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取り付け方
カメラの取扱説明書をご覧ください。
使用上の注意
• 急激な温度変化で曇り（結露）が発生する場合があ
ります。
• フラッシュ使用時、レンズの影が映りこんだり、画面周
辺部が暗くなる場合があります。
• 使用条件によりAF、AE、IS等は本来の動作・性能を発
揮しない場合があります。
• カメラを専用の設定にしてご使用ください。
• 水中でのご使用後はすぐに真水で異物や塩分を洗い
落としてください。
• 洗浄等で薬品類を使わないでください。

ご注意 必ずお読みください

警告 安全上のご注意

• レンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害を
起こすことがあります。

• レンズキャップを付けずに放置しないでください。太
陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることが
あります。
• カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向けないで
ください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因に
なることがあります。

JP 取扱説明書

主な仕様 FCON-T01 TCON-T01
倍率 0.74倍 1.7倍
質量(キャップ除く) 125ｇ 94ｇ
大きさ(最大径×全長) φ65x27.2mm φ46.2x43.3mm
防水 保護等級8級(IPX8)：JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法による)

水深20m/60分以内
防塵 保護等級6級(IP6X)：JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法による)
使用温度/保存温度 －10℃～40℃

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
詳細は、http://www.olympus.co.jp/からご覧ください。

 0120-084215 　携帯電話・PHSからは TEL:042-642-7499
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INSTRUCTIONS
Mounting lens parts

Refer to the instruction manual of your camera.

Notes on Using
• When using a flash, the shadow of the lens 

may appear in images or the periphery of the 
display may darken.

• The functions of the lens including AF, AE 
and IS may not show their true operation or 
performance in some conditions of use.

• It is recommended to use the special setting 
for those lens.

• Be sure to wash any foreign materials and 
salts by fresh water.

• Do not use chemicals for cleaning.

Precautions: Be Sure to Read the Following

 Warnings: Safety Precautions
• Do not directly view the sun through the lens. 

It may cause blindness or vision impairment.
• Do not leave the lens without the cap. If solar 

light is converged through the lens, a fire may 
result.

• Do not point the camera lens at the sun. 
Sunlight will converge in the lens and focus 
inside the camera, possibly causing a 
malfunction or fire.

EN

Main specifications FCON-T01 TCON-T01
Magnification 0.74x 1.7x
Weight (Excluding the cap) 125 g (4.4 oz.) 94 g (3.3 oz.)
Dimensions (Max. dia. × Overall length) Ø 65 (2.6 in.) × 27.2 mm (1.1 in.) Ø 46.2 (1.8 in.) × 43.3 mm (1.7 in.)
Water resistance Equivalent to IEC Standard publication 529 IPX8 (under OLYMPUS test conditions)

Available in 20 m (65.6 feet) deep water/Within 60 minutes
Dust resistance IEC Standard publication 529 IP6X (under OLYMPUS test conditions)
Use/Storage temperature -10°C to 40°C (14 °F to 104 °F)

Specifications are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.
For additional information visit: http://www.olympus.com/
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