エツミ 写真用品総合カタログ

ご用命は当店へ

〒162-0816 東京都新宿区白銀町1-13
TEL03‑3269‑6641 FAX03‑3269‑6644

●このカタログは令和2年2月現在のものです。商品改良のため、仕様および価格は予告なく変更することがあります。記載の価格はすべて消費税抜きの価格です。なお、
商品の色は印刷の関係上、
実際と多少異なる場合もあります。

2020.02

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。

著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真集団「f.64グループ」。
f.64 は、その名を冠したアメリカ生まれのプロ用カメラバッグです。

検索

RKM ¥17,600

RKS ¥11,800

●内寸/
約170×270×400㎜
●タブレット収納部/
約220×310㎜
●重量/約1.4㎏
●レインカバー付属

●内寸/
（90-120）×240×350㎜
●重量/約750g
●中仕切/6枚
●タブレットPC
収納可

収納力と耐久性を兼ね備え、
プロフェッショナルの
期待に応えるフラグシップモデル。

エツミ

ブラック（132195）
ネイビー（132294）

ブラック（131495）
ネイビー（131594）

SCM2
使用例

RKM使用例
RKS使用例

SCX2
使用例

ネイビー

ブラック

キャリーバーに
取り付け可。
（SCX2/SCM2共通）

ネイビー

デジタル一眼レフ+
レンズ3〜4本
程度のシステムに

ブラック

バッテリーグリップ付の
一眼レフに150-600㎜
クラスのズームを収納可

ブラック

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。

ハードケース

SCM2 ¥17,300

●内寸/160×310×220㎜
●重量/1.32㎏●中仕切/5枚
ブラック（130399）

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（130597）

最大70-200㎜
F2.8クラスの
ズームを収納可

●内寸/100ｘ270ｘ210㎜
●重量/620g●中仕切/3枚
グレー

SHM
使用例
ネイビー

SHM ¥13,200

●内寸/約（120-160）×350×260㎜
●タブレット収納部/約250×190㎜
●重量/約0.96㎏

カメラ、レンズをやさしく保護し、
携帯に便利なポーチ類。
ここにもf.64のスピリットと
ノウハウが息づいています。

ブラック（132393）ネイビー
（132492)

LPL

¥4,000

LPM ¥3,300
撮影用品

●内寸/
Φ105×145㎜
●重量（約）/150g

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（131792）

ブラック（131891）

ネイビー

デジタル一眼レフにレンズを
付けたまま下向きに収納。
チャンスを逃がさない
ガンホルダー
タイプ。

ブラック

NDPC ¥18,600

●160ｘ360ｘ280㎜●重量/1.65㎏●中仕切/9枚
ブラック（132898）

NSCM2 ￥39,000

●内寸/160+（PC収納部）50×380×255㎜
●重量/約2.33㎏●中仕切/9枚●レインカバー付
ブラック（130795）

※f.64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0084128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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（「2020写真・映像用品年鑑」P46）

●内寸/
40×90×125㎜
●重量/90ｇ
●カラビナ付
ブラック（010028）

NDHM

2550 ¥3,810

●内寸/
40×125×170㎜
●重量/160ｇ
●カラビナ付
●ショルダーベルト付
ブラック（010042）

￥6,200

●内寸/
120×155×230㎜
●重量/約410g
●中仕切/1枚

3550 ¥4,000

●内寸/65×120×165㎜
●重量（約）/155g（本体のみ）120g
●ショルダーベルト付属

ブラック（131198）

ブラック（131990）ネイビー（132096 ）

※f.64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0084128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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ガードフィルム

ガードフィルム

NDHM
使用例

2535 ¥3,239

撮影用品

●内寸/
Φ105×230㎜
●重量（約)/
190g
●ショルダー
ベルト取付用
リング付

ストラップ

ストラップ

●内寸/180×380×220㎜
●重量/1.8㎏●中仕切/7枚

SHS ¥10,000

カメラケース

カメラケース

NSCMには背面にレインカ
バーを内蔵。底面には、湿気
を吸い込まない防水性・防
汚性に優れたターポリン素
材を採 用しました 。フロン
ト、サイドポケットはウレタ
ン入りで機材を保護。

SCX2 ¥22,600

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（132690 ）
グレー（132799)

NSCM2
使用例

快適な移動を
アシストする
大型ショルダー
パッド付

ハードケース

アクティブ&ステルス。
機動力と隠密性に
優れたショルダータイプ。

サイドポケットは
取り外し可。
（SCX2/SCM2共通）

カメラバッグ

カメラバッグ

大きく開口する
フロントポケットには
10インチタブレット
も収納可

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。

Never Compromise（決して妥協しない）という精神を継ぐ、伝統と信頼のカメラバッグ

伝統を塗り替える、新たな遺伝子。

【TENBA】とは、創設者がチベット取材時に現地で覚えた「最高のもの」を意味する言葉です。

全ての写真家へ捧げる
新世代のカメラバックパック。
最新の機材に適合。
アクセシビリティと快適な背負い心地を
追求した、軽量でいてスタイリッシュなバックパック。

ソルスティス 7L スリングバッグ

¥13,880

636‑421 ﾗｯｸ(021043) 636‑422 ﾙｰ(021050)
外寸(約):(幅)21×(高 )38×(奥行)17㎝
内寸(約):(幅)18×(高 )34×(奥行)11㎝
重量(約):0.6kg ﾚｲﾝｶ ｰ付属
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機
小型一眼ﾚﾌ+ﾚﾝ 2‑3本程度

最新の機材を
効率よく収納できる
巧みな
パーティション

24L収納例

ソルスティス 24L ¥27,500
636‑415 ﾗｯｸ(020749)
636‑416 ﾙｰ(020756)
外寸:30(幅)×51(高 )×25(奥行)㎝
内寸:27(幅)×50(高 )×19(奥行)㎝
ﾀ ﾚｯﾄ収納部:
24(幅)×33(高 )×1(奥行)㎝
重量:1.5㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

ソルスティス 10L スリングバッグ

¥15,880

636‑423 ﾗｯｸ(021067) 636‑424 ﾙｰ(021074)
外寸(約):(幅)24×(高 )44×(奥行)18cm
内寸(約):(幅)20×(高 )42×(奥行)12cm
重量(約):0.7kg ﾚｲﾝｶ ｰ付属
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機
一眼ﾚﾌ+ﾚﾝ 2‑3本程度

10Lスリング
ブラック

20L ブラック

12L ブルー

広範囲に体に
フィットし、
かつ通風性
にも優れた
パッド付
ハーネス

24L ブルー

636‑411 ﾗｯｸ(020701) 636‑412 ﾙｰ(020718)
外寸:23(幅)×46(高 )×20(奥行)㎝
内寸:19(幅)×44(高 )×15(奥行)㎝
ﾀ ﾚｯﾄ収納部:14(幅)×23(高 )×1(奥行)㎝
重量:0.9㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

¥23,000

638‑371 ﾗﾌｧｲﾄ(0026815383718)
外寸:約33(幅)×24(高 )×16‑19(奥行)㎝
内寸:約30(幅)×23(高 )×13‑18(奥行)㎝
重量:約1.1㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

ディーエヌエー13

DNA11

¥25,000

¥28,000

638‑381 ﾗﾌｧｲﾄ(0026815383817)
外寸:約41(幅)×29(高 )×20‑23(奥行)㎝
内寸:約38(幅)×27(高 )×18‑20(奥行)㎝
重量:約1.4㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

耐候性と保護性と
カジュアルさを満たす
材料と機能を厳選

カート取付用ループ付
（DNA8除く）

DNA13
DNA8

モダン＆スタイリッシュ 毎日に冒険を。

ブラック
グレー

グレー

ブルー

スカイライン3 ポーチ ¥1,900 スカイライン4 ポーチ ¥2,150
637‑603 ﾗｯｸ(021791)
637‑604 ﾚｰ(021807)
外寸(約):8(幅)×12(高 )×5(奥行)㎝
内寸(約):7(幅)×11(高 )×4(奥行)㎝
重量(約):0.05㎏

20L

637‑605 ﾗｯｸ(021814)
637‑606 ﾚｰ(021821)
外寸(約)8.5(幅)×14(高 )×7(奥行)㎝
内寸(約):7.5(幅)×13(高 )×6(奥行)㎝
重量(約):0.07㎏

スカイライン8
トップロード ¥5,000

スカイライン9
トップロード ¥5,300

637‑607 ﾗｯｸ(021838)
637‑609 ﾗｯｸ(021852)
637‑608 ﾚｰ(021845)
637‑610 ﾚｰ(021869)
外寸(約):19(幅)×19(高 )×14(奥行)㎝ 外寸(約):19(幅)×23(高 )×15(奥行)㎝
内寸(約):17(幅)×17(高 )×11(奥行)㎝ 内寸(約):17(幅)×21.5(高 )×13(奥行)㎝
重量(約):0.3㎏
重量(約):0.3㎏

ブラック
ブラック

グレー

アクシス 20L

カメラケース

カメラケース

¥24,000

637‑701(021234)
内寸(約):28(幅)×
47(高 )×15(奥行)㎝
外寸(約):30(幅)×
50(高 )×22(奥行)㎝
重量(約):2.0㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機
一眼ﾚﾌ+
交換ﾚﾝ 5‑7本程度

ブラック
使用例

10L ブラック

アクシス 24L ¥27,000

637‑702(021241)
内寸(約):29(幅)×49(高 )×17(奥行)㎝
外寸(約):32(幅)×51(高 )×24(奥行)㎝
重量(約):2.1㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機･一眼ﾚﾌ+交換ﾚﾝ 6‑7本程度

24L

使用例

MOLLE対応の
ミリタリーポーチを
取付可

アクシス 32L ¥28,500

637‑703(021258)
内寸(約):32(幅)×54(高 )×17(奥行)㎝
外寸(約):35(幅)×57(高 )×25(奥行)㎝
重量(約):2.5㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機･一眼ﾚﾌ+交換ﾚﾝ 7‑9本程度

フルトン10L ¥14,000

637‑721 ﾗｯｸ(021371)
637‑722 ﾀﾝ/ｵﾘｰ (021388)
内寸(約):22(幅)×20(高 )×12(奥行)㎝
外寸(約):27(幅)×40(高 )×13(奥行)㎝
重量(約):0.8㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機
一眼ﾚﾌ+
交換ﾚﾝ 2‑4本程度

