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。

エツミ

検索

フード・キャップ・レインカバー・防寒用品
国内生産にこだわった
スタンダードなメタルフード

パンケーキレンズの携帯性を損ねない薄型フード
メタルインナーフード 46㎜ メタルインナーフード 49㎜

￥2,600

￥3,000

E-6308(630897)シルバー
E-6309(630996)ブラック
●LUMIX G 20㎜/F1.7専用

E-6355(635595)シルバー
E-6356(635694)ブラック
●ソニーSEL16F28
(E16㎜ F2.8)対応

E-6309

オートレンズキャップ+メタルフード

メタルフードⅡ

冬や雨中での撮影に。
防寒、
防塵、
撥水性でカメラをガード
プロフェッショナル プロテクターカバー

￥5,400

￥1,800

49㎜/E-6565(656590)
52㎜/E-6566(656699)
55㎜/E-6567(656798)
●外寸:約Φ61×22㎜
(取付ネジ部分除 )
58㎜/E-6568

E-6355

自動開閉するキャップとフードでダブルガード

JJC-ZO14-42S

●約Φ65×22㎜
(取付ネジ部除 )

ブラック

●対応レンズ： オリンパスM.
ズイコーデジタル
14-42㎜ｆ/3.5-5.6EZ

標準50㎜
相当をカバー

※レンズキャップの構造上、
フィルターの併用不可。

レンズの保護に

ネイビー

メタルインナーフード+キャップセット 37㎜

49㎜

￥4,100

￥4,100

E-6469(646997)シルバー E-6471(647192)レッド
数多くのご要望に
E-6470(647093)ホワイト
お応えして専用の
●パナソニックLUMIX G 20㎜/F1.7専用
ネジ込み式キャップ付属
メタルインナーフード+キャップセット 49㎜

￥4,100

E-6473（647390）シルバー E-6475(647598)レッド
E-6474(647499)ホワイト
●ソニーSEL16F28(E16㎜ F2.8)対応

E-5034

●49 58㎜用
●樹脂製
●2枚セット
L/ ¥1,400
E-5035

●標準50㎜相当をカバー

●小型一眼レフ向け

すぐれた防風、防滴性に加え、
高い保温性を持ち、また、一段
と軽くてソフトな風合いをも兼
ね備えています。

メタルレンズキャップ 37㎜

紛失防止用
ゴムホルダー付

¥1,500

E-6543(654398)ブラック
E-6544(654497)シルバー

キャップの紛失防止に

キャップホルダー（ひも式） アペンド キャップケース

¥500 E-6628(662898)

¥2,000

●ゴムひも付●レンズ先端取付タイプ E-6346(634697)

背面は液晶画面が
見える透明窓付き

J/ ¥5,300
E-6732(673290)
●フィルター
口径49 77㎜

E-6544

ピンク/ベリーピンク

雨傘にカメラをセッティング
レインブラケットⅡ

¥2,100

※マクロ、魚眼タイプのレンズに
一部使用できないものがあります。

E-6628

レッド/スカイブルー

アングルレインブラケットプロ

マーティン デジタル一眼レフ対応レインカバー

￥12,000 E-6675(667596)

S / ¥5,300 M-7095(8809030166012)●レンズ部分長さ20㎝
M/ ¥5,800 M-7096(8809030166029)●レンズ部分長さ35㎝
L / ¥6,600 M-7097(8809030166036)●レンズ部分長さ56㎝

●長さ218㎜●高さ155㎜
●幅30㎜※突起部･止めネジ除く
●重量約220g

(661891)

E-6629

雨の日の定番品、
広角から望遠まで選べる3タイプ

傘は常時真上に！俯角を自由に選べる!!

●重量
(約)110g

マーティン カモフラージュレインカバー

37㎜用/¥400
40.5㎜用/¥400
43㎜用/¥400
46㎜用/¥400
48㎜用/¥400
49㎜用/¥400
52㎜用/¥400
55㎜用/¥400
58㎜用/¥500
62㎜用/¥500
67㎜用/¥500
72㎜用/¥500
77㎜用/¥500
82㎜用/¥500

E-6481(648199)
E-6482(648298)
E-6491(649196)
E-6492(649295)
E-6493(649394)
E-6494(649493)
E-6495(649592)
E-6496(649691)
E-6497(649790)
E-6498(649899)
E-6499(649998)
E-6500(650093)
E-6501(650192)
E-6483(648397)

