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

ブラケット・照明・ストロボ用アクセサリー

●縦位置の撮影での
不自然な影を追放
●ストロボを
より前に出して
光量不足に対応
●高強度・高剛性
アルミ合金素材
※ストロボ取付
を使用
シューは別売

三脚座に取り付け

大口径花形フードをつけても
照射角がケラレない
ワイドフード対応ブラケット
●ストロボはバランス良くサイドへ設置
●ストロボを衝撃から守るプロテクター装備
●縦位置の撮影での不自然な影を追放
●高強度・高剛性アルミ合金素材を使用

コンパクトデジタルカメラの
増灯撮影に

光軸合わせとプロテクター。
両方備える万能タイプ
ストロボアジャスタープロDX

デジカメブラケット

¥2,100 E-1310(131097)

¥6,400 E-6047(604799)

●長さ145㎜●幅20㎜●重量74g

●長さ260㎜●幅30㎜●厚さ7㎜●重量250g
プロテクター仕様

光が均一に
回るドーム型
S/ ¥3,300 E-6822(682292)
●本体サイズ:W350×H330×D350㎜
●被写体サイズ(最大):10㎝程度の立方体
M/ ¥5,500 E-6823(682391)
●本体サイズ：W550×H500×D550㎜
●被写体サイズ(最大):20㎝程度の立方体
L/ ¥7,500 E-6824(682490)
●本体サイズ：W820×H760×D820mm
●被写体サイズ(最大):
30㎝程度の立方体
●付属品（全サイズ共通）
：
専用バックスクリーン
(ホワイト/グレーのリバーシブル)･ケース

←3 0 ㎝
→

←2

0㎝

→

●照明器具を2灯装着可能でより明るく
●標準ズームの望遠側を使用して
歪まずより忠実に再現できます

←72 0 →

コンパクトに
折り畳んで収納。
アタッシュケース型で
移動も楽々

コンパクトカメラで
ここまで撮れる！！
瞬間
セッティング

ストロボプロテクタープロWFⅡ ¥6,400 E-6619(661990)
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ブラケット止ネジDX ミニ

¥1,800 E-6552(655296)
115

●直径38㎜●ネジ高13mm
●重量37g

●超軽量・超コンパクト！！持ち運び便利で手軽に出張撮影
●特許 第3938182号
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より光軸に近く。より縦位置撮影で不自然な影が出にくいDXタイプ バランスが崩れない縦位置ブラケット
ストロボプロテクタープロDX ¥3,600 E-6046(604690)

●長さ235㎜●幅30㎜●厚さ7㎜
●重量160g

縦位置L型ブラケット

L型ブラケットミニ

¥2,400 E-6082(608292)
●幅30㎜●長さ110㎜
●高さ160㎜●重量110g

本格的撮影へのオールインワンキット

●幅30㎜●長さ80㎜(止めネジ除く)
●高さ100㎜●止めネジ可動幅35㎜
●重量85g

エツミ
ストロボ
プロテクター・
ストロボ
アジャスター・
L型ブラケット
に対応

※ストロボ取付シューは別売

付属止ネジの交換用として

¥2,800 E-189(189159)

･カメラを吊り下げた時、
前に倒れない
･縦位置撮影での
不自然な影を追放

ブラケット用止ネジⅡ

ハイエンド〜
中級一眼レフ
に最適

¥700 E-6598(659898)
●直径35㎜●ネジ高11㎜
●三脚取付不可

95

E-6082

220

E-6276

75

35

スタジオ撮影に迫るテクニックに挑戦

カメラ・ビデオやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット
ストレートブラケット シュー付Ⅱ

¥1,400 E-6612(661297)

●長さ200㎜●幅25㎜●重量70g

ストレートブラケット ネジ付Ⅱ

ツインストレートブラケットⅡ

¥4,100

E-6613(661396)
●長さ390㎜●幅30㎜●重量170g

¥1,800 E-6611(661198)