シュートアウト 16L
DSLR バックパック ¥28,500
632‑412(020398)
内寸(約)/(幅)20×(高 )38×(奥行)14㎝
外寸(約)/(幅)23×(高 )46×(奥行)20㎝
重量(約)/1.5㎏ ﾘｱｱｸｾｽﾀｲ

632‑422(021227)
内寸(約)/(幅)28×(高 )41×(奥行)15㎝
外寸(約)/(幅)29×(高 )46×(奥行)23㎝
重量(約)/1.9㎏ ﾌﾛﾝﾄ+ｻｲ ｱｸｾｽﾀｲ

フルトン14L ¥16,000

637‑723 ﾗｯｸ(021395)
637‑724 ﾀﾝ/ｵﾘｰ (021401)
内寸(約):23(幅)×25(高 )×13(奥行)㎝
外寸(約):28(幅)×44(高 )×15(奥行)㎝
重量(約):1.1㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機
一眼ﾚﾌ+
交換ﾚﾝ 2‑4本程度+iPad Pro ﾀ ﾚｯﾄ

637‑621 ﾗｯｸ(021135) 637‑622 ﾚｰ(021142)
外寸(約):26(幅)×17(高 )×15(奥行)㎝
内寸(約):22(幅)×16(高 )×13(奥行)㎝
重量(約):0.3㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機
一眼ﾚﾌ+ﾚﾝ 2‑3本程度

スカイライン13
メッセンジャー ¥12,400

グレー使用例

637‑613 ﾗｯｸ(021876) 637‑614 ﾚｰ(021883)
外寸(約):43(幅)×29(高 )×15(奥行)㎝ 内寸(約):41(幅)×28(高 )×13(奥行)㎝ 重量(約):0.7㎏

グレー

グレー

スカイライン13 ¥7,380

スカイライン12 ¥6,380

637‑641 ﾗｯｸ(021173)
637‑642 ﾚｰ(021180)
外寸(約):33(幅)×23(高 )×17(奥行)㎝
内寸(約):29(幅)×22(高 )×15(奥行)㎝
重量(約):0.6㎏
収納 目安:一眼ﾚﾌ+ﾚﾝ 2‑3本
程度(最大70‑200mmF2.8ｸﾗｽ)

637‑631 ﾗｯｸ(021159)
637‑632 ﾚｰ(021166)
外寸(約):32(幅)×17(高 )×15(奥行)㎝
内寸(約):27(幅)×16(高 )×13(奥行)㎝
重量(約):0.4㎏
収納 目安:ﾐﾗｰﾚｽ機･一眼ﾚﾌ+ﾚﾝ 3‑4本程度

24Lと32Lは正面が大きく開く
フロントオープン式。
サイドアクセスも可
32L Backpack
14L Slim Backpack

スカイライン13
バックパック ¥15,200

637‑615 ﾗｯｸ(021890)
637‑616 ﾚｰ(021906)
外寸(約):30(幅)×42(高 )×19(奥行)㎝
内寸(約):28(幅)×23(高 )×13(奥行)㎝
重量(約):0.8㎏

現場のニーズに応えるTENBAの粋。

14L と16Lは安全性と
盗難防止に優れた、
背中側の面が
オープンする
内開式

BYOB 13
4

6

ツールボックス4

8

BYOB
10

¥3,700

636‑241 ﾚｰ(0026815362416)
外寸:約22(幅)×11(高 )
×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×10(高 )
×4(奥行)cm
重量:約0.2㎏

シュートアウト 32L
バックパック ¥46,200

ツールボックス6

632‑432(021265)
内寸(約)/(幅)28×(高 )48×(奥行)17㎝
外寸(約)/(幅)30×(高 )53×(奥行)28㎝
重量(約)/2.7kg ﾌﾛﾝﾄ+ｻｲ ｱｸｾｽﾀｲ

¥4,000
16L DSLR Backpack

※TENBA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0816779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。

スカイライン10 ¥5,510

3
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24L Backpack

636‑242 ﾚｰ(0026815362423)
外寸:約22(幅)×16(高 )×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×15(高 )×4(奥行)cm
重量:約0.2㎏

カメラインサート ¥3,800
636‑221 ﾚｰ(0026815362218)
外寸:約19(幅)×14(高 )×9(奥行)㎝
内寸:約18(幅)×13(高 )×8(奥行)㎝
重量:約110g

BYOB 7
4 使用例

ツールボックス8 ¥5,000

636‑243 ﾚｰ(0026815362430)
外寸:約22(幅)×21(高 )×7(奥行)cm
内寸:約22(幅)×20(高 )×4(奥行)cm 重量:約0.3㎏

※TENBA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0816779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。

BYOB 9

カメラインサート

カメラインサート

カメラインサート

636‑222 ﾚｰ(0026815362225)
外寸:約23(幅)×17(高 )×
10(奥行)㎝ 内寸:約22(幅)×
15(高 )×9(奥行)㎝ 重量:約180g

636‑223 ﾚｰ(0026815362232)
外寸:約27(幅)×20(高 )×
11(奥行)cm 内寸:約25(幅)×
19(高 )×10(奥行)cm 重量:約230g

636‑224 ﾚｰ(0026815362249)
外寸:約34(幅)×24(高 )×
14(奥行)㎝ 内寸:約33(幅)×
23(高 )×13(奥行)㎝ 重量:約360g

¥4,500

4

¥6,000

（「2020写真・映像用品年鑑」P48）

¥7,000

ガードフィルム

ガードフィルム

632‑455(020381)
内寸(約)/(幅)20×(高 )38×(奥行)11㎝
外寸(約)/(幅)23×(高 )46×(奥行)18㎝
重量(約)/1.4㎏ ﾘｱｱｸｾｽﾀｲ

シュートアウト 24L
バックパック ¥35,800

14L タン/オリーブ 使用例

撮影用品

撮影用品

ワールドワイドの撮影現場で証明された、
保護力・耐久力そして快適性。
シュートアウト 14L
スリムバックパック ¥27,000

14L タン/オリーブ

ストラップ

ストラップ

トップ・サイド・リア
3方向から開く
3wayアクセス

ハードケース

ハードケース

モダンで控えめなスタイリングの
ロールトップタイプ。

ブラック

ブラック

7Lスリング

32L

メインフラップを
開けなくても内部に
アクセスできるジッパー付

ディーエヌエー15

グレー

フィールド上の軸になる
3WAYカメラバックパック。

全サイズ
レインカバー付属

638‑375 ﾗﾌｧｲﾄ(0026815383756)
外寸:約37(幅)×27(高 )×16‑19(奥行)㎝
内寸:約33(幅)×24(高 )×13‑18(奥行)㎝
重量:約1.3㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

ソルスティス 20L ¥24,500

636‑413 ﾗｯｸ(020725) 636‑414 ﾙｰ(020732)
外寸:28(幅)×48(高 )×23(奥行)㎝
内寸:24(幅)×47(高 )×17(奥行)㎝
ﾀ ﾚｯﾄ収納部:20(幅)×27(高 )×1(奥行)㎝
重量:1.2㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

DNA15

カメラバッグ

カメラバッグ

ソルスティス 12L ¥18,500

¥17,000

638‑421 ﾗﾌｧｲﾄ(0026815384210)
外寸:約27(幅)×19(高 )×13(奥行)㎝
内寸:約23(幅)×17(高 )×9(奥行)㎝
重量:約0.6㎏ ﾚｲﾝｶ ｰ付属

検索

堅牢性＋防雨対策、さらにレインカバーを装備。
ノートPCやiPadも収納できる
全天候型メッセンジャーバッグ。

ディーエヌエー11

ディーエヌエー8

エツミ

※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

全てはアウトドア・ライフスタイルのために。
最先端のテクノロジーによる全く新しいカメラバックパック。
Shimoda designs(シモダ・デザイン)とは？
創業者は探検家であり、スノーボーダーでもあり、革新的な
カメラバッグを手がけるプロダクトデザイナーとして知られ
るIan Millar(イアン・ミラー)氏。Ｓhimodaは氏が持つすべ
ての経験を頂点に、山岳での悪条件下における汚れや苦痛
や疲労を最小限に抑えるため、最先端の素材とテクノロジー
を 活 用した 新しい ベンチャー(カメラバッグで有名な
TENBA及びMACグループとの共同作業)です。
Shimodaの全ては、イアンと彼の仲間たちが愛するアウト
ドアライフスタイルが反映されたものです。

EXPLORE

エクスプロール 60 バックパック

オープン価格

※外装のみ。
コアユニット
（インナーボックス）
は別売。

520-011 ブルーナイト(020626) 520-012 シーパイン(020633)
外寸:約29(幅)×61(高 )×28(奥行)㎝ 内寸:約29(幅)×57(高 )×18(奥行)㎝
重量(約):1.5㎏

エクスプロール 40 バックパック

オープン価格

※外装のみ。
コアユニット
（インナーボックス）
は別売。

カメラバッグ

カメラバッグ

520-001 ブルーナイト(020602) 520-002 シーパイン(020619)
外寸:約29(幅)×57(高 )×26(奥行)㎝ 内寸:約29(幅)×44(高 )×17(奥行)㎝
重量(約):1.3㎏

エクスプロール 30 バックパック

オープン価格
30 ブルーナイト

レインカバー
エクスプロール
30/40

CORE UNITS

ハードケース

ハードケース

40 シーパイン

60 ブルーナイト

※外装のみ。
コアユニット
（インナーボックス）
は別売。

520-041 ブルーナイト(021418) 520-042 シーパイン(021425)
外寸:約29(幅)×53(高 )×26(奥行)㎝ 内寸:約29(幅)×44(高 )×17(奥行)㎝
重量(約):1.3㎏

オープン価格

520‑197
エクスプロール30/40用(022149)

コアユニット スモール オープン価格

カメラケース

カメラケース

レインカバー
エクスプロール
40/60

オープン価格

520-091 パリジャンナイト(020657)
外寸:約29(幅)×13(高 )×17(奥行)㎝ 内寸:約27(幅)×11(高 )×16(奥行)㎝ 重量(約):0.4㎏

520‑096
エクスプロール40/60用(020909)

40/60

ストラップ

ストラップ

コアユニット ミディアム オープン価格

撮影用品

撮影用品

520‑092 パリジャンナイト(020664)
外寸:約29(幅)×30(高 )×17(奥行)㎝ 内寸:約27(幅)×29(高 )×16(奥行)㎝ 重量(約):0.6㎏

