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。

SOFT TYPE
CUSHION BOX

HARD CASE

レンズをはじめ大切な機材の収納に最適！自由にレイアウトできる中仕切で
さらにしっかり保護できます。
インナーボックスシリーズは
全モデル内部にメディア用ポケット付

かわいいけれどタフな立方体。イーボックス4サイズ。

¥2,600

E-6159（615993）ブラック E-6198（619892）レッド
E-6160（616099）オレンジ E-6240（624094）グレー

モジュールクッションボックスD
●内寸/約 95×245×165㎜●重量/約200g●中仕切/2枚

●内寸/190×360×(180+45)㎜
●重量/約2.55㎏●中仕切/4枚

E-6199（619991）レッド E-6242（624292）グレー

¥2,700

●内寸/約100×240×130㎜●重量/約120g ●中仕切/2枚

E-6245（624599）パープル

E-9040使用の目安

→

0→

天蓋には三脚等を固定できるベルトループ、
底部には大型のゴム脚を装備。信頼の日本製。

●ソフト
クッション
ボックスS

←〈外寸〉40 5→

高級ファッションバッグが
カメラバッグに早変わり

←455→

イーボックス アタッシュM
E-9034（903496）¥16,000

●内寸/250×380×(90+40)㎜
●重量/約2.5㎏●中仕切/9枚

E-6289

E-728（728143）¥1,300

フレキシブルL

クッションボックス
フレキシブルS

E-746使用例

→

クッションボックスロング
E-727（727146）¥1,300

●内寸/100×330×200㎜●重量/220g
●中仕切/3枚●色/ブラック

←〈外寸〉53 0→

for HARD CASE

E-9036（903694）¥24,000

●内寸/330×500×(125+60)㎜
●重量/約4.0㎏●中仕切/9枚

大切な機材を護る
ウレタン各種。

フリーカッティング式ウレタン。

波型

ノーマル時

ブロック
30㎜厚

自由に開閉できるベルクロ付フラップが
ホコリ・雨の侵入を防ぎます。

拡張時

●内寸/(100 170)×330×220㎜
●重量/250ｇ●中仕切/4枚
●色/ブラック
※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。

E-6152使用例

E-6151（615191）¥1,800

E-6123（612398）¥1,950

●内寸/120×150×140㎜
●重量/100g
●中仕切/1枚●色/ブラック
E-6151使用例
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好みのサイズに
カット可能。

30㎜厚

クッションボックス
フラップ付A

クッションボックス
フレキシブルL

←
30

者の許可なく使用することはできません。

E-727使用例

E-6122（612299）¥1,800

●内寸/(80 140)×250×190㎜
●重量/175g●中仕切/4枚
●色/ブラック

イーボックス アタッシュLL

E-746（746147）¥1,200

●内寸/80×270×180㎜●重量/140g
●中仕切/2枚●色/ブラック

ハードケースをご希望のサイズや内装
デザインで1個から製作いたします。
ハードケースの堅牢さは、オーディオ・
ビデオ 、楽 器 、PA
機器、OA機器、測
定器、医療機器、貴
金 属などの 運 搬・
※ロゴマークおよび登録商標などは各登録
保管に最適です。

E-9036
使用の目安

クッションボックスロング2

E-6123使用例

●内寸/(80 130)×240×100㎜
●重量/110ｇ●中仕切/4枚
●色/ブラック

クッションボックス
フレキシブルM

←380→

ビジネスバッグや
メッセンジャーバッグに
フィットするロングタイプ

E-6128（612893）¥1,600

E-9035（903595）¥19,000

●内寸/300×450×(110+40)㎜
●重量/約3.2㎏●中仕切/9枚

特製ハードケース製作承ります

0→

フレキシブルM

←〈外寸〉48 0→

スポーツバッグや
リュックサックに
便利なスクエアタイプ

クッションボックススクエア
●内寸/130×240×180㎜●重量/170g
●中仕切/2枚●色/ブラック

フレキシブルS

E-9045（904592）¥45,000

●内寸:260×480×(325+60)㎜
●重量/約5.9㎏●中仕切/4枚

クッションボックスフラップ付B
E-6152（615290）¥2,000

●内寸/150×240×140㎜●重量/220g
●中仕切/4枚●色/ブラック

ハードケース専用、
溝付硬質ウレタンパッド。

溝付ウレタンフォーム

E-6592（659294）¥1,900
●寸法/480×333㎜
●色/グレー
●ワンタッチで貼れる
粘着シート付き

60㎜厚

ブロック
60㎜厚

ハードウレタンフォーム M 30㎜・60㎜
E-6593（659393）●厚さ/30㎜ ¥1,800
E-6594（659492）●厚さ/60㎜ ¥3,300

ウレタンフォーム 波型
E-6589（658990）¥1,400

ハードウレタンフォーム L 30㎜・60㎜
E-6595（659591）●厚さ/30㎜ ¥2,300
E-6596（659690）●厚さ/60㎜ ¥3,900

ウレタンフォーム ブロック型 30㎜・60㎜
E-6590（659096）●厚さ/30㎜ ¥1,400
E-6591（659195）●厚さ/60㎜ ¥1,600

●寸法／450×300㎜ ●フリーカッティング式

●寸法/500×330㎜ ●フリーカッティング式

※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。

●寸法/315×465㎜●厚 /40㎜
●フリーカッティング式

●寸法/315×465㎜
●カッター不要のブロック式（15×15㎜）
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ハードケース中仕切

