ACCESSORIES スタジオ用品・プロ機材
PC規格のシンクロコード
PCコード

カメラのX接点から
ホットシューが使える

●長さ31㎝●両端オス/オス仕様

¥1,300 E-519(519154)

¥700 E-502(502958)

ホットシュー（コード付）
●コード長（約）26㎝
●マニュアル発光専用

PCコード1.5m

¥1,800 E-6368(636899)

●長さ1.5m●両端オス/オス仕様

底面：三脚ネジ穴付き

カメラのホットシューからシンクロコードが
使えるアダプター
（マニュアル発光専用） E-6783

ホットシューSC2

￥1,200 E-6783(678394)

E-6785

※マニュアル発光専用
※高シンクロ電圧のストロボへの
対応についてはご使用になる
カメラをお確かめください。
ソニーマルチインターフェース
シューにも装着可

二又式増灯コード

ストロボの増灯をコードレスで
（マニュアル発光専用）

スレーブユニット（ホットシュー付）

使用例

¥1,500 E-513(513152)

¥3,700 E-528(528156)

●48㎝ストレートコード
●2灯用
●両端オス×1/メス×2

●三脚ネジ穴付●重量25g
ホットシュー付

カメラバッグ

シンクロ
電圧が同じ
ストロボのみ対応

延長用につき
カメラとストロボの直結不可

ストロボ1灯にカメラ2台
¥1,500 E-517(517150)
●長さ47㎝
●両端メス×1/オス×2

ストロボを3灯に増灯

増灯シンクロコード 3m
￥2,700 E-6624(662492)
●3mストレートコード
●両端オス×1/メス×3

ライカ用X接点アダプター

カイザーライカM2/M3用
フラッシュアダプター
¥1,300

KS-1313(4001072013130)

スタンダードな折りたたみ式のレフ板

バックグラウンド
サポートセット

¥33,000 E-6743(674396)

クリップオンストロボで
アンブレラライティングを

ミドル
バックグラウンドセット

アンブレラアダプター
¥4,500 E-6746(674693)
●全高105㎜●重量180g
●使用できるアンブレラ
軸径φ8㎜以下
●底部φ16㎜ダボ受仕様
●三脚ネジ穴
アダプター付属
φ17㎜メスダボ仕様の
スタンドでご使用の際は
スピゴットアダプターが
必要です

コンパクト
スタンド1700

ライトスタンドM
¥5,600
E-2037

軽量・スリムでも
最大高205㎝

●3段
●縮長72㎝/
伸長205㎝
●950g
●ケース付

ハマ アクセサリーシューDX

折りたたむとコンパクト。
サイズと強度との絶妙なバランス

エアクッション付の
スタンダードタイプ

コンパクトスタンド1700

ライトスタンド2800

●段数4段●縮長54㎝●伸長190㎝
●重量約1.3㎏
●Φ16㎜オスダボ仕様
●先端部1/4″ネジ付

●段数4段●縮長84㎝
●伸長280㎝●重量1.8㎏
●先端Φ17㎜メスダボ仕様
●エアクッション付

●高さ12㎜●三脚ネジ穴付

アクセサリーシューⅡ

ボールヘッドシューM

●直径Φ30㎜●高さ12㎜●重量13g

●高さ76㎜●最大径30㎜
●重量約100g

¥1,100 E-6617(661792)

使用例

¥2,300 E-6807(680793)

1/4インチ-1/4インチ
スクリューシルバー
オープン価格
E-6937(693793)
●直径約16㎜
●重量約9g

1/4インチ-3/8インチ
スクリューシルバー

モデル撮影もアシスタントなしでOK!

軽量モノブロック・
クリップオンストロボに

1段/¥2,500 E-6137(613791)
●長さ/31㎝
2段/¥8,500 E-6138(613890)
●長さ/52 90.5㎝
3段/¥13,000 E-6139(613999)
●長さ/55 132.5㎝

ライトスタンド用ダボネジ
¥1,200 E-2040(204098)

●全長約56㎜
●本体Φ17㎜
オスダボ仕様
●最大径30㎜
●重量92g
●1/4″
・3/8″
オスネジ付

2段/3段 取付部

E-6139

底部のシュー脚は
着脱可

¥2,500 E-6616(661693)
●直径Φ30㎜●高さ56㎜
●重量80g●三脚ネジ穴付

使用例

ツーウェイクリップ
¥4,300

E-191(191152)
●カメラ・
ストロボ兼用
カメラに

使用例

よりコンパクト。
アクセサリーシューに
取付できる自由雲台

ボールヘッドシューDX
¥2,900 E-6615(661594)

※屋外では、風による転倒の恐れがあ
りますので、設置しないでください。

マイクや小型モニターの取付けに!