本体とコアユニットの組み合わせにより、
思い思いの収納スペースが作れます。

ガードフィルム

ガードフィルム
エクスプロール 30+
コアユニット ミディアム
使用時

エクスプロール 40+
コアユニット スモール3個
使用時

エクスプロール 60+
コアユニット
ミディアム スモール各1個 使用時

※Shimoda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0816779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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40L+三脚

60L+三脚2本
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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。

伝統のアウトドアブランド・コールマンのライセンスモデル。写真用品離れした、
撥水素材を使用した
メッセンジャースタイル
アウトドアで大活躍！！

個性的なラインナップです。

Wズームセットのミラーレスカメラを
ぴったり賢く収納

CO-8745(874598)カーボンブラック
CO-8746(874697)メランジグレー
CO-8747(874796)メランジブルー

●内寸/85×250×170㎜
●重量/約250g
●中仕切/2 枚付属

カラフルでスポーティーな一眼レフケース

L ブラック

メランジブルー

ブラック
ネイビー

コールマン メッセンジャーS
（店頭想定価格）￥4,000
CO-8748(874895)カーボンブラック

コールマン
ネオプレーン
カメラケースSLR
（店頭想定価格）
￥2,250

メランジグレー

CO-8737(873799)ブラック
CO-8738(873898)ネイビー

●内寸/約 90×220×190●重量/290g●中仕切/1枚付属

よりカジュアルでよりワイドなマチ幅。
小型一眼レフやフルサイズミラーレス機にもぴったり。

●内寸/約150×130×100mm

●内寸(最大)/約100×150×230㎜●重量/約270g
●ベルトループ幅/最大50㎜
●ショルダーベルト付属

ネイビー

コールマン
カメラポーチセミハード
（店頭想定価格）
￥1,750

S グレー

コールマン カメラインナーバッグM

（店頭想定価格）￥3,130
CO-8743(874390)グレー CO-8744(874499)グリーン

●内寸/約30×65×110㎜●重量/約95g(カラビナ含む)
●ベルトループ幅/45㎜●カラビナ1個付属

●内寸/100×240×180㎜●重量/約240g●中仕切/2枚付属

ストライプ

●内寸/110×240×170㎜ ●重量/約320g ●中仕切/2 枚付属

グリーン

コールマン
カメラポーチタイプ１
（店頭想定価格）
¥1,840

CO-8726(872693)グリーン

S グリーン

ブラック

ネイビー

ブラック

コールマン
カメラポーチタイプ2
（店頭想定価格）
¥1,840

CO-8706(870699)ブラック
CO-8707(870798)ネイビー
CO-8708(870897)グリーン

CO-8709(870996)ブラック
CO-8710(871092)ネイビー
CO-8711(871191)グリーン

●内寸/約40×85×140㎜

ハードケース

ハードケース

メランジブルー
メランジグレー

●内寸(最大)/約100×140×170㎜●重量/約230g
●ベルトループ幅/最大50㎜
●ショルダーベルト付属

カメラバッグ

カメラバッグ

メランジブラウン

CO-8739(873997)カーボンブラック
CO-8740(874093)メランジグレー
CO-8741(874192)メランジブルー
CO-8742(874291)メランジブラウン

コールマン カメラホルスターL

グリーン

●内寸/約110×190×100mm
●重量/約120g
●中仕切/2枚付属

コールマン
カメラショルダーバッグSLR
（店頭想定価格）¥3,690

コールマン カメラホルスター

（店頭想定価格）
（店頭想定価格）￥3,630
￥3,000
CO-8729(872990)ブラック CO-8731(873195)グリーン CO-8732(873294)ブラック CO-8734(873492)グリーン
CO-8730(873096)ネイビー
CO-8733(873393)ネイビー

M グレー

CO-8735(873591)グレー
CO-8736(873690)グリーン

メランジグレー

ネイビー

グリーン

カーボンブラック

ミラーレス機と交換レンズを
収納できる多目的インナーバッグ

コールマン
カメラインナー
バッグS
（店頭想定価格）
￥2,500
カーボンブラック

検索

※コールマンライセンス製品の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。

ミラーレス機や小型一眼レフを
やさしく包む

コールマン ショルダーバッグMS
（店頭想定価格）
¥3,000

エツミ

●内寸/約40×80×145㎜

リーフ
リーフ

ブラック

グリーン

グリーン

カメラケース

カメラケース

グリーン

根強い人気のスタンダードカラー
ブラック
リーフ
ブラック

ネイビー

コールマン
カメラショルダーバッグ
（店頭想定価格）¥3,505
CO-8700(870095)ブラック
CO-8702(870293)グリーン
CO-8701(870194)ネイビー

CO-8703(870392)ブラック
CO-8704(870491)ネイビー
CO-8705(870590)グリーン

ブラック

ネイビー

●内寸/約110×200×160㎜
●重量/約350g
●中仕切/2枚付属

●内寸/約90×160×140㎜●重量/約280g
●中仕切/1枚付属

ブラック

コールマン ネオプレーン
ハンドストラップ
（店頭想定価格）
￥1,380
CO-8515(851599)ブラック
CO-8516(851698)リーフ
●全長/310mm
●取付ベルト幅/7mm

CO-8512(851292)ブラック
CO-8513(851391)リーフ
CO-8514(851490)ストライプ

CO-8518(851896)ブラック
CO-8519(851995)ネイビー
CO-8520(852091)グリーン

●本体幅/45㎜●取付ベルト幅/10㎜
●全長(調整範囲)/75 109㎝

●サイズ/Φ60×190mm
●重量約/80g●シリコン製

コールマン
ネオプレーン
ラップクロス
（店頭想定価格）
¥1,600

CO-8509(850998)グリーン
CO-8510(851094)リーフ
●サイズ/約400㎜角

ブラック

ネイビー/レッド

ボーダーグレー

コールマン
エアーブロアー
（店頭想定価格）
¥2,250

コールマン
ネオプレーン ストラップII
（店頭想定価格）￥1,840

撮影用品

撮影用品

旅を楽しい思い出に。移動時もカメラをしっかりと護ります。

グリーン

グレー

ネイビー/レッド

ネイビー
ブラウン

ボーダー
ネイビー

ボーダー
グレー
ネイビー/スカイ

ヌーボー モニカ M ¥8,700
E-3438(343896)ネイビー/レッド
E-3525(352591)ボーダーネイビー
E-3526(352690)ボーダーグレー

ボーダーネイビー

E-3433(343391)グレー
E-3434(343490)ネイビー/レッド
E-3435(343599)ネイビー/スカイ
E-3440(344091)ボーダーネイビー
E-3441(344190)ボーダーグレー
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ヌーボーナタリーM
￥4,300

E-3487(348792)ボーダーネイビー
E-3488(348891)ボーダーグレー
E-3490(349096)ネイビーブラウン
E-3513(351396)ネイビー/スカイ
E-3514(351495)ブラック
E-3516(351693)ディープネイビー

ネイビー/スカイ

●内寸/約70×120×90㎜
●重量/約85g

●内寸/約100×220×190㎜●重量/約350g
※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。

ヌーボー ナタリー
¥2,700

※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。

ディープネイビー
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●内寸/約80×180×90㎜
●重量/約110g
●中仕切1枚付属

ガードフィルム

ガードフィルム

ボーダー
グレー

ボーダーネイビー

ストラップ

ストラップ

コールマン
カメラトートバッグ
（店頭想定価格）
¥3,791

ネイビー

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。

9

※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。

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

11
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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

12

●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

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。

機材の持ち運びはもちろん、保管しておく際にも機密性に優れ、軽く衝撃に強いのがハードケース!
エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様。

←260→

●内寸/145×280×(160+45)㎜
●重量/約1.95㎏●中仕切/4枚

イーボックスM
¥17,000 E-9039(903991)

←〈外寸〉42 5→

←345→

→
←
18
0

←380→

0→
20

←455→

M/30ℓ用 ¥2,700 E-769(769153)ブルー E-6371(637193)ブラック
●23×38×54㎝●ケース付

5→

バッグに付けて交換レンズを収納。
取り外せばウエストポーチとしても。

簡単に収納できる、
コンパクトな力持ち。重い機材もらくらく。

トローリーT007
¥7,700

キャリアーサイズ表（㎝）

●キャリーベルト一体型

E

←

22

0→

F
大切な機材を護る
ウレタン各種。

フリーカッティング式ウレタン。
ハードケース専用、
溝付硬質ウレタンパッド。

アングルも写真も
一歩上へ

波型

G
H
タイヤサイズ
重量

（㎏）

32
34
90
19→38
28
32
53
7.5
1.8

キャリー トローリー トローリー トローリー
カートL
T005
T006
T007

36
46
100
25
28
36
56
15.5
2.75

25.5
32
96.5
25.5
23
25.5
45
9
1.4

26
37.5
94
26
24
26
45
11.5
1.6

30
50→58.5
99
30
45→53.5
30
50
7
3.3

耐荷重

E-6971(697197)

押すときは
ハンドルが
90°固定で
押しやすい。

㎏

90°
固定

150°

引くときは
レバーが150°
まで傾斜して
引きやすい。

収納時

（約）

ストラップ

ストラップ

D
※ロゴマークおよび登録商標などは各登録者の許可なく使用することはできません。

●長さ/55 90㎝まで調節可能●重量/250g
●対応する製品/ ペックス シューティングプロ3D/4Df.64 SCX2/SCM2など

●内寸/60×90×160㎜●重量/100g

キャリー
カートS

E-9036 使用の目安

背負いベルト3
¥3,600 E-6689(668999)

ハイキングザック用ポーチ
¥1,800 E-3159(315992)ブラック

C

●内寸/330×500×(125+60)㎜●重量/約4.0㎏●中仕切/9枚

大型ショルダーバッグに
付けて両肩で
しっかりホールド

●25×40×60㎝●ケース付

ハードケースをご希望のサイズ
や内装デザインで1個から製作
いたします。ハードケースの堅
牢さは、オーディオ・ビデオ、楽
器、PA機器、OA機器、測定器、
医療機器、貴金属などの運搬・
保管に最適です。

E-9036(903694)

●長さ/24 57㎝

●21×36×43㎝●ケース付

B

イーボックス アタッシュLL ¥24,000

E-6604(660498)

