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。

TRIPODS

ACCESSORIES

三脚用アクセサリー・止ネジ

プロ仕様のカメラブレ防止装置

●全長250 390㎜
●クイックシュー付

●全長230㎜●高さ44㎜●重量340g
●レンズ固定ベルト付

望遠レンズ
マクロ撮影に
威力を発揮！

ネジ位置変換・接写
工夫次第でいろいろ

hamaの高品質水準器
ハマ 水準器S

スライディングプレート

5410(4007249054104)
¥3,800

E-6081(608193)¥2,000

5411

手ブレ対策に。
ハイアングル撮影もラクラク

ボトムグリップGP-1

￥2,700
E-2130(213090)ブラック
E-2131(213199)シルバー

●サイズΦ25×70㎜
●重量約82g

カメラを身体に固定できる
アウトドアに最適

スポーツ撮影がハンズフリーに！

チェストハーネス

（店頭想定価格）
¥4,980
Ｓ/E-6562(656293)ピンク
●手首（外周）14〜18㎝
Ｍ/E-6563(656392)ブルー
E-6564(656491)ブラック
●手首（外周）
16〜22㎝
ブラック

●長さ75 108㎝
●ワンタッチ着脱式

使用例

使用例

¥4,900

ブルー

縦位置
使用時

水準器WⅡ

ネオプレーン製で肩に
ソフトなクッション効果

三脚ウエイトフック（ストラップ付） 三脚グリップテープ

E-6091(609190)¥1,400

●三脚取付用
●長さ12〜70㎝まで調節可

E-6100(610097) ¥1,900

●幅30㎜●長さ200㎝●3本巻分
●色/ブラック

アングルも写真も一歩上へ

マーティン三脚ストラップL

M-6747 ¥3,400
●パッド幅：60㎜
●大型三脚向き

▶タイプ別対応表（電子リモートスイッチ2･リモートスイッチ･タイマーリモートスイッチ各種共通）
タイプ

対 応 機 種

C1 ｷﾔﾉﾝ/ ﾝﾀｯｸｽ/ﾌ ﾌｲﾙﾑ等
Φ2.5㎜ｽﾃﾚｵﾐﾆ ｬｯｸ対応

ｷﾔﾉﾝ EOS 80D･70D･60D･EOS Kiss Xｼﾘｰ ･EOS M6･M5･PowerShot G5X･G3X･G1X･SX60HS･G16 等
ﾝﾀｯｸｽ K1･K‑3Ⅱ･K‑3･K‑5Ⅱ･K‑5･K‑7･K‑50･K‑30･K20D･645Z 等 ※645D NG
ﾌ ﾌｲﾙﾑ X‑Pro2･XT‑2･XT‑1･X‑T20･X‑T10･X‑E2･X‑E1対応 ｵﾘﾝ ｽ E‑M1MarkⅡ

コンパクトデジカメにレリーズを取付

N1 ﾆｺﾝ 10 ﾝﾀｰﾐﾅﾙ対応

ﾆｺﾝ D5･D4･D3･D2･D1ｼﾘｰ ･D850･D810･D800E･D800･D700･D500･D300S･D300･F6･F5･F100
F90X･F90 等 ﾌ S5 Pro･S3 Pro 等 N2 ﾆｺﾝ D80･D70S対応 ※E‑6222ﾘﾓｰﾄｽｲｯﾁN2 対応

E-6721(672194)¥2,000

N3 ﾆｺﾝ ｱｸｾｻﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ 対応
S1
ｿﾆｰ/ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ ﾘﾓｰﾄ端子 対応

