※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

ACCESSORIES 照明・ストロボ用アクセサリー
オフィスでも机上でも一瞬でプロスタジオに！
■誰でもキレイに撮れる！
ドームスタジオ ネオ

▼Mサイズ

（ドームスタジオライティングセットネオM）

セッティング例

▼Sサイズ セッティング例

C3 /E-6534(653490)
C1 /E-6535(653599)
N1 /E-6536(653698)
N3 /E-6537(653797)
O2 /E-6539(653995)
PS1/E-6540(654091)

各サイズの比較
S/ ¥3,300
E-6822(682292)
●本体サイズ:
W350×H330×D350㎜
●被写体サイズ(最大):
10㎝程度の立方体
M/ ¥5,500
E-6823(682391)
●本体サイズ：
W550×H500×D550㎜
●被写体サイズ（最大):
20㎝程度の立方体
L/ ¥7,500
E-6824(682490)
●本体サイズ：
W820×H760×D820mm
●被写体サイズ(最大):
瞬間
30㎝程度の立方体
セッティング
●付属品（全サイズ共通）
：
ケース･専用バックスクリーン
(ホワイト/グレーのリバーシブル）
●特許 第3938182号

▼Sサイズ+
（ドームスタジオライティングセットネオM）
家庭用卓上LEDスタンドで撮影
で撮影

▼Mサイズ

▶タイプ別対応表（電子リモートスイッチ2･リモートスイッチ･タイマーリモートスイッチ各種共通）
▼カメラの内蔵ストロボで撮影

▼カメラの内蔵ストロボで撮影

ドームスタジオ
用バックスクリーン

使用例

お手持ちの簡易スタジオに

ポータブルスタジオL/LⅡ/DX用のスペア蛍光管 入手が容易な単3電池使用
スリム蛍光管照明器具

￥13,000

LEDライトセットブラケット付

ポータブルスタジオL/DX用 ¥7,524 E-1803(180392)
●消費電力14W 20型 昼光色●本体サイズ：572×22×43㎜
●重量：245g
（蛍光管含む）
●ACコード長：
150㎝
ポータブル
スタジオDX用
2本セット

E-6729(672996)
●セット内容/
スリム蛍光ランプ・
電源コード(1 5m)・
専用スタンド各2個
●蛍光ランプ/
20型・昼光色・
100V 50/60Hz
a（日本国内仕様)

¥10,800
(667992)

発光面を大きく取れるバルーンタイプ

●ブラケット部：長さ150/幅25㎜
●重量：60g●ライト部：幅50/奥行45/
高さ100㎜●重量：80g
（電池含まず）
●単三電池2本使用
使用例

キヤノン EOS 90D･80D･70D･60D･9000D･8000D･EOS Kiss Xｼﾘｰ ･EOS RP･M6･M5･
PowerShot G5X･G3X･G1X･SX60HS 等 ペンタックス K1･K‑3Ⅱ･K‑3･K‑5Ⅱ･K‑5･
K‑7･K‑50･K‑30 等 フジフイルム GFX/X‑T/X‑Eｼﾘｰ ･X‑Pro3･Pro2
オリンパス E‑M1X･E‑M5MKⅢ･E‑M1MK2

Ｎ1 ニコン
10ピンターミナル対応

ニコン D5･D4･D3･D2･D1ｼﾘｰ ･D850･D810･D800E･D800･D700･D500･D300S･D300･
F6･F5･F100･F90X･F90 等 フジ S5 Pro･S3 Pro 等

Ｎ3 ニコン アクセサリー
ターミナル 対応

ニコン Z7･Z6･Df･D780･D750･D610･D600･D7500･D7200･D7100･D5600･
D5500･D5300･D3300 等

Ｓ2 ソニー
マルチ端子 対応

ソニー α9･α7ｼﾘｰ ･α6000ｼﾘｰ ･α5000ｼﾘｰ Cyber‑Shot RX100 M7 M2･
RX10ｼﾘｰ ･HX90V･WX500･HX400V･HX60V･QX30 等
※USB端子にマルチ端子としての機能を備えた機種のみ対応