フリーツインプレートDX

¥2,800

E-6045(604591)
●長さ275㎜●幅30㎜●厚さ7㎜
●重量120g

●長さ200㎜●幅25㎜●重量60g

E-6611

E-6613

※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。

E-6045

27

フラッシュキット 5-IN-1

¥22,200

JJC-FK-9(6950291500854)
●セット内容：
・フラッシュアダプターリング（汎用）
・ソフトボックス
（折りたたみ式・ケース付属）
・ソフトライトディフューザー
・ハニカムグリッド
・スヌート
（専用グリッド盤付属）
・角型フィルターホルダー
（3.5インチサイズ用）
●日本語版取説付

（「2018写真・映像用品年鑑」P61）

クリップオンストロボで
ライティングの隠し味

光が大きく回るドーム型ディフューザー

ハニカムグリッドSGユニバーサル

ランベンシーフラッシュディフューザーP3N

¥6,500

¥4,200

JJC-SG-LU(813863)
●サイズ/Φ95×85㎜
●重量/約100g
●装着出来るストロボの目安/
発光部のサイズ
約50×72 40×60㎜程度
面ファスナーによる
ベルト固定式
●スペーサー用ウレタン
2㎜厚･5㎜厚/
各4枚付属

汎用性に優れるベルト固定式
ポーチタイプストロボディフューザー

¥980 E-6216(621697)

●布製
●クリップオンストロボ用
●ニコンSB‑910/900には
使用できません。

セット内容

E-6515(651595)
●装着できるストロボの目安
発光部サイズ約75×50
約45×40㎜程度
●付属品：
バウンスキャップ1個
スペーサー用ウレタン
2㎜厚・5㎜厚 各4枚

ストロボの光を和らげ自然な写真に
ストロボディフューザー

¥1,800

G-1N/E-6207(620799)キヤノン540EZ/550EX用
G-2N/E-6208(620898)キヤノン430EZ専用
G-4 /E-6187(618796)キヤノン430EX/EXⅡ用
G-6 /E-6189(618994)キヤノン580EX専用
G-9 /E-6191(619199)ニコンSB‑600専用
G-10/E-6252(625299)ニコンSB‑900専用
G-11/E-6312(631290)キヤノン580EXⅡ専用
G-13/E-6503(650390)キヤノン600EX‑RT専用
※600EXⅡ‑RT使用不可

付属のウレタンと▶
ベルトにより様々な
ストロボに対応します

E-6520(652097)

キヤノン320EX専用

E-6521(652196)

キヤノン270EXⅡ専用

発光面を大きく取れるバルーンタイプ 一眼レフの内蔵ストロボに
バルーンストロボディフューザー

¥1,500 E-6215(621598)
●ビニール製
●クリップオン
ストロボ用
背面

発光部65×95㎜
以下のストロボに適合
※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。

E-6522(652295)

ポップアップストロボディフューザー
3色セット（ナチュラル、ウォーム、クール）
¥2,300 E-6217(621796)
ナチュラル単品
¥1,800 E-6218(621895)
●樹脂製
●取り付け位置
調節可能
ナチュラル
●ソニー/
コニカミノルタ
オートロック
アクセサリーシュー
使用不可

28

PAT

（「2018写真・映像用品年鑑」P61・62）

キヤノン90EX専用
E-6524(652493)
ペンタックス
AF540FGZ専用
E-6525(652592)
ソニーHVL‑F43AM対応

G-13使用例

ガードフィルム

ガードフィルム

30
※ストロボ取付シューは別売

●ブラケット部：長さ150/幅25㎜
●重量：60g●ライト部：幅50/奥行45/
高さ100㎜●重量：80g
（電池含まず）
●単三電池2本使用

●E‑6728の
照明のみ
●蛍光ランプ・
専用スタンド
2セット
●蛍光ランプは
E‑1803同等品

撮影用品

撮影用品

●長さ220㎜●幅30㎜
●厚さ5㎜●重量110g

LEDライトセットブラケット付

¥6,000 E-6269(626999)

