1200アイテム超の情報満載！エツミWebサイトもご覧ください

※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

撮影に不可欠な 素早い取り出し ・ スピーディな移動 ・
高い収納力 に徹底的にこだわったプロ仕様

エツミ

検索

軽量・コンパクト！ 収納上手な賢いバッグ。
ショルダーベルトを取り外せば、ウエストバッグとしても大活躍！
LONG LENSCASE

エツミ 背負いベルト3
（E-6689）が 使用できます。

アペックス
シューティングプロ3D

アペックス
ロングレンズケース

E-3486(348693)￥26,000

E-4206(420696)

¥40,000

●内寸/約210×170×530㎜
●重量/約2.2㎏
●中仕切/2枚付属
●色/ブラック

●内寸/(約)80×220×140mm
●重量/(約)350g●中仕切/2枚
●ウエストベルト内蔵

E-3469(346996)ブラック

ネイビー
オレンジ

メインポケット

グレー

ダブルレンズのデジタル一眼はも
ちろん、コンパクトビデオカメラ
などが入ります。また、交換レンズ
やアクセサリーを入れたウエスト
バッグとしても活用できます。

ムーブ 4WAY スポーツ

￥4,600

●内寸/
（約）
80×220×140 ㎜
●重量/
（約）
350g ●中仕切/2枚
●ウエストベルト内蔵
E-3479(347993)グレー
E-3480(348099)ネイビー
E-3481(348198)オレンジ

ウエストベルト内蔵
背面にはスポーツ撮影、ハイキング、二輪ツーリン
グに便利な収納できるウエストベルトを装備。

先進の機能とビッグな
キャパシティを備えた
システムカメラザック

ムーブ シューティングポーチ │￥2,600

●内寸/(約)80×170×190mm
●重量/(約)215g●中仕切/1枚
●背面/ベルトループ付※ウエストベルトはありません

E-3496(349690)ブラック

中級一眼レフ+ダブルズーム
+ノートPCを収納可

ジュリエッタフォト トート
オープン価格

バッテリーグリップ付
ボディに超望遠ズームを
装着したまま収納可

E-3470(347092)￥31,000

アペックスグランデ

¥30,000

ブラック/レッドライン

●内寸/170×300×400㎜
●重量/約1.9㎏●中仕切/7枚付属
●レインカバー付属

●内寸･約210×430×260㎜
●重量:2.3㎏●中仕切22枚
●色/ブラック

ブラック/グリーンライン

ブラウン

クッションボックスを
外せばPCトートとしても使用可

E-4210(421099)ブラック/レッドライン
E-4211(421198)ブラック/グリーンライン

ブラック

中級一眼レフ+
ダブルズームを
収納可

ミラーレス機や
レンジファインダー機にも程良くフィット

ジュリエッタフォト ショルダー

●内寸/約90×260×150㎜
●中仕切/2 枚付属●重量/約720g
ブラック
ブラウン

ブラウン
ブラック

三脚ホルダー
使用時

背負いやすさ
抜群
人間工学に 基づ
いて 設 計 され た
背面と背負いベル
トには、ムレを防
止し 、クッション
性の高い 3 Dクー
ルメッシュ加工を
施しました。