O2 オリンパス
マルチコネクタ 対応

オリンパス OM‑D E‑M1･E‑M5MK2･E‑M5･ E‑M10MK2･E‑M10･PEN‑F･E‑P5 P1･
E‑PL8 PL2･E‑PM2･E‑PM1･E30･E620･XZｰ2･XZｰ1 等

レリーズ延長用。
大判レンズにも

PS1 パナソニック/
ライカ REMOTE端子 対応

パナソニック LUMIX G9Pro･GX8･GX7(MK2/MK3除 )･GX1･GH5･GH4･GH3･GH2･GH1･
G8･G7･G6･G5･L10･L1･FZ H1･FZ1000･FZ300･FZ200･FZ50･FZ3 等
ライカ V‑LUX 1･DIGILUX 3 等

¥900 E-6203(620393)

ストロボの光を和らげ
自然な写真に

￥1,650 E-6980(698095)

ストロボディフューザー
¥1,800

使用例

※600EXⅡ‑RT使用不可
E-6520(652097)キヤノン320EX専用
E-6521(652196)キヤノン270EXⅡ専用
E-6525(652592)ソニーHVL‑F43AM対応

背面

シューティングボタン

JJC-SRB-C11BK

オープン価格

E-6939(693991)シルバー
E-6940(694097)ゴールド
E-6941(694196)ブルー
E-6942(694295)レッド
●直径10㎜ ●高さ5.5㎜
●重量約0.3g

ナチュラル
使用例

※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。

(6950291562029)ブラック

使用例

JJC-SRB-C11GD

(6950291562050)ゴールド

ブラック

(6950291562036)グレー
シルバー

JJC-SRB-C11O

ゴールド

オレンジ

(6950291562081)オレンジ

JJC-SRB-C11R

グレー

ウォーム
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ゴールド

ACCESSORIES ファインダー/モニタールーペ
携帯に便利折りたたみ式液晶ルーぺ

EVF＋照準器で被写体を素早くキャッチ！

¥4,000

￥5,300

3.2Xスクリーンルーペ

E-6924(692499)
●ルーペ外寸
W79×H58×D95
(収納時D43)㎜
●見寸W72×H51㎜
●重量約70ｇ
●ルーペ倍率3.2倍
●ストラップ付属

遮光性抜群！
大判カメラの必需品

ドットサイトブラケット

冠布

E-6673(667398)
●100×90㎜
●プレート厚5㎜
●アクセサリー
シュー高23㎜
●重量約90g

¥5,800 E-6795(679599)

●90×110㎝●ポリエステル100%

E-6673

E-6673
使用時

ドットサイトブラケット用
HLDアダプター

使用例

G-13
使用例

●サイズ(約):Φ11×6㎜
●一般的なJIS規格の
レリーズ穴に装着●材質:真鍮製

レッド

オープン価格

E-6804(680496)
●セット内容
高さ30㎜オスメス/
12㎜メスメス/
12㎜オスメス/
6㎜オスオス各1点

E-6804

E-6673+
E-6804併用時

クール

29

使用例

レッド

JJC-SRB-C11GR

収納時

¥1,800

E-6218(621895)
●樹脂製
●取り付け位置
調節可能
●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
使用不可

レリーズボタン ¥1,500

PAT
※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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ガードフィルム

ガードフィルム

￥1,540

3色セット（ナチュラル・ウォーム・クール）
¥2,300 E-6217(621796)
ナチュラル単品
ナチュラル単品

●全長:約10㎝

手ブレの抑制・速写性向上。そして愛機のワンポイントに。

3色セット

ポップアップストロボディフューザー

ニュージョイントレリーズ

撮影用品

撮影用品

G-6 /E-6189(618994)キヤノン580EX専用
G-9 /E-6191(619199)ニコンSB‑600専用
G-13/E-6503(650390)キヤノン600EX‑RT専用