フーファ キャップクリップ

フーファ キャップクリップV

¥1,800

¥1,800

(0748252249500)ブラック

(0609613498701)ブラック

●樹脂製●幅35‑40㎜
ストラップ・ベルトに適合

HF-HHR012

(0748252249401)レッド

HF-HHW013

伸縮式バーの調節で
レンズの長さに合わせられる

急な小雨や雪、
水のイベントに！
ミラーレス機に最適な簡易レインカバー
オープン価格 E-6668(666896)

●樹脂製●幅35‑40㎜の
ストラップ・ベルトに適合
キャップクリップ

¥1,800

¥3,300

●2枚入
●ポリエチレン製

E-6214(621499)
●伸縮幅170 270㎜
●透明ビニール製
●ホットシューに
取り付け

HF-HHB021

(0748252249807)ブラック

HF-HHR022

標準〜200㎜の
レンズに適合
ソニーα使用不可

(0748252249708)レッド

HF-HHW023

(0748252249609)ホワイト

●樹脂製●幅20‑25㎜の
ストラップ・ベルトに適合
キャップクリップV

ホワイト

キャップクリップS

レッド

PAT

砂埃や水しぶきが舞う場所でのレンズ交換に 袖口からの冷気もシャットアウトするリストバンド付

気軽に使えるレインカバー
カメラレインカバー RI-5/RI-6

（店頭想定価格）
¥908
JJC-RI-5(6950291516053)
JJC-RI-6(6950291516060)

●2枚入
●ポリ
エチレン製

ブラック

※革製・ネオプレーン製など
厚手のストラップ・ベルトには
使用できません。
※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。
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（「2018写真・映像用品年鑑」P61）

液晶画面が
見える窓付

デジタルチェンジングバッグ

RI-6

S/¥2,800 E-6489(648991)
●W400×D350㎜●ミラーレス機向け
M/¥4,500 E-6490(649097)
●W600×D530㎜●縦位置
グリップ付デジタル一眼レフ向け

マーティン フィンガーシューティンググローブ

￥6,500

Sサイズ

M/M-07867

(8809022696954)

L/M-07868
Mサイズ

撥水性抜群の特製生地使用！
Sサイズ

使用例

RI-5
※フィルム・印画紙には
ご使用になれません
※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。
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(8809022696961)

XL/M-07869
(8809022696978)

●材質：
ポリエステル
＋ナイロン
＋ウレタン

（「2018写真・映像用品年鑑」P61）

タッチパネルも
楽々操作

ガードフィルム

ガードフィルム

ベーシックな
スプリング式

Sサイズ

カメラレインウェアー

カメラレインカバーS 簡易型

(0748252249302)ホワイト

フーファ キャップクリップS

Lサイズは
300㎜F2.8や
150〜600㎜
を延長
フードごと
覆えます

カモフラージュ
Lサイズ

HF-HHB031

HF-HHB011

撮影用品

撮影用品

マイクロフォーサーズ用
ボディーキャップ
¥660 E-6333(633393)
マイクロフォーサーズ用
レンズリアキャップ
¥1,080 E-6334(633492)
マイクロフォーサーズ用
ボディー＆リアキャップセット
¥790 E-6343(634390)
ソニーＥマウント対応（ＮＥＸ対応）
ボディーキャップ
¥790 E-6344(634499)
ソニーＥマウント対応（ＮＥＸ対応）
レンズリアキャップ
¥1,340 E-6345(634598)
ソニーＥマウント対応（ＮＥＸ対応）
ボディー＆リアキャップセット

ワンタッチレンズキャップ

ストラップ

ストラップ

M/オープン価格 M-7091(8809030166067)●レンズ部分長さ：30㎝
L /オープン価格 M-7092(8809030166074)●レンズ部分長さ：56㎝

レンズをホコリや衝撃から守る ストラップ・ベルトに簡単取付！新感覚のキャップクリップ
¥660 E-6332(633294)

カメラケース

カメラケース

三脚と雲台の間に
挟んで使用

ピンク/ベリーピンク

●φ77㎜までの
レンズキャップ
に対応
●メディア
ポケット付き
●約40g

E-6618

ボディキャップ/レンズリアキャップ

S

L

レッド/スカイブルー

●吊具取付タイプ

最新のミラーレス一眼に対応

J

カメラレインジャケットⅡ

S/¥2,700
E-6730(673092)
L/¥3,500
E-6731(673191)

