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。

ACCESSORY for Camera Bag
M

カメラにジャストフィット。伸びるネオプレーン素材が優しく包む。

肩への負担を軽くする大型パッド付き

L

ウェットスーツ
素材使用の
リバーシブルタイプ

E-6688

耐久性抜群の金属フック使用

Dr. air クッションパッドM・L
M/E-6153（615399）¥2,300

●205×65㎜
●ブラック・グレー

●長さ/91 127㎝●ベルト幅/38㎜●重量/195g

ショルダーベルトM
E-6248（624896)¥2,000

●250×85㎜●ベルト幅/65㎜以下に対応
●重量/60g

重いバッグも
これで楽々

●長さ/78 131㎝●ベルト幅/38㎜●重量/150g

L/E-6154（615498）¥2,600

●295×70㎜●ベルト幅/60㎜以下に対応
●重量/70g

●21×36×43㎝

E-768（768156）ブルー
E-6370（637094）ブラック
M/30ℓ用 ¥2,700
●23×38×54㎝

●25×40×60㎝

NPカメラケースSS
¥2,500

●内寸/150×130×100㎜
●重量/90g

●長さ/50㎝まで調節可能●ベルト幅/25㎜
●長さ/80㎝まで調節可能●ベルト幅/25㎜

簡単に収納できる、
コンパクトな力持ち。
重い機材もらくらく。

小型一眼レフ+高倍率ズームに。

NPカメラケースML
¥3,100

ブルー

ネイビー

グレー

キャリーカートS
E-6677（667794）¥3,500

フラグシップ機+大口径標準ズームに。

NPカメラケースSS ロング │¥2,800

NPカメラケースL
¥3,300

●内寸/170×130×100㎜●重量/130g

●耐荷重/25㎏
●キャリーベルト付

●長さ/24 57㎝

●内寸/220×155×120㎜
●重量/約160g

E-6526（652691）ブラック
E-6527（652790）ネイビー
E-6528（652899）グレー

ブラック

キャリーカートL
E-6678（667893）¥7,900

E-6604（660498）¥1,200

E-6352（635298）ブラック E-6353（635397）ブルー

●内寸/220×160×165㎜
●重量/145g

キャリー
カートS

背負いベルト3
E-6689（668999）¥3,600

キャリー
カートL

ブラック

●長さ/55 90㎝まで調節可能●重量/250g

グレー

収納時

ハイキングザック用ポーチ
¥1,800

キャリーベルト
E-6088（608896）¥700

●内寸/60×90×160㎜●重量/100g
E-3159
（315992）ブラック

速射性に優れるガンホルダー
タイプのロングセラー。
中級一眼レフ+標準〜高倍率ズームに最適。

●ゴムロープ長さ145㎝

トライアングルⅢ

ガードフィルム

ブラック

保護性と携行性、
機能重視の使いやすい
カメラポーチ

ピンク

ブルー

グレー

パルファン

●内寸/約40×75×125㎜●重量/約37g

（店頭想定価格）
¥1,130

E-1945（194597）ブラック E-1947（194795）ブルー E-1949（194993）ピンク
E-1946（194696）グレー E-1948（194894）レッド

※クールマン製品の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4007134を付けてください。

￥5,000

￥4,600

●内寸/(約)W130‑95
×H150×D105㎜●重量/約300g
CU-95970(959705)ブラック

●内寸/(約)W130‑95
×H120×D100mm●重量/約250g

CU-95960(959606)ブラック

ラゴスコンパクト
150 フォルティス

ラゴスコンパクト
200 フォルティス│¥1,900

¥1,800

ピンク

ブルー

オレンジ

●内寸/(約)W60×H100×D25㎜
●重量 /約70g
●ベルトループ付●ストラップ付属
CU-95712(957121)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。

11

ニコン

D3400/D3300/D3200等

オリンパス

OM‑D/E‑M1+Mズイコーデジタル
12‑40㎜ F2.8又は
12‑50㎜ EZ

フジフイルム X‑T2/X‑T1+18‑55㎜
ペンタックス KS‑2+18‑55㎜等

キヤノン

EOS6D/7D/80D/
70D/60D/50D等

ニコン

D7500/D7200等

ソニー

α77等

SSロング
キヤノン

EOSKissシリーズ各種

ニコン

D7000/D5600/D5500
D5300/D3400/D3300
D3200等

ペンタックス K‑5/K‑50/K‑30等
+18‑55㎜ 最大18‑105㎜
程度の標準ズームレンズ等

ML

キヤノン EOS 5D シリーズ
+EF24‑70㎜ F2.8LⅠ/Ⅱ USM･
EF24‑105㎜ F4L IS USM等
ニコン

オリンパス E‑5/E‑3等
+標準
ズームレンズ等

D810/D800 シリーズ/D700
+AF‑S NIKKOR 24‑70㎜ f/2.8G ED･
AF‑S NIKKOR 24‑120㎜ f/4G ED VR･
AF‑S NIKKOR 28‑300㎜ f/3.5‑5.6G
ED VR等

L

キヤノン
EOS‑1Dシリーズ各種
ニコン
D4/D3/D2 シリーズ等

¥6,400

¥3,700

●内寸/170×120×170㎜(高 40㎜延長可能)
●重量/560g

●対応機種/オリンパス

ブラック
M-10307

PENシリーズ＋14-42㎜標準ズーム等
M-10301（8809022693212）ブラック
M-10302（8809022693229）ブルー
●対応機種/
ソニーNEXシリーズ
18-55㎜標準ズーム等

