koubou.jp/goods/nantena.php
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170712.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n01
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170712.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n01


http://www.pc-koubou.jp/goods/1170678.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14103
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【製品詳細】 

 

 

製品名: 【スマートフォン用魚眼レンズ】D431 LF3943-1(NT) 

 

販売価格 1,980円（税別） 

2,139円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170657.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14103
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【製品詳細】 

 

 

製品名: 【スマートフォン用拡張レンズ 3種（マクロ、広角、魚眼）】D432 LF3949-1(NT) 

 

販売価格 1,980円（税別） 

2,139円（税込） 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170658.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p14103
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メーカー ノーブランド 

種類 スマートフォン用拡張レンズ 

特徴 1 5倍望遠レンズ。スマートフォンに取り付けるだけで、遠くの景色を撮影できる。 

特徴 2 取付は、クリップ挟み込み式。多くの機種に対応できます。 

色 ブラック 

商品サイズ レンズ：直径約 32mm、クリップ：直径約 2.5cm 

パッケージサイズ 約 165×約 79×約 34mm 

重量 28g 

付属品 レンズ、取付用クリップ、レンズクリーナー、収納ポーチ 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

メーカー ノーブランド 

種類 スマートフォン用拡張レンズ 

特徴 1 238°魚眼レンズ。スマートフォンに取り付けるだけで、周りを見渡したような写真が 

撮影できる。 

特徴 2 取付は、クリップ挟み込み式。多くの機種に対応できます。 

色 ブラック 

商品サイズ レンズ：直径約 25mm、クリップ：直径約 2.5cm 

パッケージサイズ 約 165×約 79×約 30mm 

重量 25g 

付属品 レンズ、取付用クリップ、レンズクリーナー、収納ポーチ 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

http://www.pc-koubou.jp/goods/1170678.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n02
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170678.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n02
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170657.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n03
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170657.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n03
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170658.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n04
http://www.pc-koubou.jp/goods/1170658.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=p141031n04


【製品詳細】 

 

 

【掲載 URLについて】 

本リリースに掲載させて頂いております URLの一部につきまして、リンク先をご確認頂いた際に、URL

が変換されます。つきましては、リンク先をご確認頂いた際のブラウザに表示された URL ではなく、

本リリースに掲載させて頂いております URLをそのまま貼り付けて頂きますようお願いいたします。 

 

 

【会社概要】  

社名 株式会社ユニットコム  

運営ショップ名  

パソコン工房   URL :  http://www.pc-koubou.jp 

グッドウィル   URL :  http://www.goodwill.jp/ 

ツートップ     URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス       URL :  http://www.faith-go.co.jp 

バイモア       URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア       URL :  http://www.sellmore.jp 

 

代表者     代表取締役 髙島 勇二  

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

事業内容   オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売 

           パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス 

 

本リリースに関するお問い合わせ先 

株式会社ユニットコム Webマーケティング営業 G 

Tel   : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 

E-mail : y-inoue@pc-koubou.co.jp 

メーカー ノーブランド 

種類 スマートフォン用拡張レンズ 

特徴 1 10倍マクロレンズ、0.67倍広角レンズ、180°魚眼レンズ。3種類のレンズのセット。 

特徴 2 取付は、クリップ挟み込み式。多くの機種に対応できます。 

特徴 3 ※Nantenaで取り扱っている他のスマートフォン用レンズ 

（型番 LF3902-1、LF3903-1、LF3943-1）のセットではありません。 

色 ブラック 

商品サイズ レンズ：直径 マクロ約 10mm 広角約 18mm 魚眼約 20mm、クリップ：直径約 2.5cm 

パッケージサイズ 約 125×約 66×約 28mm 

重量 魚眼レンズ 10g、マクロレンズ 2.5g、広角レンズ 7.5g 

付属品 レンズ（マクロ、広角、魚眼）、取付用クリップ、レンズクリーナー、収納ポーチ  

※マクロレンズは、広角レンズにセットされた状態になっています。 

保証期間 1 ヶ月間 

備考 ※スマートフォンは付属いたしません。 

http://www.pc-koubou.jp/
http://www.goodwill.jp/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/buymore/
http://www.sellmore.jp/