O2 ｵﾘﾝ ｽ ﾏﾙﾁｺﾈｸﾀ 対応

ﾆｺﾝ Df･D750･D610･D600･D7500･D7200･D7100･D7000･D90･D5600･D5500･D5300･D3300 等
ｿﾆｰ α99･α77Ⅱ･α77･α65･α55･α33･α900･α700･α350･α300･α200･α100 等
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ α‑7 DIGITAL･αSweet DIGITAL ﾐﾉﾙﾀα‑9･α‑7 等
ｿﾆｰ α9･α7ｼﾘｰ ･α6500･α6300･α6000･α5100･α58･NEX3N Cyber‑Shot RX100M4･RX100M3･RX10M3
HX90V･WX500･HX400V･HX60V･QX30 等 ※USB端子 ﾏﾙﾁ端子
機能 備 機種 対応
ｵﾘﾝ ｽ E‑M1 MarkⅡ E‑M10 MarkⅢ 除 OM‑Dｼﾘｰ ･PEN‑F･E‑P5･E‑P3･E‑PLｼﾘｰ (E‑PL1/1s除 )･E‑PM2
E‑30･E‑620･XZ‑2･XZ‑1･SH‑25MR･SZ‑31MR･SZ‑30MR･SZ‑20･SP‑820UZ･SP‑810UZ 等

S/E-6661 (666193)￥400
●高さ5㎜

M/E-6662 (666292)￥400
●高さ8㎜

L/E-6663(666391)￥400
●高さ10.5㎜

止ネジ大Ⅱ

E-6599(659997)
¥2,600

●直径60㎜
●ネジ高5㎜
●底部
3/8インチメスネジ付

変換止ネジS

メスネジ用

E-6750(675096)
¥2,400

●直径38㎜
●ネジ高5㎜
●底部
3/8インチメスネジ付

メスネジをオスネジに変換 オスネジをメスネジに
オスオス止ネジ

E-6603(660399)¥1,100
●直径38㎜●ネジ高5㎜
●ネジ径1/4インチ

メスメス止ネジ

E-6602(660290)¥1,100
●直径38㎜
●高さ13㎜
●ネジ穴径
1/4インチ

メスメスネジ大

E-6115(611599)¥1,500
●直径60㎜●高さ13㎜
●ネジ穴径
1/4インチ

M NTS 50/M-10397 オープン価格

●100×90㎜●プレート厚/5㎜
●重量/約65g

L NTS 60/M-10398
オープン価格

35/E-396（396151）●長さ約35㎝
●ストップ機構なし ¥1,150
55/E-397（397158）●長さ約55㎝
●ストップ機構なし ¥1,400

伸縮するストラップでカメラへの装着簡単！

メタル止ネジⅡ

●外寸：W76×D56×H89㎜
●サイズ：3.2インチ対応
（約：H50×W68㎜内）
●ルーペ倍率：２X
視度調整機構付
（調整幅：-5〜+3ディオプター）

●直径30㎜
●ネジ高14㎜

ドットサイトブラケット用HLDアダプター

●100×90㎜●プレート厚5㎜
●アクセサリーシュー高23㎜
●重量約90g

●セット内容
高さ30㎜オスメス/12㎜メスメス/
12㎜オスメス/
6㎜オスオス各1点

E-6673(667398)￥5,300

E‑6673
使用時

カメラネジ

E-6804(680496)オープン価格

短/E-6600(660092)¥500

使用例

E‑6673
※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。
※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

23

（「2017写真・映像用品年鑑」P24）

ライブビューフード 2.5X

E-6273(627392)¥7,429

E‑6673+E‑6804併用時

使用例

使用例

ライブビューフード Ⅱ型

●幅75㎜●高さ70㎜●奥行90㎜
●基本性能はE‑6273と同等
●ルーペ2.5倍●重量80g
●バリアングル液晶に対応
●取付部材質特殊ポリウレタンチップ ●アイカップ付

動画撮影に
おすすめ

●全長115㎜●可動幅45㎜●重量70g※縦位置グリップ使用不可
E-6275（アクセサリーシュー用）(627590)¥3,620
●全長115㎜●可動幅45㎜●重量70g
E-6297（ソニーα対応アクセサリーシュー用）(629792)¥3,620
●全長115㎜●可動幅45㎜●重量70g

E‑6396

Ⅱ型はご要望にお応えして、
アイカップとバリアングル
液晶にも対応するゴムバンド付。
※縦位置グリップには非対応。

E‑6274

※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。
※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

