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。

Never Compromise（決して妥協しない）という精神を継ぐ、伝統と信頼のカメラバッグ

SOLSTICE

BACKPACK

Hadley Series

SOLSTICE BACKPACK 20L

バックパック

ソルスティス 20L

最新の機材に適合。
アクセシビリティと快適な背負い心地を追求した、

636‑413 ﾗｯｸ(0816779020725)
636‑414 ﾙｰ(0816779020732)
外寸:
28(幅)×48(高 )×23(奥行)㎝
内寸:
24(幅)×47(高 )×17(奥行)㎝
ﾀ ﾚｯﾄ収納部:
20(幅)×27(高 )×1(奥行)㎝
重量:1.2㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

軽量でいてスタイリッシュなバックパック。

Hadley Small

636‑411 ﾗｯｸ(0816779020701)
636‑412 ﾙｰ(0816779020718)
外寸:
23(幅)×46(高 )×20(奥行)㎝
内寸:
19(幅)×44(高 )×15(奥行)㎝
ﾀ ﾚｯﾄ収納部:
14(幅)×23(高 )×1(奥行)㎝
重量:0.9㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

636‑415 ﾗｯｸ(0816779020749)
636‑416 ﾙｰ(0816779020756)
外寸:
30(幅)×51(高 )×25(奥行)㎝
内寸:
27(幅)×50(高 )×19(奥行)㎝
ﾀ ﾚｯﾄ収納部:
24(幅)×33(高 )×1(奥行)㎝
重量:1.5㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

¥18,500

カメラバッグ

20L ブラック

DNA

最新の機材を
効率よく収納できる
巧みなパーティション

24L ブルー

伝統を塗り替える、新たな遺伝子。

MESSENGER BAG

グラファイト

5Series

TOOLS

DNA11

コバルト

ダークカッパー

DNA 15 ディーエヌエー15
¥28,000

キャンバス
ブラック/タン

DNA8 オリーブ

638‑381 ﾗﾌｧｲﾄ(383817)
外寸:約41(幅)×29(高 )×20‑23(奥行)㎝
内寸:約38(幅)×27(高 )×18‑20(奥行)㎝
重量:約1.4㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

全サイズ
レインカバー付属
カート取付用ループ付
（DNA8除く）

現場のニーズに応えるTENBAの粋。

ACCESSORY

Tools Shoulder Strap Pad

ショルダーストラップパッド 1.5インチ ¥1,800
636‑233

ﾗｯｸ(362331) 外寸:約4(幅)×23(全長)㎝ 重量:約34g

636‑234

ﾗｯｸ(362348) 外寸:約6(幅)×23(全長)㎝ 重量:約39g

ショルダーストラップパッド 2インチ ¥2,200

キャンバス カーキ/タン ブラック/タン
外寸(約):W430×D250×H320㎜ 内寸(約):W400×D150×H250㎜ 重量(約):2.1㎏

ツールボックス4

¥3,700
BYOB 9

BYOB 10

BYOB 13

¥6,000

¥7,000

カメラインサート
636‑223 ﾚｰ(362232)
外寸:約27(幅)×
20(高 )×11(奥行)cm
内寸:約25(幅)×
19(高 )×10(奥行)cm
重量:約230g

カメラインサート
636‑224 ﾚｰ(362249)
外寸:約34(幅)×
24(高 )×14(奥行)㎝
内寸:約33(幅)×
23(高 )×13(奥行)㎝
重量:約360g

636‑241 ﾚｰ(362416)
外寸:約22(幅)×11(高 )
×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×10(高 )
×4(奥行)cm
重量:約0.2㎏

ツールボックス6

¥4,000

636‑242 ﾚｰ(362423)
外寸:約22(幅)×16(高 )×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×15(高 )×4(奥行)cm
重量:約0.2㎏

※TENBA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0026815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。
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キャンバス ブラック/タン

445 オープン価格

Tools Tool Box

BYOB 7

キャンバス
カーキ/タン

555 オープン価格

キャンバス カーキ/タン ブラック/タン
外寸(約):W470×D250×H320㎜
内寸(約):W440×D150×H260㎜ 重量(約):2.37kg

Accessories
ツールボックス8

¥5,000

636‑243 ﾚｰ(362430)
外寸:約22(幅)×21(高 )×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×20(高 )×4(奥行)cm 重量:約0.3㎏

Shoulder Pad
SP40 オープン価格

カラー ブラック・タン
225/335/ハドレーシリーズ/f1.4/f2.8/L2（アリス）に適合

Shoulder Pad SP50 オープン価格
カラー ブラック・タン
445/555/550/７シリーズ/パッキントンに適合

Hadley Insert
Hadley
Straps
オープン価格

ハドレーＳ専用
インサートセット

オープン価格

ハドレーシリーズ用前ベルト
カラー ブラック・タン
※Large Pro使用不可

ハドレー/
ハドレープロ専用
インサートセット

オープン価格

※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。
※ビリンガム製品の表示価格はすべてオープン価格です。
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ガードフィルム