ネジ付シュー

ネジ付シューC

●プレート直径Φ29㎜
●高さ18㎜（ネジ山除く）●重量15g

●高さ30㎜●最大径27㎜
●重量約20g

¥1,500 E-6283(628399)

¥1,000 E-6805(680595)

クリップオンストロボで多彩なライティングを

アンブレラブーム

ボールヘッドと
シューが一体に
※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。

●全長68㎜●最大径19㎜
●重量70g
●1/4″･3/8″オスネジ付

●全長71㎜●最大径20㎜
●重量105g
※国内メーカー製
ライトスタンド等に
海外製ストロボ等
を取付

¥1,200 E-6745(674594)

¥1,800 E-6768(676895)

（「2020写真・映像用品年鑑」P46）

スピゴットアダプター メスメス
¥2,500 E-6769(676994)

●全長78㎜●外径（本体のみ）
28㎜
●重量110g●両端部Φ16㎜ダボ受/
Φ17㎜ダボ受仕様

使用例

E-6805

アジャスタブルアームS
¥6,600 E-6747(674792)

●全長160㎜●重量215g
●先端部1/4″三脚オスネジ
●取付部1/4″三脚ネジ穴又は
アクセサリーシュー

アジャスタブルアームL
¥8,600 E-6748(674891)

使用例

E-6748
E-6747

●全長270㎜●重量270g
●先端部1/4″三脚オスネジ
●取付部1/4″三脚ネジ穴又は
アクセサリーシュー

クイックアームS

クイックパイプクランプS

●全長87㎜●カメラプレート径25㎜
●重量65g●耐荷重(静止状態)1㎏
※使用状況に依存
●三脚ネジ
両端部
1/4"三脚用
オスネジ付

●パイプ固定幅Φ13~25㎜
●耐荷重350g
●サイズ65×112×42㎜
●カメラプレート径25㎜
(Gopro用アダプター・
突起部含む)
●三脚ネジ1/4"三脚用
オスネジ●総重量(約)130g
●Gopro用アダプター付属

使用例

大型ノブで
ガッチリ固定

パイプクランプS

パイプクランプM

●パイプ固定幅Φ13~25㎜
●耐荷重350g●サイズ60 50×17㎜
●重量64g●三脚ネジ1/4"・3/8"
三脚用ネジ穴 各1箇所

●パイプ固定幅Φ10~30㎜●耐荷重1㎏
●サイズ83×61×20㎜(突起部含む)
●重量130g●三脚ネジ1/4"・3/8"
三脚用ネジ穴 各1箇所

￥4,000 E-6909(690990)

￥5,200 E-6910(691096)

※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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E-6747 S

E-6748 L 使用例

裏
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海外製ライトスタンド等に
国産ストロボを取付

角度は自在。ライト・モニター・小型カメラなど多彩に使える延長アーム

E-6772(677298)
●全長510㎜
●全幅195㎜●重量350g
●使用できる
アンブレラ軸径Φ8㎜以下
●取付部
Φ16㎜ダボ受仕様
●三脚ネジ穴
アダプター
付属

￥2,500 E-6908(690891)

表

CCD
カメラにも

スピゴットアダプターL

アクションカムや小型ライトの取付に

●高さ52㎜●雲台径28㎜●重量60g
E-6283

スピゴットアダプターS

（「2020写真・映像用品年鑑」P46）

￥3,600 E-6911(691195)

ガードフィルム

ガードフィルム

シュー付ボールヘッドⅡ

どこにでも挟める
クリップ式厚さ50㎜までOK!

