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。

伝統のアウトドアブランド・コールマンのライセンスモデル。写真用品離れした、
ミラーレス機と交換レンズを
収納できる多目的
インナーバッグ

よりカジュアルでよりワイドなマチ幅。
小型一眼レフやフルサイズミラーレス機にもぴったり。

検索

※コールマンライセンス製品の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。

個性的なラインナップです。
カラフルでスポーティーな
一眼レフケース

ミラーレス機や小型一眼レフを
やさしく包む

M グレー

エツミ

コールマン
カメラインナーバッグS
（店頭想定価格）￥2,500
CO-8735(873591)グレー
CO-8736(873690)グリーン

ブラック

●内寸/約110×190×100mm
●重量/約120g●中仕切/2枚付属

カーボンブラック

ネイビー
S グレー

メランジグレー

コールマン
カメラショルダーバッグSLR
（店頭想定価格）¥3,690
メランジブラウン
メランジブルー

●内寸/100×240×180㎜●重量/約240g●中仕切/2枚付属

根強い人気の
スタンダードカラー

●内寸/110×240×170㎜ ●重量/約320g
●中仕切/2 枚付属

メランジグレー

グリーン

コールマンネオプレーンカメラケースSLR

コールマン カメラインナーバッグM

（店頭想定価格）￥3,130
CO-8743(874390)グレー CO-8744(874499)グリーン

CO-8739(873997)カーボンブラック
CO-8740(874093)メランジグレー
CO-8741(874192)メランジブルー
CO-8742(874291)メランジブラウン

ネイビー

グリーン

S グリーン

L ブラック

コールマン カメラホルスター

（店頭想定価格）￥2,250
CO-8737(873799)ブラック CO-8738(873898)ネイビー

コールマン カメラホルスターL

（店頭想定価格）￥3,000
（店頭想定価格）￥3,630
CO-8729(872990)ブラック CO-8731(873195)グリーン CO-8732(873294)ブラック CO-8734(873492)グリーン
CO-8730(873096)ネイビー
CO-8733(873393)ネイビー