S/20ℓ用 ¥2,500 E-768(768156)ブルー E-6370(637094)ブラック

A
←〈外寸〉53 0→

チェストベルト
¥1,200

●幅50㎜×長さ185㎜
●ベルト幅/40㎜以下に対応

カメラケース

カメラケース

●内寸/300×450×(110+40)㎜
●重量/約3.2㎏●中仕切/9枚

●長さ/80㎝まで調節可能●ベルト幅/25㎜

リュックサックの背負い
ベルトに取り付けて、
移動時の安定性がグーンとアップ！

L/40ℓ用 ¥3,000 E-770(770159)ブルー

←
30

→

リュックサックカバー

●長さ/50㎝まで調節可能●ベルト幅/25㎜

L/¥400 E-6126(612695)

エアースルー肩パッド
¥1,100 E-6179(617997)

ブルー

M/¥300 E-6125(612596)

耐荷重
ブロック
60㎜厚

60㎜厚

●寸法/480×333㎜●色/グレー
●ワンタッチで貼れる
粘着シート付き

好みのサイズに
カット可能。

ウレタンフォーム 波型
¥1,400 E-6589(658990)

●寸法/450×300㎜●フリーカッティング式

●寸法/315×465㎜●厚さ/40㎜
●フリーカッティング式

ハードウレタンフォーム L 30㎜･60㎜
¥2,300 E-6595(659591)●厚さ/30㎜
¥3,900 E-6596(659690)●厚さ/60㎜

ウレタンフォーム ブロック型 30㎜・60㎜
¥1,400 E-6590(659096)●厚さ/30㎜
¥1,600 E-6591(659195)●厚さ/60㎜

●寸法/500×330㎜●フリーカッティング式

ハードケース中仕切
S/¥1,100 E-6605(660597)
●寸法/70×450㎜●色/グレー

M/¥1,600 E-6606(660696)

●寸法/315×465㎜
●カッター不要のブロック式(15×15㎜)

L/¥1,900 E-6607(660795)
●寸法/150×450㎜●色/グレー

●寸法/100×450㎜●色/グレー

※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。

13

（「2020写真・映像用品年鑑」P40）

耐荷重

耐荷重

㎏

（約）

㎏

E-6677(667794)

●キャリーベルト
一体型

キャリー
カートL
¥7,900

トローリー
T005
¥3,600

●キャリー
ベルト付

●キャリーベルト
一体型

E-6912(691294)

E-6678(667893)

●設置時踏み台高/約560㎜
●保管時サイズ/610×425×170㎜
●重量/約1.7kg

キャリーベルト
¥700
E-6088(608896)

●ゴムロープ長さ145㎝
※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。

耐荷重
（約）

㎏

E-6913(691393)

●キャリーベルト付

脚立Ⅱ
¥5,500 E-6441(644191)

トローリー
T006
¥4,700
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ガードフィルム

ガードフィルム

溝付ウレタンフォーム
¥1,900 E-6592(659294)

ハードウレタンフォーム M 30㎜･60㎜
¥1,800 E-6593(659393)●厚さ/30㎜
¥3,300 E-6594(659492)●厚さ/60㎜

キャリー
カートS
¥3,500

撮影用品

撮影用品

ブロック
30㎜厚
30㎜厚

ハードケース

ハードケース

イーボックス アタッシュL
¥19,000 E-9035(903595)

クイックベルトM・L

●205×65㎜●ブラック・グレー

カメラバッグ

カメラバッグ

E-9035使用の目安

←〈外寸〉48 0→

ショルダーパッド
リバーシブル
¥1,200 E-6107(610790)
重いバッグも
これで
楽々

特製ハードケース製作承ります

パチンとワンタッチ
でロック

ウェットスーツ素材使用の
リバーシブルタイプ

●295×70㎜●ベルト幅/60㎜以下に対応●重量/70g

ブラック

←〈外寸〉52 0→

●長さ/78 131㎝●ベルト幅/38㎜
●重量/150g

E-6248

雨からザックを守る
プロテクターカバー

●内寸:260×480
×(325+60)㎜
●重量/約5.9㎏
●中仕切/4枚

ショルダーベルトM
¥2,000 E-6248(624896)

耐久性抜群の金属フック使用

L/¥2,600 E-6154(615498)

E-9045(904592)

●内寸/250×380×(90+40)㎜
●重量/約2.5㎏●中仕切/9枚

E-6688

●内寸/220×395×(250+45)㎜
●重量/約3.4㎏●中仕切/4枚

E-9040使用の目安

●長さ/91 127㎝●ベルト幅/38㎜
●重量/195g

L

●250×85㎜●ベルト幅/65㎜以下に対応●重量/60g

アルミ45 プロ
¥45,000

イーボックス アタッシュM
¥16,000 E-9034(903496)

M

Dr.air
クッションパッドM・L
M/¥2,300 E-6153(615399)

天蓋には三脚等を固定できるベルトループ、
底部には大型のゴム脚を装備。
信頼の日本製。

E-9034使用の目安

←
15
5

エアークッションに
包みこまれるような
感触で快適さを
お約束

※本ページの製品にはすべてショ
ルダーベルトと鍵が付属してい
ます。
※外寸は取手をたたんだ状態で突
起部分を含んだサイズです。
※より安 全 に 機 材を 保 護 するた
め、別売のウレタンを併用するこ
とをお勧めします。
※ハードケースは人が乗ることを
前提に設計されておりません。脚
立・踏み台の代わりに使用しない
でください。

検索

ショルダーベルトL
¥3,600 E-6688(668890)

肩への負担を軽くする大型パッド付き

イーボックスL
¥18,500 E-9040(904097)

軽量・堅牢で中仕切は自由にセット可能。
出し入れが楽なアタッシュタイプ。

←300→

●内寸/160×320×(175+45)㎜
●重量/約2.2㎏●中仕切/4枚

5→

E-9039使用の目安

●内寸/190×360×(180+45)㎜●重量/約2.55㎏●中仕切/4枚

←〈外寸〉40 5→

イーボックスS
¥14,000 E-9038(903892)

←330→

0→
23
←

←〈外寸〉39 0→

←〈外寸〉35 0→

26

←
18
5

→

イーボックスSS
¥13,000 E-9037(903793)

←260→

←〈外寸〉310→

E-9038使用の目安

←

E-9037使用の目安

←

←245→

かわいいけれどタフな立方体。イーボックス4サイズ。

エツミ

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。

カメラにジャストフィット。伸びるネオプレーン素材が優しく包む。
高機能素材ネオプレーン採用。
レンズを付けたままで、
もちろんOK。

中級一眼レフ+標準ズームに。

少し長めの
標準ズームに

NPカメラケース
SS2
¥2,500

NPカメラケース
M2
¥2,800

E-6878(687891)ブラック
E-6879(687990)ネイビー
E-6880(688096)グレー
ネイビー

ブラック

E-6881(688195)ブラック
E-6882(688294)ネイビー
E-6883(688393)グレー

ネイビー

●内寸/
約150×130×100㎜
●重量/約90g

●内寸/
約180×145×110㎜
●重量/約120g

NPカメラケース SSロング2
¥2,800
E-6890(689093)ブラック

●内寸/約170×130×100㎜
●重量/約130g

グレー

●全長:80‑130㎜直径85㎜
以下のサイズに対応
●重量/約70g

グレー

セミハードレンズケースL

セミハード
レンズケースL
¥3,300

ブラック

ネイビー

E-6900(690099)ブラック
E-6901(690198)ネイビー

ブラック

レッド

E-6011(601194)ブラック E-6014(601491)ブラック
E-6759(675997)リーフ
E-6756(675690)リーフ

●90×Φ85㎜

E-6888（688898）ネイビー E-6889（688997）グレー
●内寸/220×160×165㎜●重量/145g

200 リーフ

ウエストベルトにも取付可能

300
ブラック
200
ブラック

100リーフ

50 リーフ
100
ブラック

●120×φ100㎜

カメラバッグ

カメラバッグ

NPカメラケース L2 ¥3,300

300 リーフ

●220×Φ105㎜

100/¥2,200
E-6012(601293)ブラック
E-6757(675799)リーフ

●内寸/220×155×120㎜
●重量/約160g

ネイビー
ブラック

E-6781(678196)ブラック
E-6782(678295)グレー
E-6835(683596)ネイビー

●内寸(約)/100×φ60㎜
●重量/約90g
●ベルトループ幅/約60㎜

ズームネオプレーン
レンズポーチM

ズームネオプレーン
レンズポーチS

衝撃に強いネオプレーン製レンズポーチ
ネオプレーンポーチ 50・100・200・300
300/¥3,000
50/¥2,000

グレー

E-6885(688591)ネイビー
E-6886(688690)グレー
ネイビー

E-6529(652998)ブラック

●全長55‑95㎜直径65㎜
以下のサイズに対応
●重量/約50g

フラグシップ機+
大口径標準ズームに。

NPカメラケース
ML2
¥3,100
グレー

E-6530(653094)ブラック
E-6532(653292)レッド

衝撃に強いEVA素材でレンズを護る！
セミハードレンズケース セミハードレンズケース
¥2,700

検索

●内寸(約):Φ80×H140㎜
●重量/約160g
●ベルトループ幅:約60㎜

ネイビー

フルサイズ一眼レフ+
大口径標準ズームに。

レンズに合わせて伸縮自在！スペースの無駄なくスッキリ収納。
ズームネオプレーン
ズームネオプレーン
レンズポーチM
レンズポーチS
¥2,200
¥2,800

エツミ

50
ブラック

200/¥2,500
E-6013(601392)ブラック
E-6758(675898)リーフ

●160×φ105㎜

●ニコンD850/D810/D750/D500
＋AF-S 24-120㎜ f/4 G ED VR
＋AF-S 28-300㎜ f/3.5-5.6 G ED VR 等
●各社デジタル一眼レフ＋大口径ズーム

Mサイズ
●キヤノンEOS80D/70D
＋EF-S 18-135㎜ F3.5-5.6 IS STM
＋EF-S 18-55㎜ F3.5-5.6 IS STM
●ニコンD7500/D7200
＋AF-S 18-140㎜ f/3.5-5.6G ED VR
＋AF-S 16-85㎜ f/3.5-5.6G ED VR等
●各社デジタル一眼レフ＋標準ズーム
Lサイズ
●キヤノンEOS 1Dシリーズ
●ニコンD4/D3/D2シリーズ
●各社バッテリーグリップ付APS-Cサイズ一眼レフ
＋最大24-105㎜F4クラスのズームレンズ

