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。

軽くてシンプル。タウンシューティングや撮影旅行に。
ミラーレス・コンパクトビデオに最適。
たすき掛けもできる軽量ショルダー。

アジャスタブル
ポケット

T型フリー
パーティション

ファスナー の 開 閉
によりマチ幅が広
がるので、ペットボ
トルや折りたたみ
傘入れに便利。

ブラック

収納部

レイン カ バー を 標
準装備。前モデルで
多く寄 せら れて い
たご 要 望 に お 応 え
しました。

スマホや音楽プレー
ヤーなどイヤホンの
使用に便利。

中仕切を外せば
大口径レンズを
付けたまま収納可。

ブラック

ネイビー

ストリートにも
トレッキングにも

フィールドザックSLR ¥18,800

本体背面にも地図や敷物な
どを入れられるポケット付。

シュープリーム MS
¥5,700

ライトグレー

E-3501(350191)ブラック
E-3504(350498)ライトグレー

E-4215(421594)ブラック E-4216(421693)ネイビー
E-4217(421792)グレー

●内寸/120×
（上部）
250（下部）
300×380㎜
●中仕切/7枚●重量/約1270g●レインカバー付属

中仕切は左右対称型のT型
パーティション。
脚を反転さ
せるタイプのトラベル三脚
もすっきり収納できます。
付着した砂塵や泥などをよく
払い、三 脚 ケースやビニール
袋などで包んで収納してくだ
さい。

カメラバッグ

カメラバッグ

サイドメッシュポケット

リュックベルトな
ど体に触れる面は
すべて通気性が良
く蒸 れ にくい 3 D
メッシュで 、快 適
な背負い心地。

フラップ付
サイドポケット

ブラック

リアポケット

両 サイド のポケットはスマ
ホやペットボトルの収納に。

グレー

ベストセラーのフィールドザックがリニューアル。
ポケットや中仕切はより使いやすく。
背負いやすさはそのまま。

一眼レフを素早く取
り出せるようレンズ
を下向きに 収 納。両
側のスペースも有 効
に使えます。

ライトグレー

ミラーレス一 眼をぴったり
と収 納交換レンズやアクセ
サリーも自由なレイアウト
で収納できます。

検索

カメラバッグを知るエツミのノウハウはバッグのスタイルを選びません。多種多様なニーズに応えます。
エツミキャリアーやキャリータイプの
スーツケース等に取り付け可能です。

ブラック

エツミ

ネイビー

シュープリーム SLR ¥10,500

●内寸/(80‑100)×200×160㎜
●重量/約250g●中仕切/2枚
ブラック

※ブラック・ネイビーの内装色はレンガ色、ライトグレーの内装色はライトブルーです。

軽量・コンパクト！ 収納上手な賢いバッグ。

E-3505(350597)ブラック E-3508(350894)ライトグレー
E-3506(350696)ネイビー

●内寸/100×280×210㎜●重量/約530g●中仕切/3枚

機動力にこだわったメッセンジャースタイル！
デジタル一眼と交換レンズを素早く収納。

軽量・コンパクトで収納上手。
軽快で多機能なミニショルダー

ブラック

バッテリーグリップ付
一眼レフ用
ボディケース

ハードケース

ハードケース

カラフル＆カジュアル。機材を素早く取り出せるメッセンジャースタイル！

ショルダーベルトを取り外せば、
ウエストバッグとしても大活躍！

ネイビー

小型デジタル一眼をぴったり収納。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利なバッグ。

天蓋開口ジッパー
上蓋を開けずに素早く機材が取り
出せるクイックファスナー仕様。

ムーブ ショルダーM
￥6,100 E-3519(351990)ブラック

カメラケース

カメラケース

フロントフラップ
大 きく開くフロントフラップの 裏 地 には
ターポリン素材を使用し、
防水性をアップ。

E-3520(352096)ネイビー

●内寸/85×260×180㎜
●重量/480g●中仕切/2枚

T型フリー
パーテーション

ベリーMS ￥4,500

E-3531(353192)ブラック

●内寸/100×160×170㎜
●重量/250g●中仕切/1枚

アジャスタブル
サイドポケット

ブラック

ベリーSLR ¥7,200

E-3534(353499)ブラック
E-3535(353598)ロータスブルー
E-3536(353697)レッド
280
×210㎜
220
●重量/430g●中仕切/2枚
●内寸/100×

ネイビー

E-3469(346996)ブラック

●内寸/(約)80×220×140mm
●重量/(約)350g●中仕切/2枚
●ウエストベルト内蔵

ムーブ 4WAY スポーツ
￥4,600
E-3479(347993)グレー
E-3480(348099)ネイビー

●内寸/(約)80×220×140㎜
●重量/(約)350g●中仕切/2枚
●ウエストベルト内蔵

グレー

ムーブ シューティングポーチ
￥2,600
E-3496(349690)ブラック

●内寸/(約)80×170×190mm●重量/(約)215g
●中仕切/1枚●背面/ベルトループ付
※ウエストベルトはありません

撮影に不可欠な 素早い取り出し ・ スピーディな移動 ・ 高い収納力 に徹底的にこだわったプロ仕様。
カメラとスマホをまとめて収納。
多機能マルチポーチ

エツミ 背負いベルト3
（E-6689）が使用できます。

アペックスシューティングポーチA
¥2,900 E-6916(691690)ブラック

デジタル一眼＋
ノートPCで
素早く編集、
送信。

E-6917(691799)ネイビー
E-6918(691898)レッド
E-6919(691997)グレー

ブラック

※ブラックの内装色はオレンジ、メランジグレー・アースグレーの内装色はグレーです。

ディースペックSLR ¥11,700

ロータスブルー

E-3551(355196)ブラック E-3553(355394)メランジグレー
E-3552(355295)アースグレー

レッド

●内寸/100×280×200㎜●重量/690g●中仕切/3枚

※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。

レッド

アペックスシューティングポーチB
¥2,900 E-6920(692093)ブラック
E-6921(692192)ネイビー
E-6922(692291)レッド
E-6923(692390)グレー

アペックス
シューティングプロ4D
￥31,000 E-3470(347092)

●カメラ収納部内寸/
80×
（上部）
40（下部）
30×130㎜
●スマホ収納部内寸/80×10×155㎜
●重量：(約)110g
●ベルトループ幅：縦約70㎜ 横約80㎜
●iPhone XR 収納可●カラビナ付属

●内寸･約210×430×260㎜
●重量:2.3㎏●中仕切22枚
●色/ブラック

※レッド・ブラックの内装色はオレンジ、ロータスブルーの内装色はライトブルーです。
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※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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グレー

ネイビー

ガードフィルム

ガードフィルム

●カメラ収納部内寸/80×45×160㎜
●スマホ収納部内寸/80×10×160㎜
●重量/(約)120g
●ベルトループ幅/縦約70㎜ 横約80㎜
●iPhone XS Max 収納可●カラビナ付属

メランジグレー

ブラック

撮影用品

撮影用品

ファス ナ ー の 開 閉 に に よ
り、マチ 幅 の 調 節が 可能。
広げれば 収 納 力アップし、
ペットボトルや折りたたみ
傘も入ります。

ムーブ 4WAY S
￥4,600

ストラップ

ストラップ

レンズ付きデジタル一眼を下
向きに収 納でき、素 早い出し
入れが可能。両サイドのスペー
スには、交 換レンズやストロ
ボを自由なレイアウトで。