ガードフィルム

636‑222 ﾚｰ(362225)
外寸:約23(幅)×
17(高 )×10(奥行)㎝
内寸:約22(幅)×
15(高 )×9(奥行)㎝
重量:約180g

撮影用品

撮影用品

636‑232 ﾗｯｸ(362324) ﾙﾄ全長:約86‑132㎝
ｯ 外寸:約6(幅)×23(全長)㎝ 重量:約0.2㎏

BYOB 13

¥3,800

¥4,500

555

445

¥3,400

カメラ
インサート

カメラインサート

キャンバス カーキ/タン ブラック/タン
外寸(約):W380×D240×H270㎜
内寸(約):W350×D150×H210㎜ 重量(約):1.8㎏

キャンバス カーキ/タン ブラック/タン
外寸(約):W330×D220×H240㎜ 内寸(約):W300×D150×H180㎜ 重量(約):1.5㎏

Tools Shoulder Strap

Tools
Camera Insert
BYOB 7

BYOB 9

335 オープン価格

キャンバス カーキ/タン

ショルダーストラップ 2インチ

アクセサリー

BYOB 10

636‑221
ﾚｰ(362218)
外寸:約19(幅)×
14(高 )×9(奥行)㎝
内寸:約18(幅)×
13(高 )×8(奥行)㎝
重量:約110g

225 オープン価格

ストラップ

ストラップ

638‑375 ﾗﾌｧｲﾄ(383756)
638‑376 ｵﾘｰ (383763)
638‑377 ｺ ﾙﾄ(383770)
638‑378 ｰｸｶｯ ｰ(383787)
外寸:約37(幅)×27(高 )×16‑19(奥行)㎝
内寸:約33(幅)×24(高 )×13‑18(奥行)㎝
重量:約1.3㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

335

225

カメラケース

カメラケース

¥25,000

ハドレーL プロ オープン価格

キャンバス カーキ/タン ブラック/タン
外寸(約):W440×D180×H320㎜ 内寸(約):W400×D135×H310㎜
重量(約):1.64㎏

ビリンガムを代表するシリーズ。
衝撃を吸収するスーパーフレックス中仕切、
体にフィットする二又に取付けたショルダーストラップ、
大きく開くサブコンパートなどプロ用システムとしての機能の数々を装備しています。

メインフラップを
開けなくても内部に
アクセスできるジッパー付

DNA13

キャンバス カーキ/タン

ハードケース

ハードケース

DNA15

¥23,000

DNA 13 ディーエヌエー13

Hadley Large Pro

キャンバス
カーキ/タン
ブラック/タン
外寸(約):W350×D120×H280㎜
内寸(約):W340×D80×H270㎜
重量(約):1.01㎏

DNA 11 ディーエヌエー11
638‑371 ﾗﾌｧｲﾄ(383718)
638‑372 ｵﾘｰ (383725)
638‑373 ｺ ﾙﾄ(383732)
638‑374 ｰｸｶｯ ｰ(383749)
外寸:約33(幅)×24(高 )×16‑19(奥行)㎝
内寸:約30(幅)×23(高 )×13‑18(奥行)㎝
重量:約1.1㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

キャンバス ブラック/タン
キャンバス
カーキ/タン

ハドレープロ
オープン価格

耐候性と保護性と
カジュアルさを満たす
材料と機能を厳選

638‑421 ﾗﾌｧｲﾄ(384210) 638‑422 ｵﾘｰ (384227)
638‑423 ｺ ﾙﾄ(384234) 638‑424 ｰｸｶｯ ｰ(384241)
外寸:約27(幅)×19(高 )×13(奥行)㎝
内寸:約23(幅)×17(高 )×9(奥行)㎝
重量:約0.6㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

Hadley Pro

キャンバス ブラック/タン

ノートPCやiPadも収納できる全天候型メッセンジャーバッグ。

DNA 8 ディーエヌエー8 ¥17,000

キャンバス カーキ/タン

¥27,500

堅牢性＋防雨対策、さらにレインカバーを装備。

メッセンジャーバッグ

キャンバス
カーキ/タン
ブラック/タン
外寸(約):
W290×D120×H220㎜
内寸(約):
W260×D80×H190㎜
重量(約):0.7㎏

カメラバッグ

ソルスティス 12L

ソルスティス 24L

ハドレーS
オープン価格

ビリンガムバッグは、イングランド中
西部の工場で生産されています。正規
輸入品であるエツミ取り扱いの製品に
は日本国内向けの保証書が添付され
ています。

SOLSTICE BACKPACK 12L SOLSTICE BACKPACK 24L

12L ブルー

狩猟用バッグの流れを汲むスリムでスタイリッシュなバッグ。
高効率の収納を可能にする中仕切は着脱できるので、
タウンバッグとしても活躍。

¥24,500

20L収納例

検索

創設者のマーチン・ビリンガムが1978年に英国で発表したカメラバッグは、ソフトバッグの草分け的存在。
主素材には、コットンにポリエステルを独自ブレンドしたキャンバス生地を用い、極薄ラバーをサンドイッチする
製法により、卓越した防水性能を誇ります。伝統とクラフトシップが息付く逸品です。

【TENBA】とは、創設者がチベット取材時に現地で覚えた「最高のもの」を意味する言葉です。
全ての写真家へ捧げる新世代のカメラバックパック。

エツミ