交換レンズにぴったり。
大口径花形フードも収納可
レンズポーチ S・M・L・F2.8S・F2.8L
F2.8S/¥1,600
S/¥1,200
E-5005(500596)

E-5008(500893)

M/¥1,300
E-5006(500695)

F2.8L/¥2,000

●100×φ90㎜●色/ブラック

柔らかなキルティング生地で優しく保護
L

M

●170×φ115㎜
●色/ブラック

●140×φ100㎜●色/ブラック E-5009(500992)
●230×φ115㎜
L/¥1,400
●色/ブラック

E-5007(500794)

●180×φ100㎜●色/ブラック
F2.8L

S
S

L

E-3400(340093)ブラック

●内寸/100×(上部160×底部100)×190㎜
●重量/約290g
●ショルダーベルト・中仕切/1枚付属

●170×φ98㎜●色/ブラック ●240×φ120㎜●色/ブラック

E-5001(500190)

●210×(150 220)㎜
●色/ブラック

S/¥1,100 E-5117(511790)

M/¥1,100
E-5088(508899)

2.8WF

S ブラック

2.8L/¥1,400
E-5091(509193)

L

M

コンパクトカメラ・デジタル
ガジェットをソフトに包む
パルファン
（店頭想定価格）
¥1,130
E-1945

(194597)ブラック

●内寸/約40×75×125㎜
●重量/約37g

保護性と携行性、
機能重視のカメラポーチ
Dショット トレス
（店頭想定価格）
¥1,380

E-1838(183898)ブルー E-1839(183997)ピンク
●内寸/約40×80×120㎜●重量/約52g
●背面にベルトループ・Ｄリング付
ブルー

極厚10㎜のウレタン採用！150〜600㎜クラスのズームレンズに最適
クッションレンズポーチ LL
￥2,600
E-5293(529399)

●レンズ収納部内寸/
210×40×350㎜

ピンク

Ｌ/¥2,150
E-5002(500299)

●90×40×180㎜●色/ブラック

M/¥1,300 E-1462(146299)

●250×(180 300)㎜
●色/ブラック

●120×40×180㎜●色/ブラック

L/¥1,600 E-1463(146398)

●180×50×230㎜●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。
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ガードフィルム

ガードフィルム

マジックテープ付
キルティングケースＭ・Ｌ
Ｍ/¥1,950

●40×80×110㎜●色/ブラック

2.8M/¥1,300
E-5090(509094)

●160×φ120㎜●色/ブラック

●100×160×210㎜
●色/ブラック

マジックテープで大きさ自由

L

S/¥1,000
E-5087(508790)

●140×φ98㎜●色/ブラック ●190×φ120㎜●色/ブラック

●100×200×260㎜
●色/ブラック

SS

M

E-5089(508998)

●95×φ68㎜●色/ブラック

2.8L
2.8M

L /¥2,000 E-5019(501999)

S

デジタル一眼レフ、
スピードライトなどに

E-5115(511592)

●70×120×145㎜
●色/ブラック

M/¥1,600 E-5018(501890)

トライアングルⅢ ¥2,600

デジタルクッションポーチ
SS・S・M・L
SS/¥800 E-5116(511691)

キルティングポーチ
Ｓ・Ｍ・Ｌ
S /¥1,300 E-5017(501791)

厚手のクッションで
機材を保護

撮影用品

撮影用品

速射性に優れる
ガンホルダータ
イプのロングセラー。
中級一眼レフ+
標準〜高倍率
ズームに最適。

フードを付けたまま入れられるクッションポーチ
クッションレンズポーチ SS・S・M・2.8WF・2.8M・2.8L
SS
SS/¥800
2.8WF/¥1,200
ブラック
M ブラック

F2.8S

ストラップ

ストラップ

カメラから
小物まで収納可

カメラケース

MLサイズ
●キヤノンEOS 5D/6D/7D各シリーズ
＋EF 24-70㎜ F2.8L Ⅰ/Ⅱ USM
＋EF 24-105㎜ F4L Ⅰ/Ⅱ IS USM 等
●ニコンクールピクスP1000

SSロング
●キヤノンEOS KissX8i/X7/8000D
＋EF-S 18-55㎜ F3.5-5.6 IS STM 等
●ソニーα9/α7シリーズ
＋SEL2870/SEL2470Z 等
●ニコンZ7/Z6＋Z 24-70㎜ f/4 S
/Z 50㎜ f/1.8 S
●ペンタックスKP/K-70/K-3Ⅱ
＋DA 20-40㎜/DA 18-135㎜ 等

ハードケース

カメラケース

NPカメラケースの適合機種

ハードケース

SSサイズ
●キヤノンEOS KissX9i/X9/9000D
＋EF-S 18-55㎜ F4-5.6 IS STM 等
●ニコンD5600/D5500/D5300/D3400
＋AF-P18-55㎜/AF-S18-55㎜VRⅡ等
●オリンパスEM-1mk2/ E-M1
＋ED 12-40㎜ F2.8 PRO等
●フジフイルムX-T2/X-T1
＋XF 18-55㎜ F2.8-4 R LM OIS等

※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。
ストラップ

文字入れ特注承ります！

デジタルカメラを個性的に演出。ケータイやIDカードにも。

1000本から

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
シンプルで飽きのこない
カラーストラップ

デジタルカメラ、
ケータイに
シックなシンプルストラップ

ディープレッド

┃
▶ネックストラップ
トラック
········································
¥800

ディープピンク
オレンジ

E-1937(193798)ディープレッド
E-1938(193897)ディープピンク
E-1939(193996)オレンジ
E-1941(194191)グリーン
E-1942(194290)スカイブルー
E-1943(194399)ネイビーブルー
E-1944(194498)ブラック

スカイブルー
ネイビーブルー

●全長/54㎝●幅/10㎜

001

002

003

004

005

006

007

008

009

個性的なカラーは欧州ベルギーの老舗から。
ファッショナブルでハイクオリティな
カメラストラップ。

柔かな手触りにこだわった、
上質な日本製ストラップ

010

011

008
アースシャギー
ネイビー
使用例

ネイビー

012

013

014

015

┃
▶ゲバルト カメラストラップ オープン価格

ワイン

ジーンズメーカー
EDWINの名を冠した
デニム素材の一眼ストラップ

ブラック

¥3,900

E-6974(697494)ブラック E-6976(697692)ワイン
E-6975(697593)ネイビー
●長さ/約102 128㎝●幅/40㎜●先端テープ幅/10㎜

ブルー
使用例

軽くて柔らかな感触の
本革調ストラップ

┃
▶SLRストラップ
············································
ミディアム125/¥2,200

ミディアム125
ブラック 使用例

ブラック

┃
▶デュアルポイント
ワイドストラップ

·········································

¥2,200

┃
▶クイックループ
·····································
カメラ底部の ¥2,100

E-6508(650895)ブラック
E-6509(650994)ブラウン
E-6511(651199)レッド
●全長/102㎝●幅/15㎜

三脚ネジ穴を E-6547(654794)ブラック
使って装着。 ●全長/100 150㎝

ショルダーにもネックにも!2点止めでしっかりサポート!

ブラック

ブラウン

┃
▶デュアルポイント
ストラップ
········································
¥1,600

ブラウン ブラック

ブラック

シンプル&モダン
ハンドストラップの
スタンダード

ネイビー

●全長/27㎝●幅/20㎜
●先端テープ幅/10㎜

かさばらないカラフルハンドストラップ
ヴィンテージ
トリコロール

┃
▶ユニヴィールハンドストラップ

····································································

使用例

┃
▶スフィーダ
カメラストラップ
········································
￥2,700
E-6753(675393)ブラック
E-6754(675492)ホワイト

E-6899

●長さ/120 135㎝●幅/20㎜
●先端テープ幅/10㎜

柔らかなシリコンクッションと
伸縮するNP素材の
ダブルクッションでより快適に

········································

カーキ/オレンジ
使用例

¥1,400

E-6638（663895）
ブラック/グレー
E-6639（663994）
カーキ/オレンジ

●全長/24㎝●幅/20㎜

使用例

E-6907(690792)
●全長22㎝
●止めネジ付

┃
▶ハンドフリー&ネックストラップ
·······································································
¥1,200 E-6720(672095)
●長さ56㎝●幅12㎜

使用例

E-6726（672699）グリーン/ホワイト/ブルー
E-6808（680892）ヴィンテージトリコロール
E-6809（680991）ヴィンテージスカイ
●全長/27㎝●幅/20㎜
●先端テープ幅/10㎜

グリーン/
ホワイト/ブルー

ヴィンテージ
スカイ使用例

THETAにも
おすすめ

使用例

一眼用ストラップを
コンパクトカメラに

カメラの三脚ネジに取り付けるストラップアダプター

カメラとストラップを
つなぐリング

使用例
レッド

ブルー

ゴールド

シルバー

ブラック

┃
▶1/4 スクリュー（カメラストラップ用）

E-412R

···········································································

オープン価格

┃
▶ストラップアダプター
··················································
¥750 E-6972(697296)

E-6931(693199)ブラック E-6934(693496)ブルー
E-6932(693298)シルバー E-6935(693595)レッド
E-6933(693397)ゴールド
●ネジ直径約21㎜●重量約12g

●2個入り
●テープ取り付け幅/10㎜

E-6898

┃
▶ストラップアダプター
デュアルポイント
·················································
¥800 E-6542(654299)

E-412S

┃
▶三角・丸リング
···································
¥260

●2個入り●先端テープ幅/
10 12㎜のストラップに適合

三角/E-412R(412165)
丸 /E-412S(412363)
●2個セット

リングを包んで装着・カメラのキズ防止に
ブルー

ゴールド

シルバー

ブラック

┃
▶１/４ スクリュー（カメラストラップ用Ｄラップリング）
E-6899

パッド
部分
比較

┃
▶ミラーレス一眼用ストラップ
DENIM（デニム）
································································
¥1,400
E-6440(644092)ネイビー
●長さ/115 133㎝●先端テープ幅/6㎜