M-10022(8809022693625)ブラック

M-10306

衝撃吸収パッドを
使用した上品なカラーと
光沢のある質感。
カメラにフィットする
かさばらないポーチ。

（8809022693250）ブラック
ブルー

M-10307

（8809022693267）ブルー

ソフトレンズカバー

気軽に持ち歩ける
カラビナフック付

S /M-6803 ￥1,500
M/M-6804 ￥1,600
L /M-6805 ￥1,800

ライトブルー

E-1724（172496）ライトブルー
E-1725（172595）ブルー

M/M-6804
L/M-6805
使用例

マーティン
カメラボディケースV2
L /M-10338 ￥3,500
XL/M-10341 ￥4,000

+40㎜(巾着部)

●内寸/155×70×125㎜●重量/約85g
●収納の目安/
中級一眼レフカメラボディ

●Φ100×60㎜(先端･クッション部)

(8809030165367)ブラック

S/M-6803(8809030164124)

│¥1,410

●内寸/約28×60×98㎜●重量/約25g
●カラビナ付

L/M-10338

●Φ90×50㎜(先端･クッション部)

ブルー

パヒュームNP

マーティン
エクステンダブル-15

マーティン
ネオプレーンカメラケース

M-10301

（店頭想定価格）
¥1,380

●内寸/約40×80×120㎜●重量/約52g●背面にベルトループ・Dリング付
E-1837(183799)ネイビー E-1838(183898)ブルー E-1839(183997)ピンク

ラゴスアクション150

ラゴスアクション100

●内寸/(約)W70×H100×D30㎜●重量 /約80g
●ベルトループ付●ストラップ付属
CU-95460(954601)オレンジ
CU-95461(954618)ピンク
ブラック
CU-95762(957626)ブラック

ネイビー

信頼性、機能性、そして独創性。
40年以上の伝統を誇る、
ドイツ生まれの「クールマン」。

ラゴスシリーズ

EOS Kissシリーズ各種

カメラをしっかりと保護する高品位なカメラケース
ピンク

Dショット トレス

E-3400（340093）ブラック
E-3401（340192）グレー

キヤノン

L/M-10338

+50㎜(巾着部)

●内寸/155×70×150㎜●重量/約100g
●収納の目安/バッテリーグリップ付の
一眼レフカメラボディ

M/M-6804(8809030164131)

●Φ110×60㎜(先端･クッション部)
+50㎜(巾着部)

L/M-6805(8809030164148)

※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。

XL/M-10341
XL/M-10341
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（「2017写真・映像用品年鑑」P20）

(8809030165374)ブラック

ガードフィルム

●内寸/100×（上部160×底部100）×190㎜
●重量/約290g
●ショルダーベルト・中仕切/1枚付属

コンパクトカメラ・デジタルガジェットをソフトに包む

ブラック

│¥2,600

M

SS

撮影用品

撮影用品

バッグに付けて交換レンズを収納。
取り外せばウエストポーチとしても。

NP
カメラ
ケースの
適合機種

ストラップ

ストラップ

E-6176（617690）ブラック
E-6177（617799）ネイビー
E-6178（617898）グレー

キャリアーサイズ表
（㎝）

大型ショルダーバッグに付けて
両肩でしっかりホールド

レッド

フルサイズ一眼レフ+
大口径標準ズームに。

E-6167（616792）ブラック
E-6168（616891）ネイビー
E-6169（616990）グレー
E-6192（619298）グリーン
E-6194（619496）ピンク

L/E-6126（612695）¥400

●幅50㎜×長さ185㎜
●ベルト幅/40㎜以下に対応

●耐荷重/20㎏
●キャリーベルト付

E-770（770159）ブルー

●ポーチケース付
（S・M・L全種）

チェスト
ベルト

高機能素材ネオプレーン採用。
レンズを付けたままで、
もちろんOK。

E-6173（617393）ブラック
E-6174（617492）ネイビー
E-6175（617591）グレー

ネイビー

カメラケース

カメラケース

ブラック

E-769（769153）ブルー
E-6371（637193）ブラック
L/40ℓ用 ¥3,000

¥2,800

●内寸/180×145×110㎜
●重量/120g

パチンとワンタッチ
でロック

ハードケース

ハードケース

リュックサックカバー
S/20ℓ用 ¥2,500

ブルー

中級一眼レフ+標準ズームに。

NPカメラケースM

クイックベルトM・L
M/E-6125（612596）¥300

エアースルー肩パッド
E-6179（617997）¥1,100

雨からザックを守る
プロテクターカバー

リュックサックの背負いベルトに
取り付けて、
移動時の
安定性がグーン
とアップ！

ブラック

ピンク

グリーン

グレー

ネイビー

ショルダーパッドリバーシブル

E-6107（610790）¥1,200

E-6248

ショルダーベルトL
E-6688（668890）¥3,600

検索

カメラバッグ

カメラバッグ

エアークッションに
包みこまれるような
感触で快適さを
お約束

エツミ