主張を抑えたシックなスタイル。
カメラバッグの新たな挑戦。

機動力重視の
中型モデル
下段収納例

タウンユースに最適。
軽量かつ大容量の
カメラトート

防滴性と機動性
頼れるカメラ2WAYショルダー

上段は
衣類等を収納可
下段に中級一眼レフ+
ダブルズーム

TX-TYトート
（店頭想定価格）

￥6,648

ブラック/ブラック

●クッション
ボックス内寸/
約110×300×220㎜
●重量/約610g

ACE-4354BK

レッド

ブラック/ブラック

（4548730843673）
ブラック

ブラック/レッド

ブラック
ブラック/レッド
下段収納例

アペックス キャニオンミニ

内蔵レインカバー使用時

アペックス キャニオンM

│¥9,800

│¥18,600

●内寸/約140×290×(170+250)㎜●重量/約1.2㎏●中仕切/5枚●レインカバー内蔵

●内寸/約120×250×(150+220)㎜●重量/約0.93㎏●中仕切/2枚●レインカバー内蔵

E-4208（420894）ブラック/ブラック E-4209（420993）ブラック/レッド

E-4204（420498）ブラック/ブラック E-4205（420597）ブラック/レッド

収納部
デジタル一眼レフ＋交換レンズ3-4
本程度を収納できる容量を確保。

開閉ハンドル

E-3484
ブラック

ルミエールＳ

│¥6,800

スフィーダ ショルダーd5

●内寸/約80×185×120㎜●重量/約300g●中仕切/1枚

E-3482(348297)ブラック E-3483(348396)ブラウン

ルミエールM

│¥8,000

●内寸/約100×215×140mm●重量/約400g●中仕切/1枚

E-3484(348495)ブラック E-3485(348594)ブラウン
※エツミ製品のJANコードご利用の際には（ ）の中の番号の前に事業者コード4975981を付けてください。
※製品改良のため予告なしに仕様、色などを変更することがありますので、ご了承ください。
※サイズ表記は幅×横×高さ㎜の順です。 ※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。
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（「2017写真・映像用品年鑑」P17）

ターポリン素材によるシンプルな
デザインと防水性

上 蓋 の ジ ッパ ー は
大型ハンドルで素早
くフルオープン。

持ち歩きやすい小柄なサイズ感！ミラーレス機・小型一眼をコンパクトに収納。
E-3483 ブラウン

エース
（株）
との
限定コラボ製品

ダブルフロントポケット
小物類の収納にぴったり。
大型のジッパープルによりクイック
オープン。

│￥18,000

●内寸/約110×330×220㎜
外寸/約160×350×240㎜(突起部除く)
●重量/約790g●中仕切/2枚
●背面キャリーカート用ベルトループ付
E-3497（349799）ブラック E-3498（349898）レッド

※エツミ製品のJANコードご利用の際には（ ）の中の番号の前に事業者コード4975981を付けてください。
※製品改良のため予告なしに仕様、色などを変更することがありますので、ご了承ください。
※サイズ表記は幅×横×高さ㎜の順です。 ※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。
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コアダークブルー

コアブラック

マドリッドマキシマ330 │￥11,600

●内寸/(約)W300×H220×D100㎜
●重量/約715g●中仕切/3枚付属

CU-98303(4007134983038)コアブラック
CU-98310(4007134011236)コアダークブルー

（「2017写真・映像用品年鑑」P17）

ガードフィルム

ガードフィルム

タウンユースやライトトレッキングに！
本格カメラザック譲りの
ポテンシャルを
兼ね備えた
超小型・軽量モデル

撮影用品

撮影用品

オープン価格

衣類などの携行品や三脚をスマートに収納。
明るいカラーと高いデザイン性。こだわり派のカメラマンに。
CANYON MINI

ストラップ

ストラップ

アペックス
シューティングプロ4D

●内寸/約120×330×200㎜
●インナーボックス内寸/
約90×280×180㎜ ●中仕切/2 枚
●重量/約1,480g ●ショルダーベルト付属
ブラック
ブラウン

カメラケース

カメラケース

優雅な雰囲気の漂うファッション性を備えた牛革製カメラバッグ。
デジタル一眼＋ノートPCで
素早く編集、
送信。

ハードケース

ハードケース

●内寸/約170×350×250㎜
●重量/1.4㎏●中仕切/11枚
●色/ブラック

ムーブ 4WAY S

￥4,600

カメラバッグ

カメラバッグ

中仕切を外せば、
人気の150-600㎜
200-500㎜クラスの
超望遠ズームを
カメラに装着したまま収納可。

バッテリー
グリップ付
一眼レフ用
ボディケース

小型一眼レフに・ミラーレスに最適！

大口径超望遠レンズ付の
カメラを護る、
背負い専用のレンズケース。
300㎜ f2.8
500㎜ f4
600㎜ f4
など幅広いレンズに対応

