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14L タン/オリーブ
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4 使用例

12L ブルー 20L ブラック 24L ブルー

10L ブラック

24L収納例

COOPER 8
COOPER 
13DSLR 

COOPER 13スリム

COOPER 15 

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

7Lスリング 
ブルー

10Lスリング 
ブラック

14L タン/オリーブ 使用例

フィールド上の軸になる。

最先端のノウハウとクラフトマンシップとの融合。

現場のニーズに応える
TENBAの粋。

伝統を塗り替える、
新たな遺伝子。

全ての写真家へ捧げる
新世代のカメラバックパック。

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

カート取付用ループ付
（DNA8除く）

堅牢性＋防雨対策、さらにレインカバーを装備。
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。

ディーエヌエー8 
¥17,000
638-421 グﾗﾌｧｲﾄ(0026815384210)
638-422 ｵﾘｰブ(0026815384227)
638-423 ｺバﾙﾄ(0026815384234) 
638-424 ダｰｸｶｯパｰ(0026815384241)
外寸:
約27(幅)×19(高さ)×13(奥行)㎝
内寸:
約23(幅)×17(高さ)×9(奥行)㎝
重量:約0.6㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

ソルスティス 12L ¥18,500
636-411 ブﾗｯｸ(020701) 636-412 ブﾙｰ(020718)
外寸:23(幅)×46(高さ)×20(奥行)㎝
内寸:19(幅)×44(高さ)×15(奥行)㎝
ﾀブﾚｯﾄ収納部:14(幅)×23(高さ)×1(奥行)㎝
重量:0.9㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

ソルスティス 20L ¥24,500
636-413 ブﾗｯｸ(020725) 636-414 ブﾙｰ(020732)
外寸:28(幅)×48(高さ)×23(奥行)㎝
内寸:24(幅)×47(高さ)×17(奥行)㎝
ﾀブﾚｯﾄ収納部:20(幅)×27(高さ)×1(奥行)㎝
重量:1.2㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

ソルスティス 24L ¥27,500
636-415 ブﾗｯｸ(020749)
636-416 ブﾙｰ(020756)
外寸:30(幅)×51(高さ)×25(奥行)㎝
内寸:27(幅)×50(高さ)×19(奥行)㎝
ﾀブﾚｯﾄ収納部:
24(幅)×33(高さ)×1(奥行)㎝
重量:1.5㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

ソルスティス 7L スリングバッグ 
¥13,880
636-421 ブﾗｯｸ(021043) 636-422 ブﾙｰ(021050)
外寸(約):(幅)21×(高さ)38×(奥行)17㎝
内寸(約):(幅)18×(高さ)34×(奥行)11㎝
重量(約):0.6kg ﾚｲﾝｶバｰ付属
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機または小型一眼ﾚﾌ+ﾚﾝズ2-3本程度

ソルスティス 10L スリングバッグ 
¥15,880
636-423 ブﾗｯｸ(021067) 636-424 ブﾙｰ(021074)
外寸(約):(幅)24×(高さ)44×(奥行)18cm
内寸(約):(幅)20×(高さ)42×(奥行)12cm
重量(約):0.7kg ﾚｲﾝｶバｰ付属
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機または一眼ﾚﾌ+ﾚﾝズ2-3本程度

ディーエヌエー15 
¥28,000
638-381 
グﾗﾌｧｲﾄ(0026815383817)
外寸:
約41(幅)×29(高さ)×20-23(奥行)㎝
内寸:
約38(幅)×27(高さ)×18-20(奥行)㎝
重量:
約1.4㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

ディーエヌエー13 
¥25,000
638-375 グﾗﾌｧｲﾄ(0026815383756)
638-376 ｵﾘｰブ(0026815383763)
638-377 ｺバﾙﾄ(0026815383770)
638-378 ダｰｸｶｯパｰ(0026815383787)
外寸:
約37(幅)×27(高さ)×16-19(奥行)㎝
内寸:
約33(幅)×24(高さ)×13-18(奥行)㎝
重量:約1.3㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

ディーエヌエー11 
¥23,000
638-371 グﾗﾌｧｲﾄ(0026815383718) 
638-373 ｺバﾙﾄ(0026815383732) 
638-374 ダｰｸｶｯパｰ(0026815383749)
外寸:
約33(幅)×24(高さ)×16-19(奥行)㎝
内寸:
約30(幅)×23(高さ)×13-18(奥行)㎝ 
重量:
約1.1㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