一眼レフの内蔵ストロボに

ストップ機構を省いた
触感重視のレリーズ

カメラのシャッターボタンにねじ込んで装着。シャッターボタンの
面積・高さを増して、中央部の凹みで指先の触感も向上。

ブルー

リバーシブルストロボリフレクター

ゴム製の装着部で使いやすさ抜群

使用例

(6950291562005)レッド

●ストロボ発光部
外周19 24㎝まで
使用可能

使用例

C1 キヤノン/ペンタックス/
フジフイルム等 Φ2.5㎜
ステレオミニジャック対応

E-1801 ポータブルスタジオL
E-6432 ポータブルスタジオLⅡ
E-6640 ポータブルスタジオDXで使用可

影をやわらげ、
立体感のある写真に
使用例

35/¥1,150 E-396(396151)
●長さ約35㎝
●ストップ機構なし
55/¥1,400 E-397(397158)
●長さ約55㎝
●ストップ機構なし

C3 キヤノン N３タイプ対応

キヤノン EOS‑IDX/ID/IDsｼﾘｰ ･EOS 5D/5Dsｼﾘｰ ･EOS 6Dｼﾘｰ ･EOS 7Dｼﾘｰ ･
EOS 50D･EOS 40D･EOS 30D･EOS 20D･EOS‑1V･EOS‑3 等

ストラップ

ストラップ

E-6679

¥6,000 E-6269(626999)

伝統的なケーブルレリーズ

カメラケース

カメラケース

簡易スタジオ用蛍光ライトセット

E-6979(697999)
●布製
●クリップオン
ストロボ用

使用例

ハードケース

ハードケース

S 用/ ¥1,500
E-1574(157493)
M用/ ¥2,600
E-1575(157592)
L 用/ ¥3,300
E-1576(157691)

E-6914(691492)
●セット内容/ドームスタジオネオM本体
＋蛍光ランプ・専用スタンド2セット
（E-6729簡易スタジオ用蛍光ライトセット同等品)

ポーチタイプストロボ
ディフューザーⅡ

●取付範囲：約15.5 27㎝まで
●レリーズ別売

カメラバッグ

カメラバッグ

ホワイト/グレーのリバーシブル（交換用）

¥13,000

発光部
65×95㎜
以下の
ストロボに
適合

¥2,000 E-6721(672194)

レリーズプロ35・55

対 応 機 種

タイプ

ドームスタジオ
ライティングセットネオM

●ビニール製
●クリップオンストロボ用

O2 /E-6319(631993)
※タイマー機能の
PS1 /E-6320(632099)
●サイズ100×45×22㎜
動作は
●重量約72g
カメラの仕様や
●ケーブル長約90㎝
設定により
●電源/単4アルカリ電池2本
左右されます
●設定内容
遅延タイマー/露光時間/
インターバル間隔/
各最長:99:59:59まで(最短1秒ステップ)
撮影回数:1 399回･無制限/
アラーム:ON･OFF

バルブロック
機構付

本格的撮影へのお得なセット

¥1,500 E-6215(621598)

S2/E-6588(658891)
●サイズ105×34×23mm
●重量約30g
●ケーブル長約20 50㎝

レリーズアタッチメントベルトⅡ

￥14,000

光沢感のある
ピアノブラック
仕上げ

検索

コンパクトデジカメに
レリーズを取付

インターバルタイマーの定番品

タイマーリモートスイッチ

かさばらない
スパイラル
ケーブル

￥3,600

ひもを引くだけで簡単に
セットできる傘タイプ

バルーンストロボディフューザー

三脚使用時の必需品。衝撃に強い
ポリカーボネート製の外装
￥2,300

使用例

エツミ

ACCESSORIES リモートスイッチ・レリーズ
電子リモートスイッチ２

■SNS・ブログやネットオークションの撮影に
■ネットショップ・メニュー写真やチラシにも

光が均一に
回るドーム型

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

