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。

フォトフレーム
絵画・イラストや図面のトレース作業に。
ネガの確認にも

LEDトレーサー

印画紙や光沢ペーパーにスムーズなロータリー刃

A2

カイザー イージーカット

A3

A2/オープン価格 E-7059(705991)
●外寸/670×490×10㎜（突起部含む）
●照射面サイズ/610×432㎜●重量/3300ｇ
●ACアダプター、キャリングバッグ付属

イージーカット1/￥7,920
KS-4306N

A4

(4975981812910)

(4975981812927)

●カット寸：最大44㎝幅
イージーカット用替刃/
オープン価格V-81376

A4/オープン価格 E-7067(706790)
●外寸/360×270×5㎜（突起部含まず）
●照射面サイズ/320×230㎜●重量/800g
●USBケーブル、
キャリングバッグ付属

ON/OFFと明るさの調整は
タッチセンサーの簡単操作で

(4975981813764)

●イージーカット1/2兼用

E-7068

ACアダプター USB（5V2A）/オープン価格 E-7068(706899)
●対応機種/E‑7067 A4サイズ専用●入力/100V‑240V 50/60Hz 出力/5V2A 端子形状/USB A

KS-4306N

カメラ・レンズに最適
毛羽立たない作業用手袋

小型ルーペのロングセラー。キズ・汚れに強いガラスレンズ使用 ポジ・ネガの整理に
ルーぺ5倍

整理用手袋

¥700 E-201(201158)

ルーぺ15倍

フォトアルバム エポカ
チェキスクエア対応 40枚用

オープン価格
E-5505(550591)グレー E-5508(550898)ピンク
E-5506(550690)ブルー E-5509(550997)レッド
E-5507(550799)グリーン
●本体サイズ/(約)112×193×25㎜
●写真サイズ/最大86×72㎜

W四切

クラフトルーぺ5倍

¥1,450

飽きが来ないシンプルなデザイン
W六切

リバーシブル
ペーパーフォトスタンド

木目
チーク

ペール
ブルー

ブルー

2L

アルミ
写真額

ブラック
チタンゴールド
2 L /¥1,300 E-8001(800191) 2 L /¥1,300
六 切 /¥1,600 E-8003(800399) 六 切 /¥1,600
W六切 /¥1,800 E-8005(800597) W六切 /¥1,800
A 4 /¥1,950 E-8011(801198) 四 切 /¥2,100
四 切 /¥2,100 E-8007(800795) W四切 /¥2,350
W四切 /¥2,350 E-8009(800993)
●全サイズVカット台紙・吊りひも付属
●2Lサイズのみ裏面に縦横兼用スタンド付

E-8002(800290)
E-8004(800498)
E-8006(800696)
E-8008(800894)
E-8010(801099)

キズ・汚れに強い
ガラスレンズ使用

DXルーぺ10倍

¥1,600 E-204(204159)

●最大径65㎜●高さ47㎜
●レンズ径24㎜●重量40g

E-5102(510298)レッド
E-5107(510793)ブラック
E-5108(510892)ブルー
●最大径74㎜●高さ60㎜
●レンズ2群3枚
●重量65g

クラフトルーぺ10倍

暗室用遮光カーテン

¥3,000 E-5103(510397)

幅×高さ
2m×2m/ ￥7,400 E-7061 (706196)
2m×1.5m/￥6,600 E-7062(706295)
2m×1m/ ￥5,000 E-7063(706394)
●フック12個付属
1m×2m/ ￥5,000 E-7064(706493)
1m×1m/ ￥3,500 E-7065(706592)
●フック7個付属
4m×2m/ ￥13,000 E-7066(706691)
●フック22個付属
特注品/
1㎡につき ¥5,000

●最大径74㎜●高さ45㎜
●レンズ2群2枚●重量80g

レッド

耐久性抜群ピンセット各種
竹製ピンセット3本入

暗室作業の必需品

E-7051
E-7053

ポリロート+ポリエビン使用例

ポリエビン

●長さ22.5㎝
●赤・黄・青3本入

プラ製ピンセット３本入

●長さ22㎝●青・白の3本入

ステンレス製ピンセット2本入

¥1,700 E-7053(705397)

撮影用品

撮影用品

500㏄用/ ¥600
E-7045(704598)
1ℓ用/ ¥700
E-7046(704697)
2ℓ用/ ¥1,200
E-7047(704796)
3ℓ用/ ¥1,700
E-7048(704895)
5ℓ用/ ¥2,000
E-7049(704994)

¥600 E-7051(705199)

¥900 E-7052(705298)

