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

クリーニング・メンテナンス用品
このクラス一番のパワー
¥900 E-5250(525094)ブラック

E-5251(525193)グレー
E-5252(525292)グリーン
E-5253(525391)レッド
E-5254(525490)ブルー
E-5255(525599)イエロー グリーン
●135×φ55㎜●天然ゴム製
グレー

ブルー

ワンショット
ブロアーM ブルー

Mサイズ /¥2,500
E-5287(528798)ブラック
E-5288(528897)レッド
E-5289(528996)イエロー
●170×φ55㎜●シリコン製

キューティー
ブロアー レッド

Lサイズ /¥2,800
E-5290(529092)ブラック
E-5291(529191)レッド
E-5292(529290)イエロー
●190×φ60㎜●シリコン製
Mサイズ

イエロー

¥650 E-5285(528590)ブラック
E-5286(528699)ブルー
●約Φ44×105㎜●シリコン製

ロングショットブロアー
ブラック

ジェットブロアーⅡ
グレー

レッド

ウルトラジャイアントブロアー ネオ

ウルトラ
ジャイアント
ブロアー ネオ
イエロー

ウルトラジャイアント
ブロアー ネオ レッド

ブラック

シリコンノズルでキズを
付けない安心設計
ワンショットブロアーS

耐久性抜群！プロ仕様の強力ブロアー

最新のモデルから、数十年のロングセラーまで
全てが揃うエツミのブロアー

ジェットブロアーⅡ

S ブラック

¥800 E-5283(528392)ブラック

狙った位置の直上から
ダイレクト噴射！
ペンギンノズル搭載
ブロアー
ブラシⅡ
S ブラック

¥900 E-5206(520693)ブラック

ブロアー
ブラシⅡ
L グレー

ブロアー
ブラシⅡ
M ブラック

E-5207(520792)ブルー
E-5208(520891)レッド
E-5243(524394)ホワイト
●125×Φ54㎜●シリコン製

ブラシが汚れないキャップ付
ブロアーブラシⅡ

ブルー
S 使用例

M 使用例

L 使用例

ハードケース

ホワイト

ダブルの逆流防止弁とエアーフィルター付。理想的なプロ用ブロアー カメラのメンテナンスはこれだけあれば安心！必要な製品をパックにしたお得なセット
￥3,950

JJC-CL-DF1BK

(6950291511843)ブラック

カメラ
クリーニングセット
プレミアム ショート

￥1,400

JJC-CL-DF1BL

E-5279(527999)
●セット内容/
ブロアー、
クリーニングクロス、
クリーナー液、
レンズペーパー、
綿棒

(6950291511881)ブルー

JJC-CL-DF1YL

(6950291511874)イエロー

E-5279

(4975981819766)

交換用エアー
フィルター単品
ブルー

イエロー

滑らかで柔らかな
触感の本体

手になじむボリューム感、
機材の保護にも
ミクロディアFSYクロス

マイクロファイバー

Ｍ/¥1,800
E-5003(500398)
●290×290㎜
Ｌ/¥2,900
E-5004(500497)
●420×420㎜

S/¥500 E-5123(512391)グレー

E-5124(512490)ピンク
E-5125(512599)イエロー
E-5126(512698)グリーン
E-5127(512797)ライトブルー
●200×200㎜
M/¥800 E-5128(512896)グレー
E-5129(512995)ピンク
E-5130(513091)イエロー
E-5131(513190)グリーン
E-5132(513299)ライトブルー
●300×300㎜

機材を包みやすい
袋状のコーナー部

レンズや機材のホコリを払い落とす

防カビ・防湿用強力乾燥剤の定番カラット

レンズブラシ（中）

ドデカラット

スライド式
レンズブラシ（中）

上質な山羊の
毛を使用

レンズリップスティックブラシ

E-5280(528095)
●セット内容/
ブロアー（ショートノズル）、
クリーニングクロス、
クリーナー液、
レンズペーパー、
綿棒

レンズブラシ
（中）使用例

レンズリップ
スティックブラシ

ロングセラーのクリーニング基本セット

エコのパワーで強力噴射

デジタルクリーニングセット4

ハイパークリーンエコ380 アンティックボディメンテナンスオイル

¥1,400 E-5143(514395)