●プレート幅
44㎜(三脚取付部)･
30㎜(傘取付部)
●プレート厚
2㎜(三脚取付部)･
4㎜(傘取付部)
●重量約185g

キャップホルダー（フック式） E-6348(634895)

¥500 E-6629(662997)

E-6543

延長カバー
使用時

背面の液晶窓

雨や雪の日も撮影できるマイナス10度の耐寒仕様

レインブラケット DXⅡ

新提案、
レンズキャップ用
ポケットホルダー

本体：ナイロン製
（撥水加工）

ハードケース

ハードケース

金属の質感がクラシカル

インナーレンズキャップ

ライカＭ マウント対応 ボディキャップ
¥700 E-6554(655494)
ライカＭ レンズリアキャップ
¥1,100 E-6555(655593)
ライカＭ ボディ＆レンズリアキャップセット
¥700 E-6556(655692)
ペンタックス Ｑマウント対応ボディキャップ
¥700 E-6557(655791)
ペンタックス
Ｑマウント対応レンズリアキャップ
¥1,100 E-6558(655890)
ペンタックス Ｑマウント対応
ボディ＆レンズリアキャップセット
¥700 E-6559(655999)
フジフィルム Ｘマウント対応ボディキャップ
¥700 E-6560(656095)
フジフィルム
Ｘマウント対応レンズリアキャップ
¥1,100 E-6561(656194)
フジフィルム Ｘマウント対応
ボディ＆
レンズリアキャップセット

S/ ¥5,000
E-6374(637490)

￥3,900 E-6722(672293)

外れにくいインナータイプ

¥700 E-6553(655395)

●中級一眼レフ〜フラグシップ向け

対流伝導

三脚を使用して、
安心の野外撮影を

E-6475

37㎜用/¥600 E-6690(669095)
40.5㎜用/¥600 E-6691(669194)
43㎜用/¥600 E-6692(669293)
46㎜用/¥600 E-6693(669392)
49㎜用/¥600 E-6694(669491)
52㎜用/¥600 E-6695(669590)
55㎜用/¥600 E-6696(669699)
58㎜用/¥770 E-6697(669798)
62㎜用/¥770 E-6698(669897)
67㎜用/¥770 E-6699(669996)
72㎜用/¥770 E-6700(670091)
77㎜用/¥770 E-6701(670190)
82㎜用/¥900 E-6702(670299)

各社の300㎜F2.8
150-600㎜に対応

ブラック

(503597)

●62 77㎜用
●樹脂製
●2枚セット

デジタルフォトレインカバー

M/ ¥5,500 E-6350(635090)

レンズ
カバー
使用時

(503498)

※液晶画面用の
窓はありません

カメラバッグ

カメラバッグ

E-6466(646690)ホワイト E-6467(646799)レッド
●オリンパスＭズイコーデジタル17㎜f2.8専用
メタルインナーフード+キャップセット 46㎜

M/ ¥950
E-5034

ネイビー
外 気
基 布
シルバー樹脂コーティング

背面には透明窓と
光学ファインダー用
開口付

フィルタールーズ

37㎜/¥900 E-6569(656996)
40.5㎜/¥900 E-6570(657092)
43㎜/¥900 E-6571(657191)
46㎜/¥900 E-6572(657290)
49㎜/¥900 E-6574(657498)
52㎜/¥900 E-6575(657597)
55㎜/¥900 E-6576(657696)
58㎜/¥1,000 E-6577(657795)
62㎜/¥1,000 E-6578(657894)
67㎜/¥1,200 E-6579(657993)
72㎜/¥1,200 E-6580(658099)
77㎜/¥1,200 E-6581(658198)

6×4.5、
ペンタックス
6×7もOK

ストラップと併用できるカメラレインカバー

カイロ
ポケット付

固く締まったフィルターを楽に取り外せる

ラバーフードⅡ

メタルインナーフード+キャップセット

●カイロ
ポケット付

※液晶画面用の窓はありません

シルバー

専用メタルキャップが付いたインナー型フード

(610592)

バッテリー
グリップ付
35㎜
フルサイズ
カメラ対応

52㎜

(656897)

E-6105

E-6006(600692)
ブラック

(6950291546371)シルバー

プロテクターカバー3

¥8,700

¥7,800

E-6685(668593)ネイビー
E-6687(668791)ブラック

(6950291546364)ブラック

中判カメラに対応する大型カメラカバー

プロテクターカバー

¥17,000

JJC-ZO14-42B

防滴、
防寒、
消音に効果を発揮！
カメラをガッチリ保護します