●内寸/約150×130×100mm

●内寸(最大)/約100×140×170㎜●重量/約230g
●ベルトループ幅/最大50㎜
●ショルダーベルト付属

ネイビー

●内寸(最大)/約100×150×230㎜●重量/約270g
●ベルトループ幅/最大50㎜
●ショルダーベルト付属

ブラック

コールマン
カメラショルダーバッグ
（店頭想定価格）¥3,505

ブラック

コールマン
カメラポーチセミハード
（店頭想定価格）￥1,750

CO-8713(871399)グリーン

ブラウン・
ブルーライン

ブラック

●内寸/約30×65×110㎜
●重量/約95g(カラビナ含む)
●ベルトループ幅/45㎜●カラビナ1個付属
ストライプ

ブラック
グリーン

コールマン
カメラポーチタイプ１
（店頭想定価格）¥1,840

CO-8724(872495)ブラック
CO-8725(872594)ネイビー
CO-8726(872693)グリーン

●内寸/約120×100×70‑90㎜
●重量/約50g

ミラーレス機または
小型一眼レフ+ダブルズームに最適

アウトドアを彩る
先進のカラーリングと
軽快な使い心地

ネイビー

ブラック

コールマン
カメラポーチタイプ2
（店頭想定価格）¥1,840

CO-8706(870699)ブラック
CO-8707(870798)ネイビー
CO-8708(870897)グリーン

CO-8709(870996)ブラック
CO-8710(871092)ネイビー
CO-8711(871191)グリーン

●内寸/約40×85×140㎜

●内寸/約40×80×145㎜

ストライプ

リーフ

リーフ
グリーン

リーフ

パープル・
ブルーライン

ブラウン・ブルーライン
パープル・ブルーライン

コールマン カメラショルダーバッグ
ブルーラインシリーズ
（店頭想定価格）￥3,690
●内寸/約90×160×140㎜●重量/約280g
●中仕切/1枚付属

コールマン カメラトートバッグ
ブルーラインシリーズ
パープル・
（店頭想定価格）￥4,150
ブルー
ライン
オレンジ・
ブルーライン

CO-8719(871993)パープル・ブルーライン
CO-8720(872099)ブラウン・ブルーライン

●内寸/約110×200×160㎜●重量/約350g
●中仕切/2枚付属

ブラック

コールマン
ネオプレーン ストラップII
（店頭想定価格）￥1,840

コールマン
ネオプレーン
ハンドストラップ
（店頭想定価格）￥1,380

ブラック

●全長/310mm●取付ベルト幅/7mm

グリーン

●本体幅/45㎜●取付ベルト幅/10㎜
●全長(調整範囲)/75 109㎝

CO-8509(850998)グリーン
CO-8511(851193)ストライプ
CO-8510(851094)リーフ

●サイズ/Φ60×190mm
●重量約/80g●シリコン製

ブラック

旅を楽しい思い出に。移動時もカメラをしっかりと護ります。

コールマン
ネオプレーンラップクロス
（店頭想定価格）¥1,600

CO-8518(851896)ブラック
CO-8519(851995)ネイビー
CO-8520(852091)グリーン

CO-8512(851292)ブラック
CO-8513(851391)リーフ
CO-8514(851490)ストライプ

CO-8515(851599)ブラック
CO-8516(851698)リーフ

ネイビー

コールマン エアーブロアー
（店頭想定価格）¥2,250

●サイズ/約400㎜角
ブラック

ネイビー/レッド

ボーダーグレー

グレー

撮影用品

撮影用品

ネイビー
ブラウン

チェキスクエアに
ジャストフィット
ボーダー
グレー

ネイビー/ブラウン

E-3438(343896)ネイビー/レッド
E-3439(343995)ネイビー/ブラウン
E-3525(352591)ボーダーネイビー
E-3526(352690)ボーダーグレー

ボーダーグレー

ヌーボー
ポーチ スクエア
¥5,500

●内寸/約50×120×130㎜
●重量/約160g
●ショルダーベルト付属
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ネイビー/スカイ

ネイビーレッド

ボーダーネイビー

E-3517(351792)ボーダーネイビー
E-3518(351891)ボーダーグレー

●内寸/約100×220×190㎜
●重量/約350g

ボーダーネイビー

ボーダー
ネイビー

（「2019写真・映像用品年鑑」P45）

ヌーボー ナタリー
¥2,700

E-3432(343292)ブラック
E-3433(343391)グレー
E-3434(343490)ネイビー/レッド
E-3435(343599)ネイビー/スカイ
E-3440(344091)ボーダーネイビー
E-3441(344190)ボーダーグレー
●内寸/約70×120×90㎜
●重量/約85g

ヌーボーナタリーM ￥4,300
E-3487(348792)ボーダーネイビー
E-3488(348891)ボーダーグレー
E-3489(348990)ネイビーレッド
E-3490(349096)ネイビーブラウン
E-3513(351396)ネイビー/スカイ
E-3514(351495)ブラック
E-3515(351594)グレー
E-3516(351693)ディープネイビー
●内寸/約80×180×90㎜
●重量/約110g●中仕切1枚付属

※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。
※サイズ表記は幅×横×高さ㎜の順です。 ※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。
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（「2019写真・映像用品年鑑」P45）

ディープ
ネイビー

ガードフィルム

ガードフィルム

ボーダーネイビー

ヌーボー モニカ M
¥8,700

※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。
※サイズ表記は幅×横×高さ㎜の順です。 ※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

ネイビー/スカイ

グレー

ボーダー
グレー

ストラップ

ストラップ

CO-8715(871597)オレンジ・ブルーライン
CO-8716(871696)パープル・ブルーライン

ネイビー/レッド

ネイビー

カメラケース

カメラケース

ミラーレス機+
ダブルレンズまたは
高倍率ズームに最適

コールマン
ネオプレーンカメラケース
（店頭想定価格）¥1,834

グリーン
ブラック

ハードケース

ハードケース

●内寸/約110×200×160㎜
●重量/約350g
●中仕切/2枚付属

ネイビー

CO-8700(870095)ブラック
CO-8702(870293)グリーン
CO-8701(870194)ネイビー

●内寸/約90×160×140㎜●重量/約280g
●中仕切/1枚付属

CO-8703(870392)ブラック
CO-8704(870491)ネイビー
CO-8705(870590)グリーン

ネイビー
グリーン

カメラバッグ

カメラバッグ

グリーン

コールマン
カメラトートバッグ
（店頭想定価格）¥3,791

