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。

使い勝手に優れるフラップタイプ

小型・軽量・収納上手
旅にもアウトドアにも
大活躍

グレー/ブラック

グリーン/カーキ

検索

レンズをはじめ大切な機材の収納に最適！
自由にレイアウトできる中仕切でさらにしっかり保護できます。

保護力と取り回し。その名の通り、機材を護る盾（バックラー）になります。
軽快でカジュアルな装い、
タウンユースカメラバッグ

エツミ

ブラック
ブラック

オレンジ/ブラウン

ブラック
グレー

レッド

ミラーレス一眼・
小型一眼レフに

E-3543(354397)レッド/ネイビー E-3545(354595)グリーン/カーキ
E-3544(354496)グレー/ブラック E-3546(354694)オレンジ/ブラウン

バックラー
ウエストショルダー M
￥7,600

ブラック

●内寸/110×200×160㎜●重量/約390g●中仕切/1枚

大型ポーチ感覚で使えるファッショナブルな
ミニカメラバッグ

オレンジ

オレンジ

オレンジ

インナーボックス フラップＡ
￥2,350

インナーボックス フラップB
￥2,450

●内寸/約90×200×110㎜●重量/約95g
●外寸/約110×220×130㎜●中仕切/1枚

●内寸/約100×240×140㎜●重量/約140g E-6710(671098)オレンジ
●内寸/約100×200×180㎜●重量/約140g ●外寸/約120×260×160㎜●中仕切/2枚 ●内寸/約130×240×180㎜●重量/約180g
●外寸/約150×260×200㎜●中仕切/2枚
●外寸/約120×220×200㎜●中仕切/2枚

E-6703(670398)ブラック
E-6704(670497)オレンジ

背面にはアクティブなシーンに
対応できるウエストベルトを内蔵

レッド/ネイビー

バックラーロールバッグ ￥7,500

大 きく開 口し、出し
入 れし や す い 大 型
フロントポケット

ブルー

E-6705(670596)ブラック
E-6706(670695)オレンジ

インナーボックス フラップC
￥2,650

インナーボックス フラップD
￥2,900
E-6709(670992)ブラック

E-6707(670794)ブラック

中身がはみ出しにくい巾着タイプ

E-3521(352195)ブラック E-3523(352393)レッド
E-3522(352294)ブルー
E-3547(354793)グレー
●内寸：
（約）
90×280×150㎜
●重量：
（約）
420g
●中仕切:2枚

ブルー

オレンジ
レッド

オレンジ

オレンジ

ブラック

モジュールクッションボックスA
¥2,600

モジュールクッションボックスD
¥3,000

●内寸/約80×260×160㎜●外寸/約100×280×190㎜
●重量/約240g●中仕切/3枚

●内寸/約100×190×170㎜
●重量/約160g●中仕切/2枚

●内寸/約95×245×165㎜
●重量/約200g●中仕切/2枚

E-6159(615993)ブラック

E-6288(628894)ブラック E-6289(628993)オレンジ

グレー

E-3499(349997)ブラック E-3549(354991)オレンジ
E-3500(350092)カーキ E-3550(355097)レッド
E-3548(354892)ブルー

定番の保護力に優れたクッションボックスです。フタ付きのもの、長尺のもの、
伸び縮みするものなど、さまざまなタイプが揃っています。

●内寸/80×150×140㎜●重量/約230g●中仕切１枚付属

拡げて、
縮めて、
収納量に対応。
拡張時にはカメラ本体もOK!