V-81276装飾例

材質：塩化ビニール
カーテンフック用ハトメ穴：
約200㎜間隔に設置

ストラップ

ストラップ

ペール
ピンク

E-5105(510595)レッド
E-5106(510694)ブルー
●最大径74㎜●高さ80㎜
●レンズ2群2枚
●重量62g

クラフトルーぺ8倍

¥2,400

暗室・簡易スタジオ・ホームシアターなどに便利な遮光カーテン

カメラケース

カメラケース

チタンゴールド

オープン価格
E-5269(526992)木目チーク
E-5270(527098)木目ホワイト
E-5271(527197)ペールピンク
E-5272(527296)ペールイエロー
E-5273(527395)ペールブルー
●本体サイズ84×115×4㎜
●ペーパーサイズ54×86㎜
（チェキ専用サイズ）
●窓サイズ50×81㎜
●生産国/日本
・裏面は木目チーク/
木目ホワイトは
キャンバス調のホワイト。
他は表面と同色です。
・本製品の両面に写真を
入れることはできません。

6×4.5

E-203

マウントとスリーブを固定できるアダプター付

あなたの作品がさらに引立つアルミ製のフレーム
ブラック

E-202

ハードケース

ハードケース

写真が抜け落ちにくい！
出し入れはセンターから

厚さ3㎜の
プロ仕様！

¥1,450 E-203(203152)

●最大径31㎜●高さ35㎜
●レンズ径20㎜●重量12g
●シリコンクロス付

マーティン マウント6×4.5・6×6・6×7

6×4.5/ ¥3,600
M-9425(8809030169341)●50枚入
6×6/ ¥3,600
M-9428(8809030169389)●50枚入
6×7/ ¥5,800
M-9429(8809030169396)●50枚入

カメラバッグ

カメラバッグ

●最大径34㎜●高さ39㎜
●レンズ径24㎜●重量14g
●シリコンクロス付

チェキの写真が収まるシンプルでキュートな写真立て

ペール
イエロー

●フリーサイズ
●2双入り

¥1,150 E-202(202155)

フォトアルバム エポカ
チェキスクエア対応 20枚用

木目
ホワイト

整理用手袋２双入り

Mサイズ/¥1,300 E-5210(521096)
Lサイズ / ¥1,500 E-5211(521195)
●1双入り

¥530 E-5070(507090)

ルーぺ10倍

20枚用 左よりレッド・
ピンク・グリーン・ブルー

木目
チーク

●フリーサイズ●1双入り

E-201

ポジフィルムの保管に3サイズ

マイクロファイバー手袋

¥330 E-706(706165)

●最大径34㎜●高さ55㎜
●レンズ径24㎜●重量10g
●シリコンクロス付

KS-4307N

●カット寸：最大31㎝幅
イージーカット2/
￥9,240 KS-4307N

A3/オープン価格 E-7060(706097)
●外寸/496×380×10㎜
（突起部含む）
●照射面サイズ/435×320㎜●重量/1900g
●ACアダプター、キャリングバッグ、
ボール型傾斜スタンド付属

シンプルで写真が引き立つ
ブックタイプのフォトアルバム

ペール
ピンク

検索

整理用品・暗室用品
40枚用 左よりグレー・ブルー・
グリーン・ピンク・レッド

オープン価格
E-5500(550096)グレー E-5503(550393)ピンク
E-5501(550195)ブルー E-5504(550492)レッド
E-5502(550294)グリーン
●本体サイズ/(約)112×102×22㎜
●写真サイズ/最大86×72㎜

エツミ

●長さ26㎝
●白・青2本入

E-7052

V-81277

V-81279（設置サイズ：約H144×W139㎝）

部屋を写真で思い思いに彩る
額縁セット

V-81278（設置サイズ：約H61×W102㎝）
※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。

V-81276
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オープン価格
ファミリーコレクション（額縁6点+5点セット）
V-81279(812798)
ホームトレンド（額縁6点セット）
V-81278(812781)
トラディショナルコレクション（額縁3点+1点セット）
V-81277(812774)
フラッグクラシック（額縁3点セット）
V-81276(812767)
センチメンツコレクション（額縁6点+1点セット）
V-81280(812804)

ダークバッグ

M/¥4,000 E-7041(704192)
●40×43㎝
L/¥4,700 E-7042(704291)
●68×73㎝

プリントの修正に
スポッティング筆

¥600 E-7050(705090)
●長さ約19㎝

現像薬品の温度管理に
液温計

15㎝/¥700 E-7043(704390)
●長さ15㎝●50度目盛付
30㎝/¥800
E-7044(704499)
●長さ30㎝
●100度目盛付

500㏄用

1ℓ用

2ℓ用

3ℓ用

5ℓ用

ポリロート15㎝

¥600

E-7054(705496)
●直径15㎝

ポリエビーカー

E-7044

※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-7043
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1ℓ用/ ¥900
E-7055(705595)
2ℓ用/ ¥1,100
E-7056(705694)
3ℓ用/ ¥2,000
E-7057(705793)

（「2018写真・映像用品年鑑」P62）

ポリロート15㎝

ポリエビーカー

ガードフィルム

ガードフィルム

遮光性抜群
V-81280（設置サイズ：約H60×W132㎝）