全サイズ
レインカバー付属

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、軽量でいてスタイリッシュなバックパック。

ツールボックス6
¥4,000
636-242 グﾚｰ(0026815362423)
外寸:約22(幅)×16(高さ)×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×15(高さ)×4(奥行)cm 
重量:約0.2㎏

ツールボックス4
¥3,700
636-241 グﾚｰ(0026815362416)
外寸:約22(幅)×11(高さ)
×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×10(高さ)
×4(奥行)cm
重量:約0.2㎏

ツールボックス8 ¥5,000
636-243 グﾚｰ(0026815362430)
外寸:約22(幅)×21(高さ)×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×20(高さ)×4(奥行)cm 重量:約0.3㎏

カメラインサート 
¥3,800
636-221 グﾚｰ(0026815362218)
外寸:
約19(幅)×14(高さ)×9(奥行)㎝
内寸:
約18(幅)×13(高さ)×8(奥行)㎝
重量:約110g

カメラインサート
¥6,000 636-223 
グﾚｰ(0026815362232)
外寸:約27(幅)×
20(高さ)×11(奥行)cm
内寸:約25(幅)×
19(高さ)×10(奥行)cm
重量:約230g

カメラインサート
¥4,500 636-222 
グﾚｰ(0026815362225)
外寸:約23(幅)×
17(高さ)×10(奥行)㎝
内寸:約22(幅)×
15(高さ)×9(奥行)㎝
重量:約180g

カメラインサート 
¥7,000 636-224 
グﾚｰ(0026815362249)
外寸:約34(幅)×
24(高さ)×14(奥行)㎝
内寸:約33(幅)×
23(高さ)×13(奥行)㎝
重量:約360g

フルトン10L ¥14,000
637-721 ブﾗｯｸ(021371)
637-722 ﾀﾝ/ｵﾘｰブ(021388)
内寸(約):22(幅)×20(高さ)×12(奥行)㎝
外寸(約):27(幅)×40(高さ)×13(奥行)㎝
重量(約):0.8㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機または一眼ﾚﾌ+
交換ﾚﾝズ2-4本程度

フルトン14L ¥16,000
637-723 ブﾗｯｸ(021395)
637-724 ﾀﾝ/ｵﾘｰブ(021401)
内寸(約):23(幅)×25(高さ)×13(奥行)㎝
外寸(約):28(幅)×44(高さ)×15(奥行)㎝
重量(約):1.1㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機または一眼ﾚﾌ+
交換ﾚﾝズ2-4本程度+iPad Proなどﾀブﾚｯﾄ

クーパー8 ¥30,600 
637-401 グﾚｰｷｬﾝバｽ/ブﾗｯｸﾚザｰ
(0026815374013)
外寸:28(幅)×19(高さ)×13(奥行)㎝
内寸:25(幅)×17(高さ)×9(奥行)㎝
重量:約0.8㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

クーパー13DSLR ¥44,300
637-403 グﾚｰｷｬﾝバｽ/ブﾗｯｸﾚザｰ
(0026815374037)
外寸:37(幅)×27(高さ)×17(奥行)㎝
内寸:34(幅)×24(高さ)×14(奥行)㎝
重量:約1.3㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

クーパー15 ¥53,200
637-404 グﾚｰｷｬﾝバｽ/ブﾗｯｸﾚザｰ
(0026815374044)
外寸:41(幅)×29(高さ)×20(奥行)㎝
内寸:38(幅)×28(高さ)×17(奥行)㎝
重量:約1.6㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

クーパー13スリム ¥35,300
637-402 グﾚｰｷｬﾝバｽ/ブﾗｯｸﾚザｰ
(0026815374020)
外寸:37(幅)×27(高さ)×14(奥行)㎝
内寸:34(幅)×24(高さ)×9(奥行)㎝
重量:約1.2㎏ ﾚｲﾝｶバｰ付属

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

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
【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。

スカイライン10 ¥5,510
637-621 ブﾗｯｸ(021135) 
637-622 グﾚｰ(021142)
外寸(約):26(幅)×17(高さ)×15(奥行)㎝
内寸(約):22(幅)×16(高さ)×13(奥行)㎝
重量(約):0.3㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機または
一眼ﾚﾌ+ﾚﾝズ2-3本程度