¥1,800

撮影用品

E-5205(520594)
●主成分:DME
（ジメチルエーテル）
100%
●容量:380㎖

普段使いに最適クリーニングの定番品 アルカリ剤無添加。機材に優しい中性タイプ

クリーンクロス プラス

レンズクリーニングペーパー

レンズクリーナーⅡ

●24㎖入●クリーニング
ペーパー20枚付
●ガラスレンズ専用

50/E-5277
※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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主成分：
精製水・エタノール・
界面活性剤・防腐剤

（「2019写真・映像用品年鑑」P47）

●1袋30ｇ×4個入
●主成分/酸化カルシウム（CaO）

E-5033
E-5084

カラット3袋入

¥1,200 E-5084(508493)
●１袋30g×4個入×
3セット（全12袋入）
●主成分/
酸化カルシウム（CaO）

カラット

湿気を
吸着すると
ブルーの粒が
レッドに
変わる

E-5143

使いやすいブロアと柔らかな
ブラシをワンパックに。

美クリーンセット

¥2,500 E-5209(520990)
ブロアー●125×Φ54㎜
●シリコン製
ブラシ●全長約160㎜
クロス●145×170㎜

デジカメ スマホ あらゆる家電の接点にナノコーティング！

デジタル一眼のローパスフィルターに付いたゴミを素早くキャッチ!

ナノカーボンペン ¥900 E-5122(512292)
塗布後

¥700 E-5260(526091)

●クロス付●レンズには使用不可
●20㎖入り

カラット

¥400 E-5033(503399)

ローパスフィルタークリーニングダブル

●長さ55㎜●キャップ付

¥5,429 E-1675(167591)

接点に塗るだけで
本来のポテンシャル
を引き出す

●スクエア、
スポット2本セット
●ケース付

電流

50/￥180 E-5277(527791)
●(約)130×75㎜●50枚入
100/￥250
E-5278(527890)
●(約)130×75㎜
●100枚入

¥550 E-6056(605697)

スクエアチップ

金属表面の凹凸を
ナノサイズの粒子で
埋め「点接点」を
レンズマウント部の接点、バッテリー、
「面接点」にし、
縦位置クリップの接点、ホットシュー、
導通ロスを
ストロボ側の接点、メディアカードの接点に。
極限にまで抑えます。
起動・操作時間のレスポンスUP!
※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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スポットチップ

（「2019写真・映像用品年鑑」P47）

押さえウレタン

※本製品の使用により、ローパスフィルターのキズや破
損、カメラの故障などのトラブルが発生した場合、またト
ラブルによって生じた間接的な損失や損害などについ
て、エツミは一切の責任を負いません。お客様自身の責
任においてご使用ください。

クリーニングマット

軽くタッチ
するように
ゴミを取る。

クリーニング
マットに
ゴミを移す。

ガードフィルム

信頼の日本製。
工業用ワイパーを使用

新品のようなツヤが蘇る

「グリーン購入法」
適合商品
フロンガス一切不使用！

塗布前

ガードフィルム

クリア

ドデ
カラット

撮影用品

●セット内容/ブロアー
クリーニングクロス、クリーナー液
レンズペーパー、綿棒
E-5143
セット内容

ブルー

●70×100㎜●30g×7個入
●主成分/シリカゲル

●大容量パック50g×4袋
●主成分/酸化カルシウム（CaO）
大容量のどでかい乾燥剤

スケルトンクリーニングセット

エアフィルターで
ホコリの侵入
シャットアウト

プレミアムカラット

¥1,300 E-5121(512193)

●長さ90㎜
●携帯時75㎜
●キャップ付

アクセサリー入れにもなる防水ケース付
E-5020(502095)ブルー E-5086(508691)クリア
●セット内容/ブロアーブラシ、
クリーナー液、
レンズペーパー、
綿棒