旧ニコン・ライカにレリーズを取付
ニューライカリング

レリーズ延長用

E-6795(679599)¥5,800

E-6203（620393）¥900

●90×110㎝
●ポリエステル
100％

E‑6275
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ニコン
D80・D70S専用

遮光性抜群！
大判カメラの必需品

オプションの使用例

使用例

●ケーブル長約85㎝

●ニコンF/F2・一部ライカ用

冠布

E-6396(639692)￥9,000

リモートスイッチ

N2/E-6222（622298）¥2,000

E-6204（620492）¥800

●対応機種：
Nikon D610/D600/D7100/
D300s/D300/D200
E-6585 CN-2CS(658594)
●対応機種：Canon EOS 5DMkⅡ/
6D/70D/60D/kissX7i/kissX7
E-6586 CN-2CL(658693)
●対応機種：Canon EOS5DMkⅢ/
7D/1DX/1DMkⅣ/1DMkⅢ

ますます便利になったモニターフード！長時間の撮影はこれで安心

ニコンD80/D70S対応

バルブロック
機構付

￥3,000
E-6584 CN-2N(658495)

E-6274（カメラネジ用）(627491)¥3,620

E‑6804

●チューブ5m付
●ジョイントレリーズ付

布製レリーズ
ネジ式ストッパー付

ライブビューフード用ブラケット

●直径24㎜●ネジ高7.5㎜
長/E-6601(660191)¥500
●直径24㎜●ネジ高9㎜

E-6103（610394）¥2,500

両眼アイカップ

L NTS 60使用例

ドットサイトブラケット

リモートプロレリーズ

左眼の視野を遮って、右眼のファインダー視野に集中できる

1/4インチ（一般用）止ネジ各種 EVF＋照準器で被写体を素早くキャッチ！
E-6597(659799)
¥900

E-363（363153）●長さ約15㎝
●ストップ機構付 ¥750
E-384（384158）●長さ約25㎝
●ストップ機構付 ¥800
E-385（385155）●長さ約50㎝
●ストップ機構付 ¥900

レリーズプロ35・55
ストッパーなし

M-6296(8809022699160)¥9,000

L NTS 60
(8809030165190)

布製レリーズ

ブラックレリーズ
オートストッパー付

マーティンLCDビューファインダー

●パッド幅60㎜
●パッド厚5㎜
●全長750‑1000㎜
●重量約105g

M NTS 50
(8809030165183)

レリーズプロ35・55

E-6674(667497)￥4,600

●パッド幅50㎜
●パッド厚5㎜
●全長750‑1000㎜
●重量約75g

エアーの力で5.4mまで
大判カメラにもOK

伝統的なケーブルレリーズ各種、デジタル主流の今も健在

デュアルL型プレート

マーティン ネオプレーン 三脚ストラップ

●取付範囲：
約15.5 27㎝まで
●レリーズ別売
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ニュージョイントレリーズ

●全長：約10㎝

ガードフィルム

ガードフィルム

止ネジアダプターⅡ

レリーズアタッチメントベルトⅡ

PS1
ﾅｿﾆｯｸ LUMIX GX8･GX7(GX7 MK2除 )･GX1･GH5･GH4･GH3･GH2･GH1･G8･G7･G6･G5･L10･L1･FZ H1
ﾅｿﾆｯｸ/ﾗｲｶ REMOTE端子 対応 FZ1000･FZ300･FZ200･FZ50･FZ3 等 ﾗｲｶ V‑LUX 1･DIGILUX 3 等

E-368（368158）●長さ約50㎝
●オートストップ機構付 ¥2,600

工夫次第で用途はいろいろ

三脚取付不可

C3 ｷﾔﾉﾝ N3ﾀｲ 対応

ブラックレリーズ

(8809030163660)