スカイライン12 ¥6,380
637-631 ブﾗｯｸ(021159) 
637-632 グﾚｰ(021166)
外寸(約):32(幅)×17(高さ)×15(奥行)㎝
内寸(約):27(幅)×16(高さ)×13(奥行)㎝
重量(約):0.4㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機･一眼ﾚﾌ+ﾚﾝズ3-4本程度

スカイライン13 ¥7,380
637-641 ブﾗｯｸ(021173) 
637-642 グﾚｰ(021180)
外寸(約):33(幅)×23(高さ)
×17(奥行)㎝
内寸(約):29(幅)×22(高さ)
×15(奥行)㎝
重量(約):0.6㎏
収納の目安:一眼ﾚﾌ+
ﾚﾝズ2-3本程度
(最大70-200mmF2.8ｸﾗｽ)

アクシス 20L
¥24,000
637-701(021234)
内寸(約):28(幅)×
47(高さ)×15(奥行)㎝
外寸(約):30(幅)×
50(高さ)×22(奥行)㎝
重量(約):2.0㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機または
一眼ﾚﾌ+
交換ﾚﾝズ5-7本程度

アクシス 24L ¥27,000
637-702(021241)
内寸(約):29(幅)×49(高さ)×17(奥行)㎝
外寸(約):32(幅)×51(高さ)×24(奥行)㎝
重量(約):2.1㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機･一眼ﾚﾌ+交換ﾚﾝズ6-7本程度    

アクシス 32L ¥28,500
637-703(021258)
内寸(約):32(幅)×54(高さ)×17(奥行)㎝
外寸(約):35(幅)×57(高さ)×25(奥行)㎝
重量(約):2.5㎏
収納の目安:ﾐﾗｰﾚｽ機･一眼ﾚﾌ+交換ﾚﾝズ7-9本程度

20L
24L 
使用例

32L

10 ブラック

12ブラック 13ブラック

10 グレー 10 使用例

モダン＆スタイリッシュ 毎日に冒険を。

トップ・サイド・リア
3方向から開く
3wayアクセス

上質なワックスキャンバス・
本革を惜しみなく使用

MOLLE対応の
ミリタリーポーチを
取付可

モダンで控えめなスタイリングの
ロールトップタイプ。

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

広範囲に体に
フィットし、
かつ通風性
にも優れた
パッド付
ハーネス

24Lと32Lは正面が大きく開く
フロントオープン式。
サイドアクセスも可　

16L DSLR Backpack

14L Slim Backpack

シュートアウト 14L 
スリムバックパック ¥27,000 
632-455(020381)
内寸(約)/(幅)20×(高さ)38×(奥行)11㎝ 
外寸(約)/(幅)23×(高さ)46×(奥行)18㎝
重量(約)/1.4㎏ ﾘｱｱｸｾｽﾀｲプ

シュートアウト 16L 
DSLR バックパック ¥28,500 
632-412(020398)
内寸(約)/(幅)20×(高さ)38×(奥行)14㎝
外寸(約)/(幅)23×(高さ)46×(奥行)20㎝
重量(約)/1.5㎏ ﾘｱｱｸｾｽﾀｲプ

シュートアウト 24L 
バックパック ¥35,800 
632-422(021227)
内寸(約)/(幅)28×(高さ)41×(奥行)15㎝
外寸(約)/(幅)29×(高さ)46×(奥行)23㎝
重量(約)/1.9㎏ ﾌﾛﾝﾄ+ｻｲドｱｸｾｽﾀｲプ

シュートアウト 32L 
バックパック ¥46,200 
632-432(021265)
内寸(約)/(幅)28×(高さ)48×(奥行)17㎝
外寸(約)/(幅)30×(高さ)53×(奥行)28㎝
重量(約)/2.7kg ﾌﾛﾝﾄ+ｻｲドｱｸｾｽﾀｲプ

ワールドワイドの撮影現場で
証明された、保護力・耐久力そして快適性。

24L Backpack

32L Backpack

14L と16Lは安全性と
盗難防止に優れた、
背中側の面が
オープンする
内開式
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エツミ 検 索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。

※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0816779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。

※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0816779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。