Φ17㎜メスダボをΦ16㎜オスダボに変換

撮影用品

撮影用品

E-6138

E-6137

コメット・プロペット・
サンスター等国内メーカーの
ストロボを直接装着可

オープン価格
E-6938(693892)
●直径約16㎜
●重量約10g

レフ板ホルダー1段/2段/3段

表

ワイヤレスストロボで
自由度の高いライティングを

¥12,000 E-6741(674198)

¥8,700 E-6742(674297)

1/4インチ専用
固定ネジ
※モノブロックストロボ・
ストロボヘッドの
装着には適していません。

¥7,000

裏

ストロボヘッド・
モノブロック等
あらゆる照明に

ストラップ

ストラップ

¥2,300 6959(4007249069597)

E-6743 バックグラウンドサポートセット
収納時/全長122㎝ 総重量
（約）
5.3㎏

E-6906 ミドルバックグラウンドセット
収納時/全長100㎝ 総重量
（約）
4.4㎏

使いやすさで大人気！

Lサイズ/¥5,500
E-6518(651892)
●直径78㎝●ケース付属

シンクロ電圧が
異なるストロボにも対応
（電圧調整回路付）

アクセサリーシューにも
小型三脚にも使える自由雲台

スタンド：●段数4段●縮長68.5㎝
●伸長220㎝●重量（単体）約1.53㎏
●エアクッション付
背景紙サポート：
●段数3段●縮長90.5㎝
●ロール紙幅 最大1.8mまで
●ロール紙・紙管 内径2インチ以上
共通：●キャリングバッグ付属
●総重量約4.4㎏

（内側）
E-6906
ミドルバックグラウンドセット
最大幅：約1.9m 最大高：約2.2ｍ
マネキン身長：170㎝

キャッチライト2

ホワイト/シルバーの
リバーシブル

三脚に取り付けられる
アクセサリーシュー

¥26,000 E-6906(690693)

ライト
スタンド
2800

アンブレラ
アダプター

ロール紙は別売

（外側）
E-6743 バックグラウンドサポート
最大幅：約2.9m 最大高：約2.8ｍ

カメラケース

カメラケース

ストロボを三脚に

スタンド：●段数4段●縮長83㎝
●伸長280㎝●重量（単体）約1.8㎏
●エアクッション付
背景紙サポート：●段数3段●縮長125㎝
●ロール紙幅 最大2.9mまで
●ロール紙・紙管 内径2インチ以上
共通：●キャリングバッグ付属
●総重量約5.3㎏

ブーム
スタンド
セット

様々なアクセサリーのアダプターとして ライトスタンドに三脚ネジを
1つの被写体を
異なるカメラで
撮影する時に便利。

事務所や倉庫・ガレージが
本格スタジオに早変わり

ブーム不使用時は
大型スタンドに

(203794)

検索

ハードケース

ハードケース

ツインカメラコード

※高シンクロ電圧のストロボへの対応はご使用になるカメラを
事前にお確かめください。
※ソニー/コニカミノルタオートロックアクセサリーシューなど
独自形状のシューには使用不可

エツミ

カメラバッグ

※プレ 発 光に
は非対応。
※ 高シンクロ
電 圧 のスト
ロボには 非
対応。
※ストロボ側の回路との相性により
発光しない場合があります。

延長シンクロ
コード

ブームスタンドセット

バックグラウンドサポートセット

スタンド：●段数/2段
●伸長（ブーム使用時）
192㎝
（ブーム不使用時）
370㎝
ブーム：●段数2段●縮長114㎝
●伸長210㎝
●先端Φ17㎜メスダボ仕様
●収納時縮長115㎝
●ウエイト用バッグ付属
●総重量約3.5㎏（ウエイト除く）

●シンクロ接点
（PCタイプ）
・
ホットシュー兼用

E-6784

より多彩で柔軟なライティングを実現
¥29,000 E-6744(674495)

¥2,500 E-6224(622496)

●シンクロ接点（PCタイプ）のみ
※製品上のアクセサリーシューに
接点はありません。
ホットシューアダプター2WAY
￥2,500 E-6784(678493)
●シンクロ接点（PCタイプ）
・
ホットシュー兼用
ホットシューアダプターDX
￥3,000 E-6785(678592)
●シンクロ接点
（PCタイプ／3.5㎜ジャック）
・
ホットシュー取付足に
ロックネジ付

延長用シンクロコード（オス/メス） ストロボを2灯に増灯
1.5m/ ¥1,000 E-6621 (662195)
2.7m/ ¥1,300 E-6622(662294)
4.5m/ ¥1,400 E-6623(662393)
●両端オス/メス仕様

カメラのホットシューから
シンクロコードが使える

ホットシューアダプター

使用例

延長シンクロコード

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。