※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-6898

▶2WAYクッションストラップ
┃
▶クッションストラップ ┃
································································
·················································
￥3,500 E-6899(689994)
￥2,500 E-6898(689895)
●全長/78‐120㎝●幅/60㎜
●先端テープ幅/12㎜

（「2020写真・映像用品年鑑」P42）

●全長/107-126㎝●幅/70㎜
●先端テープ幅/12㎜

······································································································

オープン価格

E-6950(695094)ブラック E-6953(695391)ブルー
E-6951(695193)シルバー E-6954(695490)レッド
E-6952(695292)ゴールド
●ネジ直径約13㎜●リングサイズ約25㎜●重量約11g

┃
▶1/4 C-リングスクリュー

·························································
オープン価格 E-6936(693694)シルバー

●ネジ直径約12㎜●リングサイズ約16㎜

ブラック 使用例

レッド 使用例

ダークブラウン 使用例

▶カラード・リングカバー
┃
▶ストラップアダプターメタル ┃
·····················································
······························································
¥750 E-6973(697395)
￥390 E-6300(630095)ブラック
●2個入り
●テープ取り付け幅/10㎜

※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-6302(630293)レッド
E-6303(630392)ダークブラウン

●2個セット●材質:本革製

（「2020写真・映像用品年鑑」P42）

ダークブラウン

ガードフィルム

ガードフィルム

2WAYは
バックルを外して
ショートストラップ
として使用可

デニムをあしらった
アクティブな
スリムタイプ
テープ幅６㎜

E-6277（627798）
ネイビー/ホワイト/エメラルドブルー
E-6280（628092）
グレー/ホワイト/ブラック
E-6811（681196）
ヴィンテージスカイ

コンパクトカメラをワンハンドで
ガッチリホールド

撮影用品

撮影用品

●全長/90‑110㎝
●幅/30㎜
●先端テープ幅/10㎜

┃
▶Une ville（ユニヴィール）
ストラップ
······················································
¥1,500

┃
▶ハンドストラップ
ACTIVE（アクティブ）
for コンパクト

使用例

￥1,500

ヴィンテージスカイ
ホワイト

E-6078（607899）ブラック
●長さ23.5㎝
●幅8㎜

伝統的なシンプルネックストラップ

グレー/ホワイト/ブラック

ブラック

¥400

┃
▶ハンドストラップ
アクション
丈夫な編紐ハンドストラップ
········································
┃
▶スナップバンドⅡ
¥1,400
········································
E-6711(671197)ブラック
¥1,300
E-6713(671395)ネイビー

E-1832（183294）ブラック
E-1833（183393）ブラウン
●全長/105㎝●幅/10㎜
●本革製(裏面PU加工)

あざやかな色彩が
カメラを引き立てる

レッド 使用例

E-6433（643392)レッド E-6436（643699）ブラック
●長さ/119 133㎝●先端テープ幅/6㎜

レッド

使用例

レッド

┃
▶ミラーレス一眼用ストラップ
Ａllegro（アレグロ）
································································
¥1,200

高級本革を
使用した
2点吊りタイプ

ストラップ

ストラップ

ブラック

●全長/23㎝

············································

ネイビー/ホワイト/エメラルドブルー

E-6437(643798)ブラック E-6438(643897)ブラウン
E-6439(643996)ホワイト
●長さ/115 133㎝●先端テープ幅/6㎜
●本革製

先端テープ幅6㎜の
カラフルストラップ

·······································································
E-1471（147197）ブラック

ブラック
使用例

使用例

┃
▶ミラーレス一眼用ストラップ
HARMONIZE(ハーモナイズ）
································································
¥2,300
上よりブラック・
ブラウン・ホワイト

┃
▶ループ ハンドストラップ ¥400

ゲーム機や双眼鏡にも

カメラケース

カメラケース

本革のシックな質感は
最新機種にも見事に調和。テープ幅６㎜

ミディアム125
ネイビー

ブラック

左より
グレー/ブルー
グレー/ピンク
ブラック/グレー

ハードケース

ハードケース

·····································································

細身の素材が
手に優しく
フィット

カメラバッグ

E-6925(692598)ブラック
E-6926(692697)ネイビー
E-6927(692796)ブルー
●長さ/119 135㎝
●幅/35㎜
●先端テープ幅/10㎜

┃
▶カメラストラップ柔-Yawara-

ロング150
グレー 使用例

●全長/45㎝
●幅/10㎜

最もシンプルなコンパクト用ストラップ。ガラケーにも

クト
高級コンパ
すすめ︒
カメラにお

カメラバッグ

¥3,000

ネイビー

E-6891(689192)ブラック
E-6892(689291)グレー
E-6893(689390)ネイビー
●全長／約104 125㎝
ロング150/¥2,400
E-6894(689499)ブラック
E-6895(689598)グレー
E-6896(689697)ネイビー
●全長/約122 150㎝
共通
●ストラップ幅/35㎜
●先端テープ幅/10㎜
●主要材質/
ポリエステル・PE･PP

(220692)ブラック

┃
▶ハンドストラップS

┃
▶EDWIN
カメラストラップ
········································

ブラック
使用例

ロング150
ネイビー

E-2206

·······················································································

009 アースシャギー レッド
001 ビビッドシャギー ピンク
010 アースシャギー ベージュ
002 ビビッドシャギー イエロー
011 マルチストライプ ブラック
003 ビビッドシャギー レッド
012 マルチストライプ ブラック/イエロー
004 ビビッドシャギー ブルー/パープル
005 ビビッドシャギー イエロー/オレンジ 013 マルチストライプ トリコロール
014 マルチストライプ ブルー
006 アースシャギー ブラック
015 インディゴブルー
007 アースシャギー グレー
016 カモフラージュ
008 アースシャギー ネイビー
●全長/102 128㎝●先端テープ幅/10㎜

ブルー

飾らない・
かさばらない・
すべらない
ストラップの
"3ない宣言"

¥800

ブラック/グレー

目立たず機敏な動きに対応
たすき掛け専用速写ストラップ

016

········································

E-1809（180996）グレー/ブルー
E-1810（181092）グレー/ピンク
E-1812（181290）
●全長/45㎝
●幅/10㎜

検索

┃
▶ネックストラップ
チェアフル

┃
▶スリムライン
ストラップ
································
¥800

グリーン

エツミ

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

ウルトラジャイアント
ブロアー ネオ M レッド

グレー

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

Lサイズ /¥2,800
E-5291(529191)レッド
●190×φ60㎜●シリコン製

ロングショットブロアー
ブラック

ワンショット
ブロアーM ブルー

グレー

ブルー

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 L レッド

ジェットブロアーⅡ
グレー

ブラック
グリーン

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

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。

Lサイズ

キューティー
ブロアー
レッド

レッド

ワンショット
ブロアーS
ブルー

世界のプロカメラマンが認めたハイテククロス

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㎜

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/ ¥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㎜

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㎜

セーム革

S/￥500 E-5274(527494)
●天然鹿革●約10×10㎝
M/￥980 E-5275(527593)
●天然鹿革●約15×15㎝
M/E-5275

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㎜

イエロー

シリコンノズルでキズを
付けない安心設計

キューティーブロアー

¥900 E-5206(520693)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

ワンショットブロアーS

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

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）

（1000枚より）

手になじむボリューム感、機材の保護にも

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。
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

検索

昔ながらのしなやかな
本鹿皮を使用

信頼の純日本製

ミクロディア エピクロス

エツミ

マイクロファイバースエード

ミクロディアFSYクロス

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㎜

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

機材を包みやすい
袋状のコーナー部

ブロアー
ブラシⅡ
S ブラック

S ブラック

ワンショットブロアーM
E-5284(528491)ブルー
●約Φ52×122㎜●シリコン製

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

¥580

M ブラック

レッド

ブロアーブラシⅡ

ブルー

E-5281(528194)ブラック
E-5282(528293)ブルー
●約Φ52×142㎜
●シリコン製

S 使用例

カメラ
クリーニングセット
プレミアム

カメラ
クリーニングセット
プレミアム ショート

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

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

￥1,400

スケルトンクリーニングセット
¥1,500

¥1,200 E-147(147159)

●長さ125㎜●携帯時90㎜

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

¥1,800

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

●長さ90㎜
●携帯時75㎜
●キャップ付

レンズブラシ
（中）使用例

E-5033
E-5084

カラット3袋入

¥1,200 E-5084(508493)

カラット

●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）

レンズリップ
スティックブラシ

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!

¥1,200 E-5294(529498)

¥5,429 E-1675(167591)

ナノカーボンペンⅡ
●長さ55㎜●キャップ付

¥1,400 E-5143(514395)

カラット

¥400 E-5033(503399)

●1袋30ｇ×4個入
●主成分/酸化カルシウム（CaO）

「グリーン購入法」
適合商品
フロンガス一切不使用！

¥800 E-146(146152)

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

ドデ
カラット

ローパスフィルタークリーニングダブル
●スクエア、スポット2本セット
●ケース付

●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

※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。

撮影用品

撮影用品

ブルー

¥500 E-5259(525995)

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

レンズクリーニングペーパー

アルカリ剤無添加。
機材に優しい中性タイプ

使いやすいブロアと柔らかな
ブラシをワンパックに。

¥700 E-5260(526091)

¥2,500 E-5209(520990)

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
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E-5143

主成分：
精製水・エタノール・
界面活性剤・防腐剤

（「2020写真・映像用品年鑑」P43）

塗布前

塗布後

金属表面の凹凸をナノサイズの粒子
で埋め「点接点」を「面接点」にし、導
通ロスを極限にまで抑えます。

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。

押さえウレタン

美クリーンセット

ブロアー●125×Φ54㎜
●シリコン製
ブラシ●全長約160㎜
クロス●145×170㎜

スクエアチップ
スポットチップ

レンズマウント部の接点、バッテリー、縦位置クリップ
の接点、ホットシュー、ストロボ側の接点、メディアカー
ドの接点に。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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（「2020写真・映像用品年鑑」P43）

クリーニング
マット

ガードフィルム

普段使いに最適クリーニングの定番品

クリア

接点に塗るだけで本来の
ポテンシャルを引き出す

電流

ガードフィルム

信頼の日本製。
工業用ワイパーを使用

※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。

エコのパワーで強力噴射

E-5143
セット内容

エアフィルターで
ホコリの侵入
シャットアウト

●40枚入●8×15㎝
●材質:アクリル＋ポリエステル

レンズブラシ（中）

アクセサリー入れにもなる防水ケース付 ロングセラーのクリーニング基本セット
イエロー

大容量のどでかい乾燥剤

レンズや機材のホコリを払い落とす

E-5280

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

クリーンクロス プラス

L 使用例

￥1,400

E-5279

ブルー

●大容量パック50g×4袋
●主成分/酸化カルシウム（CaO）

ストラップ

ストラップ

ダストフリーエアーブロアー

滑らかで柔らかな
触感の本体

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㎜

E-5222

￥650 E-5222(522291)

カメラケース

カメラケース

デジタルカメラのメンテナンスに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

JJC-CL-DF1BL(6950291511881)ブルー
JJC-CL-DF1YL(6950291511874)イエロー
●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(4975981819766)
交換用エアーフィルター単品

ホワイト

ブラック

M 使用例

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
￥3,950

ドデカラット

ハードケース

ハードケース

ロングショット
ブロアー

マイクロファイバー

S/¥500 E-5123(512391)グレー

ブラシが汚れないキャップ付

¥800 E-5283(528392)ブラック

防カビ・防湿用強力乾燥剤の定番カラット

超極細繊維で指紋・脂汚れもスッキリ!!