ブルー/グリーン・ホワイト/
グレーのバックスクリーン付属

35

ストロボはサイドに。縦位置撮影に有効なストロボプロテクター
ストロボプロテクターL型

簡易スタジオ用蛍光ライトセット

￥13,000 E-6729(672996)

●セット内容/ドームスタジオＭ本体＋
蛍光ランプ・専用スタンド2セット＋
バックスクリーン2枚入り

30
75

入手が容易な単3電池使用

お手持ちの簡易スタジオに

ドームスタジオライティングセットMⅡ

スリム蛍光管照明器具セットを使えば
充分な照度が得られ、手持ち撮影が可能

ストラップ

ストラップ

65

スリム蛍光管照明器具セット
ポータブルスタジオL/DX用
¥7,524 E-1803(180392)
●消費電力14W 20型 昼光色
●本体サイズ：572×22×43㎜
●重量：245g
（蛍光管含む）●ACコード長：150㎝
ポータブルスタジオDX用2本セット
¥10,800 E-6679(667992)

¥18,000 E-6728(672897)

エントリー一眼レフから
高級コンパクト
カメラまで使用可

25
45

●直径60㎜●樹脂製ワッシャー付属

¥2,900 E-6276(627699)

110

125

ブラケット止めネジDX

¥2,600 E-6533(653391)

→

カメラケース

カメラケース

75

20
←1

照明には別売のポータブルスタジオ専用品を

ドームスタジオ用
バックスクリーン
S 用/ ¥1,500
E-1574(157493)
M用/ ¥2,600
E-1575(157592)
L 用/ ¥3,300
E-1576(157691)

110

100

160

65
35

ご要望に ←7
20
お応えして
→
拡散を抑える
黒ボードを追加

各サイズの
比較

15

25

※ストロボ取付シューは別売

150

ブラケット付のカメラを三脚に

ハードケース

ハードケース

●長さ240㎜●最大幅60㎜
●厚さ7㎜
●重量190g

※ストロボ取付シューは別売

アジャスターの
高さ調整ネジは
上下に3ケ所。
その使い分けにより
最大調整幅は
115㎜となります。

↑

マニュアルモード付のデジタルカメラと
スレーブ付ストロボをお持ちの方に最適

カメラバッグ

カメラバッグ

ひもを引くだけで
簡単にセット
できる傘タイプ

未使用

大口径花形フードをセットしても照射角がケラレにくいWFタイプ

E-6612

●収納時外寸（突起部除く）
（約）幅720×奥行760×高 120㎜
●使用時外寸（突起部除く）
（約）幅720×奥行810×高さ635㎜
●重量（約）
7.8㎏（本体のみ）
被写体のサイズ
（最大の目安）

ドームスタジオ使用
ストロボ取付部は頑丈なブラケッ
トで囲まれていますので、不意の
衝 撃からしっかりと保護します。
特に、会見場など混雑する場所で
の撮影にも威力を発揮します。

PAT

↓
760

●長さ160㎜●幅110㎜●厚さ5㎜●重量115g

ポータブルスタジオDX

¥49,000 E-6640(664090)

81
0→

●長さ265㎜
●最大幅85㎜
●厚さ3.5㎜
●重量270g

ドームスタジオ ネオ

←

回転式三脚座付き
レンズ専用

↓
635

レンズ三脚座専用 ストロボアジャスターⅡ

¥3,300 E-6735(673597)

■誰でもキレイに撮れる！
■SNS・ブログやネットオークションの撮影に
■ネットショップ・メニュー写真やチラシにも

↑

ストロボアジャスタープロLF

¥8,200 E-6165(616594)

ホビーユースから業務用途まで。
出張撮影にも大活躍!

オフィスでも机上でも一瞬でプロスタジオに！

縦位置でも横位置でも光軸はそのまま

←20㎝→

光軸合わせ+プロテクター更に大口径花形フード対応。
ストロボブラケットの究極形