●三脚穴から
カメラ本体端
まで最大85㎜、
高さ54 73㎜
のカメラに
取付可能
●レリーズ
（30㎝）付属

ｷﾔﾉﾝ EOS‑IDX/ID/IDsｼﾘｰ ･EOS 5D/5Dsｼﾘｰ ･EOS 6Dｼﾘｰ ･EOS 7Dｼﾘｰ ･EOS 50D･EOS 40D
EOS 30D･EOS 20D･EOS‑1V･EOS‑3 等

S2 ｿﾆｰ ﾏﾙﾁ端子 対応

脚立Ⅱ

E-6441(644191)¥5,500

●設置時踏み台高：約560㎜
●保管時サイズ：
610×425×170㎜
●重量：
約1.7kg

ドイツネジ
（3/8インチ）
を国際規格
（1/4インチ・一般用）
に 極厚のクッションパッドでより快適な移動を実現

レリーズ付ブラケット

E-6205(620591)¥6,200

撮影用品

撮影用品

●直径37㎜●コニカミノルタ及び
ミノルタαシリーズや一部ソニーα・
一部ソニーNEX・ニコン1シリーズ
など独自形状のホットシューを持つ
機種には装着出来ません。

グリップ性抜群！
三脚の保護・防寒に！

バルブロック
機構付

ストラップ

ストラップ

エツミ伝統の2WAYタイプ カメラバッグの重さでより安定
E-6620(662096)¥3,000

ピンク
ハウジングに
取り付ければダイビングにも！！

シルバー

電子リモートスイッチ2用
延長ケーブル5m
E-6814(681493)￥1,500

スコープや天体望遠鏡などに

●全長5m●重量約70g

シャークリップ

E-346(346156)¥1,600

(4007249054111)
●19×33
×19㎜
●ソニーα
使用不可

●サイズ100×45×22㎜
●重量約72g●ケーブル長約90㎝
●電源/単4アルカリ電池2本
●設定内容
ショット回数：設定不可（1回のみ）/
遅延タイマー/露光時間/
インターバル間隔/
各最長：99：59：59まで
撮影回数：1〜399回・無制限/
アラーム：ON・OFF

●サイズ
105×34×23mm
●重量約30g
●ケーブル長
約20 50㎝

ブラック

ハマ 水準器 2ウェイ

光沢感のある
ピアノブラック
仕上げ

●重量約55g（本体のみ）
●一般的な形状のアクセサリー
シューに取付可
●調整範囲：25 98㎜
●レリーズ別売

※タイマー機能の動作は
カメラの仕様や
設定により左右されます

カメラケース

カメラケース

●幅30㎜●長さ160㎜●重量60g
●スライド幅75㎜

●19×19×19㎜
●ソニーα使用不可

かさばらない
スパイラル
ケーブル

レリーズアタッチメントシュー

E-6514(651496)¥4,000

ハードケース

ハードケース

●高さ45㎜
●重量400g
●カメラ
プレート幅60㎜
●全長/
格納時144㎜・
伸長240㎜
●材質/
ステンレス・
樹脂製

￥14,000
C3 / E-6314（631498）
C1 / E-6315（631597）
N1 / E-6316（631696）
N3 / E-6317（631795）
S1 / E-6318（631894）
O2 / E-6319（631993）
PS1/ E-6320（632099）
S2 / E- 6676（667695）

カメラバッグ

カメラバッグ

E-6124(612497)¥4,200

E-6021(602191)¥10,800

E-6247(624797)
¥27,000

アクセサリーシューを使ってレリーズを取付

タイマーリモートスイッチ

￥2,300
C3 /E-6534（653490）
C1 /E-6535（653599）
N1 /E-6536（653698）
N3 /E-6537（653797）
S1 /E-6538（653896）
O2 /E-6539（653995）
PS1/E-6540（654091）
￥3,600
S2 /E-6588（658891）

検索

レリーズ・ファインダー関連

インターバルタイマーの定番品

電子リモートスイッチ２

カムコーダーサポート

テレホルダープロ

ジャイロック

三脚使用時の必需品
衝撃に強いポリカーボネート製の外装

望遠レンズやマクロレンズでのブレ防止に 手ブレの少ない安定した撮影をサポート

エツミ