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

カメラバッグ

カメラバッグ

ブルー

ACCESSORIES フード・キャップ・レインカバー・防寒用品
パンケーキレンズの携帯性を損ねない薄型フード

専用メタルキャップが付いたインナー型フード

メタルインナーフード 46㎜ メタルインナーフード 49㎜ メタルインナーフード+キャップセット
￥2,600

￥3,000

E-6308(630897)シルバー
E-6309(630996)ブラック
●LUMIX G 20㎜/F1.7専用
E-6309 使用例

E-6470 使用例

メタルインナーフード+キャップセット 37㎜

￥4,100

E-6355(635595)シルバー
●ソニーSEL16F28
(E16㎜ F2.8)対応

冬や雨中での撮影に。防寒、防塵、撥水性でカメラをガード

¥1,500

M/ ¥5,500 E-6350(635090)

¥17,000 E-6687(668791)ブラック

数多くのご要望に
お応えして専用の
ネジ込み式キャップ付属

使用例

E-6543

E-6544

使用例

クリアな画像はレンズフードの常用から

49㎜/E-6565(656590)
52㎜/E-6566(656699)
55㎜/E-6567(656798)
●外寸:約Φ61×22㎜
(取付ネジ部分除 )
58㎜/E-6568(656897)
●外寸:約Φ65×22㎜
(取付ネジ部除 )

固く締まったフィルターを楽に取り外せる
フィルタールーズ

使用例

M/ ¥950
E-5034(503498)
●48 58㎜用●樹脂製
●2枚セット

E-5034

L/ ¥1,400
E-5035(503597)
●62 77㎜用●樹脂製
●2枚セット

HF-HHB011(0748252249500)ブラック
HF-HHR012(0748252249401)レッド
HF-HHW013(0748252249302)ホワイト
●樹脂製●幅35‑40㎜の
ストラップ・ベルトに適合

キャップクリップ レッド

HF-HHR022

HF-HHW023

カメラレインカバー RI-5/RI-6

カメラレインカバー 簡易型

JJC-RI-5(6950291516053)
JJC-RI-6(6950291516060)
●2枚入
●ポリエチレン製
●対応するレンズ
直径（最大）
170㎜
長さ（最大）
45㎝

S /E-6668(666896) M/E-6915(691591)
●2枚入●ポリエチレン製

キャップホルダー
（フック式）

すぐれた防風、防滴性に加え、
高い保温性を持ち、また、一段
と軽くてソフトな風合いをも兼
ね備えています。

光学ファインダー/
液晶モニターどちらも見やすいレインカバー

¥1,300

カメラレインコート
¥5,000

ニコン角窓タイプ/
ＪＪＣ‐ＲＣ‐ＤＫ

S 使用例

(6950291521590)

ニコン丸窓タイプ/
ＪＪＣ‐ＲＣ‐ＤＫ１９
(6950291521606)

¥500 E-6629(662997)

キヤノンＥＦ/ＥＢタイプ/
ＪＪＣ‐ＲＣ‐ＥＦ

●吊具取付タイプ

使用例

(6950291521576)

キヤノンＥＧタイプ/
ＪＪＣ‐ＲＣ‐ＥＧ

キャップ
クリップS
ホワイト

(6950291521583)

キャップ
クリップ
ホワイト

Mサイズ
中級一眼レフ
+70-200㎜
f2.8まで対応
（最大）

RI-5 使用例

(0748252249609)ホワイト

使用例

●樹脂製●幅20‑25㎜の
ストラップ・ベルトに適合

使用例

●カメラのアイピース
を外して装着
●使用の目安：
最大でレンズの
最大長(ズーム等で鏡胴が
伸びた状態で)20㎝程度。
概ね70-200㎜f/
2.8クラスのズームレンズまで。

カメラケース

カメラケース

(0748252249708)レッド

キャップホルダー
（ひも式）

●ゴムひも付
●レンズ先端取付タイプ

フーファ キャップクリップS
¥1,800

レンズカバー使用時

¥1,300

¥500 E-6628(662898)

キャップ
クリップ
ブラック

対流伝導

RI-6 使用例

各社ミラーレスカメラやマウントアダプターに

ボディキャップ/レンズリアキャップ

ワンタッチレンズキャップ
37㎜用/¥400
40.5㎜用/¥400
43㎜用/¥400
46㎜用/¥400
48㎜用/¥400
49㎜用/¥400
52㎜用/¥400
55㎜用/¥400
58㎜用/¥500
62㎜用/¥500
67㎜用/¥500
72㎜用/¥500
77㎜用/¥500
82㎜用/¥500

E-6481(648199)
E-6482(648298)
E-6491(649196)
E-6492(649295)
E-6493(649394)
E-6494(649493)
E-6495(649592)
E-6496(649691)
E-6497(649790)
E-6498(649899)
E-6499(649998)
E-6500(650093)
E-6501(650192)
E-6483(648397)

ベーシックな
スプリング式

使用例

37㎜用/¥600 E-6690(669095)
40.5㎜用/¥600 E-6691(669194)
43㎜用/¥600 E-6692(669293)
46㎜用/¥600 E-6693(669392)
49㎜用/¥600 E-6694(669491)
52㎜用/¥600 E-6695(669590)
55㎜用/¥600 E-6696(669699)
58㎜用/¥770 E-6697(669798)
62㎜用/¥770 E-6698(669897)
67㎜用/¥770 E-6699(669996)
72㎜用/¥770 E-6700(670091)
77㎜用/¥770 E-6701(670190)
82㎜用/¥900 E-6702(670299)

Sサイズ
中級一眼レフ
+標準ズームまで対応（最大）

紛失防止用
ゴムホルダー付

三脚を使用して、
安心の野外撮影を

伸縮式バーの調節でレンズの長さに合わせられる

￥3,900 E-6722(672293)

¥3,300 E-6214(621499)

レインブラケット DXⅡ

●プレート幅44㎜(三脚取付部)･
30㎜(傘取付部)●プレート厚
2㎜(三脚取付部)･4㎜(傘取付部)
●重量約185g
使用例

三脚と雲台の間に
挟んで使用

標準〜200㎜の
レンズに適合
ソニー/
コニカミノルタα
など独自形状の
シューを備えた
機種には使用不可

PAT

オールシーズンで使える撮影手袋

フリース素材のカメラ操作用防寒グローブ

¥2,100

M/ ¥2,500
E-6845

Ｍ/￥2,500 E-6904(690495)●全長２４㎝
Ｌ/￥2,500 E-6905(690594)●全長２５㎝

E-6618
(661891)

カメラマングローブⅡ
(684593)
●全長22cm

●重量
(約)110g
使用イメージ

ウィンターシューティンググローブⅡ

使用例

L / ¥2,500
E-6846
(684692)
●全長23cm

●ポリウレタン
＋ポリエステル製

使用例

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。
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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。
※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

使用例

●対応機種
JJC-RC-DK:ニコンD750/D610/
D7500/D7200/D5600/D5500/
D3400/D3300 等
JJC-RC-DK19:ニコンD5/D850/D500/
D810A/D810/D800シリーズ/Df 等
JJC-RC-EF:キヤノンEOS9000D/
8000D/6DMarkⅡ/6D/80D/
KissX9i/X8i/X9/X80 等
JJC-RC-EG:キヤノンEOS-1DXMarkⅡ/
5DMarkⅣ/Ⅲ/5Ds/5DsR/
7DMarkⅡ/7D 等

雨傘にカメラをセッティング

レインブラケットⅡ
E-6694 使用例

使用例

●伸縮幅170 270㎜
●透明ビニール製
●ホットシューに
取り付け

E-6695
使用例

※マクロ、魚眼タイプの
レンズに一部
使用できない
ものがあります。

カメラレインウェアー

撮影用品

撮影用品

¥660 E-6332(633294)
マイクロフォーサーズ用
ボディーキャップ
¥660 E-6333(633393)
マイクロフォーサーズ用
レンズリアキャップ
¥1,080 E-6334(633492)
マイクロフォーサーズ用
ボディー＆リアキャップセット
¥790 E-6343(634390)
ソニーＥマウント対応（ＮＥＸ対応）
ボディーキャップ
¥790 E-6344(634499)
ソニーＥマウント対応（ＮＥＸ対応）
レンズリアキャップ
¥1,340 E-6345(634598)
ソニーＥマウント対応（ＮＥＸ対応）
ボディー＆リアキャップセット

外れにくいインナータイプ

インナーレンズキャップ

ストラップ

ストラップ

¥700 E-6553(655395)
ライカＭ マウント対応 ボディキャップ
¥700 E-6554(655494)
ライカＭ レンズリアキャップ
¥1,100 E-6555(655593)
ライカＭ ボディ＆レンズリアキャップセット
¥700 E-6557(655791)
ペンタックス
Ｑマウント対応レンズリアキャップ
¥700 E-6559(655999)
フジフィルム Ｘマウント対応ボディキャップ
¥700 E-6560(656095)
フジフィルム
Ｘマウント対応レンズリアキャップ
¥1,100 E-6561(656194)
フジフィルム Ｘマウント対応
ボディ＆
レンズリアキャップセット