取り替えサイン付のカラット
E-5222

￥650 E-5222(522291)

¥800 E-146(146152)

E-5280

¥1,500

ネーム入れ
承ります

（1000枚より）

ストラップ

ストラップ

●215×Φ60㎜
●交換用エアー
フィルター3枚/
フィルター収納部用
オープナー付属
●シリコン製
JJC-CL-DF1AF

●40枚入●8×15㎝
●材質:アクリル＋ポリエステル

セーム革

S/￥500 E-5274(527494)
●天然鹿革●約10×10㎝
M/￥980 E-5275(527593)
L/E-5276
●天然鹿革●約15×15㎝
L/￥2,900 E-5276(527692)
●天然鹿革●約1000㎠相当
※天然物につき､
M/E-5275
個体ごとに形状が異なり、
同一形状のものはありません。

超極細繊維で指紋・脂汚れもスッキリ!!

●長さ125㎜●携帯時90㎜

￥1,400

（1000枚より）

昔ながらのしなやかな本鹿皮を使用

E-5218(521898)ピンク
E-5219(521997)ライトブルー
E-5220(522093)クリーム
E-5221(522192)ネイビー
●300×300㎜

¥1,200 E-147(147159)

ネーム入れ
承ります

耐久帯電防止加工 エピクロス®E
（ユニチカ トレーディング（株）製）

カメラケース

カメラケース

カメラ
クリーニングセット
プレミアム

ダストフリーエアーブロアー

¥500 E-5259(525995)

静電気をシャットアウト。
ミクロの汚れも見逃さない！

LL/ ¥2,900
E-5239(523991)ベージュ E-5241(524196)グリーン
E-5240(524097)ブルー
E-5242(524295)レッド
●370×450㎜

ハードケース

Ｓ/ ¥650 E-5244(524493)ブラック
E-5245(524592)グレー
Ｍ/ ¥800 E-5246(524691)ブラック
E-5247(524790)グレー
Ｌ/ ¥900 E-5248(524899)ブラック
E-5249(524998)グレー
●スライド式キャップ付●天然ゴム製

ブラック

L/ ¥2,500
E-5235(523595)ベージュ
E-5236(523694)ブルー
E-5237(523793)グリーン
E-5238(523892)レッド
●350×370㎜

カメラバッグ

カメラバッグ

キューティーブロアー

ブルー

S/ ¥1,400
E-5227(522796)ベージュ
E-5228(522895)ブルー
E-5229(522994)グリーン
E-5230(523090)レッド
●200×220㎜

シリコンクロス

大/¥500 E-127(127151)
●35×45㎝
特大/¥800 E-128(128158)
●45×70㎝

M/¥1,000 E-5217(521799)グレー

E-5284(528491)ブルー
●約Φ52×122㎜●シリコン製

E-5282(528293)ブルー
●約Φ52×142㎜●シリコン製

M/ ¥2,000
E-5231(523199)ベージュ
E-5232(523298)ブルー
E-5233(523397)グリーン
E-5234(523496)レッド
●280×300㎜

S/¥700 E-5212(521294)グレー
E-5213(521393)ピンク
E-5214(521492)ライトブルー
E-5215(521591)クリーム
E-5216(521690)ネイビー
●200×200㎜

ワンショットブロアーM

¥580 E-5281(528194)ブラック

SS/ ¥1,000
E-5223(522390)ベージュ
E-5224(522499)ブルー
E-5225(522598)グリーン
E-5226(522697)レッド
●150×170㎜

マイクロファイバースエード

Lサイズ

ロングショットブロアー

金属製カメラのお手入れに

信頼の純日本製

ミクロディア エピクロス

脂汚れスッキリ。
超極細繊維の手触りが柔らかなハイグレードクロス。

ワンショット
ブロアーS ブルー

M ブラック

世界のプロカメラマンが認めたハイテククロス