S/E-6605（660597）¥1,100

●寸法/70×450㎜ ●色/グレー

M/E-6606（660696）¥1,600

●寸法/100×450㎜●色/グレー

L/E-6607（660795）¥1,900

●寸法/150×450㎜ ●色/グレー

LL/E-6608（660894）¥2,100

●寸法/190×450㎜ ●色/グレー

ガードフィルム

ガードフィルム

E-728使用例

拡げて、
縮めて、
収納量に対応。
拡張時にはカメラ本体もOK!

アルミ45 プロ

イーボックス アタッシュL

定番の保護力に優れたクッションボックスです。フタ付きのもの、長尺のもの、
伸び縮みするものなど、さまざまなタイプが揃っています。

←
18
0

STANDARD
CUSHION BOX

E-9035
使用の目安

22

E-6199

←

E-6160

←〈外寸〉52 0→

←345→

パープル

撮影用品

撮影用品

5→

●モジュール
クッション
ボックスD

●内寸/220×395×
(250+45)㎜●重量/約3.4㎏
●中仕切/4枚

E-9034
使用の目安

→

●モジュール
クッションボックスB

←〈外寸〉42 5→

軽量・堅牢で中仕切は自由にセット可能。出し入れが楽なアタッシュタイプ。

←
15
5

●モジュール
クッションボックスA

E-9040（904097）¥18,500

E-9039（903991）¥17,000

ストラップ

ストラップ

E-6288（628894）ブラック E-6290（629099）レッド
中身がはみ出しにくい E-6289（628993）オレンジ E-6292（629297）グレー
巾着タイプ

イーボックスL

¥2,200

●内寸/約 80×170×170㎜●重量/約100ｇ●中仕切/1枚

ソフトクッションボックスS

¥3,000

オレンジ

←〈外寸〉39 0→

モジュールクッションボックスB

●内寸/約100×190×170㎜●重量/約160g●中仕切/2枚

レッド

イーボックスM

5→

モジュールクッションボックスA

グレー

E-6709(670992)ブラック
E-6710(671098)オレンジ

E-6707(670794)ブラック
E-6708(670893)オレンジ

E-9039
使用の目安

カメラケース

カメラケース

ブラック

￥2,900

26

●内寸/約130×240×180㎜●重量/約180g
●外寸/約150×260×200㎜●中仕切/2枚

←

●内寸/約100×240×140㎜●重量/約140g
●外寸/約120×260×160㎜●中仕切/2枚

E-6705(670596)ブラック
E-6706(670695)オレンジ

E-9038（903892）¥14,000

●内寸/160×320×(175+45)㎜
●重量/約2.2㎏●中仕切/4枚

←330→

●内寸/約100×200×180㎜●重量/約140g
●外寸/約120×220×200㎜●中仕切/2枚

0→

インナーボックス フラップD

￥2,650

23

E-6703(670398)ブラック
E-6704(670497)オレンジ

インナーボックス フラップC

←

●内寸/約90×200×110㎜●重量/約95g
●外寸/約110×220×130㎜●中仕切/1枚

インナーボックス フラップB
￥2,450

イーボックスS

オレンジ

←300→

￥2,350

←〈外寸〉35 0→

ハードケース

ハードケース

インナーボックス フラップＡ

オレンジ

←260→

オレンジ
オレンジ

E-9037（903793）¥13,000

●内寸/145×280×(160+45)㎜
●重量/約1.95㎏●中仕切/4枚

←
18
5

←〈外寸〉310→

E-9038使用の目安

20

イーボックスSS

←

←245→

E-9037
使用の目安

※本ページの製 品にはす
べてショル ダーベ ルト
と鍵が付属しています。
※外寸は取手をたたんだ
状態で突 起部分を含ん
だサイズです。
※より安全に機材を保護
するため、別売のウレタ
ンを 併 用することをお
勧めします。
※ハードケースは人が乗
ることを前 提に設 計さ
れておりません。脚 立・
踏み台の代わりに使 用
しないでください。

カメラバッグ

カメラバッグ

ブラック

←260→

ブラック

ブラック

検索

機材の持ち運びはもちろん、保管しておく際にも機密性に優れ、軽く衝撃に強いのがハードケース！
エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様。

ブラック

使い勝手に優れるフラップタイプ

エツミ