E-728使用例

バックラー 3WAYトート
￥25,300

●内寸/130×240×180㎜●重量/170g
●中仕切/2枚●色/ブラック

ストラップ

バックラー DZポーチ ￥5,700

ネイビー

E-3529(352997)迷彩ブラック E-3530(353093)迷彩ブルー
●内寸：90×220×110㎜●重量
（約）
：170g●中仕切：1枚

ビジネスバッグや
メッセンジャーバッグに
フィットするロングタイプ

●外袋内寸：210×420×320㎜
●インナーボックス内寸：160×370×250㎜
●重量
（約）
：2.35㎏●中仕切：4枚
●ショルダーベルト付属
フレキシブルS

各種メディアカードをしっかり保管

SDメモリーカードを
スッキリ収めるクリアタイプのケース

スライディング
メディアケース
￥1,200 E-6902(690297)

SDカードホルダー 12
SDカード12枚用 ¥1,100

メディアカードをガッチリ保護。XQD対応

メディアケースプロ ¥2,700

XQDカード3枚+CFカード2枚用
JJC-MCXQDCF5
(6950291560025)ブラック

SDカード8枚用JJC-MCSD8
(6950291516688)ブラック

●外寸/80×125×28㎜

ブルー

クッションボックス
フレキシブルM
¥1,800 E-6122(612299)

●内寸/(80 140)×250×190㎜
●重量/175g●中仕切/4枚
●色/ブラック

クレジットカードサイズのウルトラスリムカードケース

メディアホルダー ¥1,100

SDカード4枚用
JJC-SD4RD(6950291560070)レッド
JJC-SD4BK(6950291560049)ブラック
●外寸/57×85×5mm

SDカード2枚+マイクロSD4枚用
JJC-SDMSD6RD(6950291560087)レッド
JJC-SDMSD6BK(6950291560056)ブラック
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JJC‑SDMSD6BK
ブラック

●内寸/80×270×180㎜●重量/140g
●中仕切/2枚●色/ブラック

E-6123使用例
E-746使用例

JJC‑SD4BK
ブラック
JJC‑SDMSD6RD
レッド
JJC‑SD4RD
レッド

クッションボックスロング
¥1,300 E-727(727146)

●内寸/100×330×200㎜●重量/220g
●中仕切/3枚●色/ブラック

●内寸/(80 130)×240×100㎜
●重量/110g●中仕切/4枚
●色/ブラック

●SDメモリーカード12枚
またはSDメモリーカード10枚
＋マイクロSD2枚収納

●外寸/54×85×5㎜
※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。

グレー

フレキシブルL

E-727使用例

ノーマル時

E-6152使用例

自由に開閉できる
ベルクロ付フラップが
ホコリ・雨の侵入を防ぎます。

拡張時

クッションボックス
フレキシブルL
¥1,950 E-6123(612398)
●内寸/(100 170)
×330×220㎜
●重量/250g
●中仕切/4枚
●色/ブラック

※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。

クッションボックス
フラップ付A
¥1,800 E-6151(615191)
E-6151使用例
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●内寸/120×150×140㎜
●重量/100g
●中仕切/1枚
●色/ブラック

（「2020写真・映像用品年鑑」P40）

クッションボックスフラップ付B
¥2,000 E-6152(615290)
●内寸/150×240×140㎜●重量/220g
●中仕切/4枚●色/ブラック

ガードフィルム

ガードフィルム

●外寸/33×105×18㎜
●重量/約32g●SDカード5枚+
マイクロSDカード2枚収納

E-5264(526497)グレー
E-5265(526596)ブルー

クッションボックス
フレキシブルS
¥1,600 E-6128(612893)

クッションボックスロング2
¥1,200 E-746(746147)

撮影用品

撮影用品

十徳ナイフのように引き出す
3段式メディアケース

フレキシブルM

ストラップ

E-3537(353796)ブラック
E-3538(353895)グレー
E-3539(353994)ネイビー

迷彩ブラック
迷彩ブルー

スポーツバッグや
リュックサックに
便利な
スクエアタイプ

クッションボックススクエア
¥1,300 E-728(728143)

ブラック

カメラケース

カメラケース

ミラーレスカメラをダブルレンズで
ぴったり収納。

ハードケース

ハードケース

インナーボックス フラップE
￥2,900

E-6876(687693)ブラック E-6877(687792)オレンジ

ブラック
カーキ

バックラー ミラーレスバッグ ￥4,300

インナーボックス
フラップシリーズは
全モデル内部に
メディア用ポケット付

カメラバッグ

カメラバッグ

ショルダー・
大型ハンドル・背負い、
機動性溢れる3WAY
大容量カメラトート