レンズをホコリや
衝撃から守る

ハードケース

ハードケース

¥1,800

S

L

S/¥2,700
E-6730(673092)
L/¥3,500
E-6731(673191)
●フィルター
口径49 77㎜

外 気
基 布
シルバー樹脂コーティング

使用イメージ

超望遠レンズにも対応するラージサイズ 急な小雨や雪、水のイベントに！

キャップの紛失防止に

キャップクリップS レッド

雨や雪の日も撮影できるマイナス10度の耐寒仕様

カメラ
レインジャケットⅡ

カイロ
ポケット付

使用例

標準50㎜相当をカバー

ストラップ・ベルトに簡単取付！新感覚のキャップクリップ

背面は液晶画面が
見える透明窓付き

各社の300㎜F2.8
150-600㎜に対応

使用例

標準50㎜相当をカバー

フーファ キャップクリップ

延長カバー
使用時

背面の液晶窓

本体：ナイロン製
（撥水加工）

カメラバッグ

カメラバッグ

37㎜/¥900 E-6569(656996)
40.5㎜/¥900 E-6570(657092)
43㎜/¥900 E-6571(657191)
46㎜/¥900 E-6572(657290)
49㎜/¥900 E-6574(657498)
52㎜/¥900 E-6575(657597)
55㎜/¥900 E-6576(657696)
58㎜/¥1,000 E-6577(657795)
62㎜/¥1,000 E-6578(657894)
67㎜/¥1,200 E-6579(657993)
72㎜/¥1,200 E-6580(658099)
77㎜/¥1,200 E-6581(658198)

52㎜

使用例

￥1,800

使用例

S/ ¥5,000
E-6374(637490)

E-6475

メタルフードⅡ

プロフェッショナル プロテクターカバー

●中級一眼レフ〜フラグシップ向け

E-6474(647499)ホワイト
E-6475(647598)レッド
●ソニーSEL16F28(E16㎜ F2.8)対応

ラバーフードⅡ

デジタルフォトレインカバー

●小型一眼レフ向け

￥4,100

国内生産にこだわった
スタンダードなメタルフード

検索

ストラップと併用できるカメラレインカバー

メタルレンズキャップ 37㎜

￥4,100

E-6470(647093)ホワイト
E-6471(647192)レッド
●パナソニックLUMIX G 20㎜/F1.7専用
メタルインナーフード+キャップセット 49㎜

エツミ

金属の質感がクラシカル
E-6543(654398)ブラック
E-6544(654497)シルバー

E-6466(646690)ホワイト E-6467(646799)レッド
●オリンパスＭズイコーデジタル17㎜f2.8専用
メタルインナーフード+キャップセット 46㎜

E-6355 使用例

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。

TRIPODS

大型ボールヘッド+2段階開脚。
クラスを超えたハイスペックテーブル三脚

スマホ・アクションカメラ・三脚ネジが使える多機能マイクロ三脚

¥3,000

ハイポッド

アクション
カメラ
+MP-2
使用例
コンパクトカメラ
+MP-2 使用例
MP-2
収納時

E-2167(216794)グレー
E-2168(216893)ブルー
E-2169(216992)レッド
●開脚高100㎜
●収納サイズ120㎜
●セルフィースティック
MP-3は
使用時235㎜
センターポール
●スマホ固定幅55‑85㎜
3段式
●重量本体（約）54g
●スマホホルダー（約）28g
●付属品
スマートフォン
カメラネジアダプター・
+MP-3 グレー
ロングスクリューネジ
セルフィースティック

iPhone Xs/
Xs Max対応

MP-3
レッド

¥7,000 E-2114(211492)

￥5,000
E-2120

使用例

¥600 E-2093(209390)グレー

¥700

¥1,600

iPhone11・
Pro・Max対応

●重量約30g●ハンドストラップ付属

●重量約50g

一般的な1/4インチネジに
取り付け可能

GoPro用 アクション
メタルアダプター

¥1,800 E-2225(222597)ブラック

使用例

E-2226(222696)シルバー
E-2227(222795)ゴールド
E-2228(222894)ブルー
E-2229(222993)レッド
●底部1/4インチメスネジ
●重量約25g●ネジ全長約53㎜
●プレート直径約29㎜

GoPro用
アクションヘッドマウント

●肩部ベルト調節幅約25‑45㎝
●胸部ベルト調節幅約44‑72㎝
●重量約150g

●頭サイズ約43‑65㎝
●重量約65g

¥1,100 E-2213(221392)

使用例

¥1,200

E-2212(221293)
●手首サイズ
約16‑24㎝
●重量約55g

使用例

レッド

スマホホルダー

¥2,500 E-2150(215094)

¥1,300

E-2218(221897)
●重量約55g

23

●クランプ固定幅約20‑40㎜
●アーム部長さ約16㎝●重量約200g

ハイアングル
スティックS

¥3,100 E-2220(222092)

使用例

使用例

ブラック

シルバー

ブルー

GoPro用 アクション
グリップ
使用例
ハンドべルト

※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。

ハイアングル撮影に最適！
小型一眼〜
アクションカメラに！

フレキシブルアームで自由自在

（「2020写真・映像用品年鑑」P44）

使用例

アクションカメラケース
GoPro8/7/6/5用

¥1,800 E-2240(224096)ブラック
●外寸約180×125×70㎜
●内寸約160×110×25+40㎜
●重量約120g

E-6682

￥3,950

E-6680(668098)
●縮長330㎜
●伸長860㎜
●重量約220g
●パイプ径22㎜
●耐荷重約600g
●アルミ脚4段式
●Gopro用アダプター・
ハンドストラップ付属

ハイアングル
スティックL
￥4,980

E-6682(668296)
●縮長450㎜
●伸長1310㎜
●重量約260g
●パイプ径22㎜
●耐荷重約600g
●アルミ脚4段式
●Gopro用アダプター・
ハンドストラップ付属

収納時

たたんでスリムな
ミニタイプ

SH-5 使用例

SH-2

SH-2 使用例

SH-4 使用例

SH-4/￥1,500
E-6897(689796)
●固定幅52‑86㎜/12mm厚まで
●収納サイズ60×39×12mm
●耐荷重約200g●重量約34g
SH-5/￥2,200
E-6929(692994)
●固定幅58 88㎜
●Bluetoothリモコン付属
●通信距離最大9m

GoPro用
アクションクランプ

アクセサリーをまとめて整理・収納

ゴールド

●スマホアダプター
固定幅58‑86㎜●重量約83g
●耐荷重
約200g

使用例

SH-4
SH-5

SH-1

SH-3 使用例
三脚ネジ穴
2箇所で
アングル自在！

角柱でも丸パイプでも
しっかりホールド！

両面でスマホとタブレットどちらもOK

Eクランプ S

タブレットホルダー
ダブル

E-6868(686894)
●サイズ/
58×90×39㎜
(突起部含む)
●クランプ固定幅/
最大31㎜
●重量(約)150g
●1/4 三脚ネジ4箇所付

E-2155(215599)ブラック
●サイズ128×62×40㎜
●重量60g
●スマホ固定幅60 80㎜
厚さ最大８㎜まで
●タブレット固定幅120 185㎜
厚さ最大10㎜まで
●三脚ネジ穴 1箇所(底部)

¥4,900

SH-3

¥2,100

タブレット使用例
スマホ使用例

使用例

ガードフィルム

ガードフィルム

GoPro用 アクション
チェストストラップ

GoPro用 アクション
リストバンド

￥4,000 E-6666(666698)

撮影用品

撮影用品

ハンズフリーであらゆるシチュエーションに大活躍

モビヘッドDX

使用例
（一脚は別売）

使用例

¥1,800 E-2239(223990)ブラック

●アクセサリーシュー専用
●固定幅48 68㎜●重量70g

¥3,400 E-6453(645396)

使用例

￥4,500

¥2,600 E-2238(223891)ブラック

￥3,300 E-6667(666797)

使用例

デジタルカメラとWi-Fi機器を
連携させてより便利に

モビキャッチ

使用例

SH-1/ ¥1,000
E-6656(665691)
●固定幅60‑80㎜
●重量約20g●2点止めタイプ
SH-2/ ¥1,400
E-6657(665790)
●固定幅56‑78㎜
●重量約30g●3点止めタイプ
SH-3/￥1,700
E-6665(666599)
●固定幅58‑86㎜
●耐荷重約200g●重量約30g

GoPro HERO8用
シリコンカバー

カメラ+スマホの可能性に挑戦

●スマホアダプター固定幅/58‑86mm
●クランプ固定幅/角柱･円柱状ともに最大25mm
●重量/約70g●耐荷重/約200g

●直径37㎜●高さ46㎜●重量140g
●取付プレート2枚付
●底部1/4 三脚ネジ穴
※E‑2151の
マグネット雲台単体

GoProH ERO8用
アクション
プロテクターカバー

E-2116(211690)ブラック
E-2117(211799)ホワイト
E-2118(211898)ピンク
E-2119(211997)ブルー
ポータブル三脚
●伸長約80㎜
●縮長約80㎜
●重量約18g
スマホアダプター
●固定幅約58‑75㎜
●重量約20g

使用例

デジタルカメラの制御に
スマートフォンは手元で操作

●スマホアダプター
固定幅約45‑70㎜
●クランプ固定幅：
角柱/円柱状
ともに
最大25㎜
●重量
約60g

●開脚高(2段階)137㎜/100㎜
●収納サイズ197㎜
●重量220g
●ボールヘッド着脱可
●取付プレート2枚付

使用例

キーポッドwithスマホアダプター

E-2076(207693)ブルー
E-2077(207792)ピンク
E-2078(207891)グリーン
E-2079(207990)ホワイト
E-2080(208096)ブラック
E-2085(208591)イエロー
E-2086(208690)アーミー
●開脚高80㎜●重量18g

モビクランプDX

¥2,100E-6632(663291)

¥4,000 E-2151(215193)

使用例

使用例

モビクランプ

大画面スマホにも対応！

E-2162(216299)ブラック
E-2163(216398)ブルー
E-2164(216497)レッド
●縮長約305mm
●スマホホルダー
固定幅58‑86㎜
●総重量約350g

キーポッド

左よりブルー・ピンク
グリーン・ホワイト
ブラック・イエロー・アーミー

マグヘッド

使用例

使用例

スマホでのセルフ撮り、ムービー鑑賞に

一脚+スマホの
リモート撮影に！

スマホ
ホルダー
付属

パープル

携帯キーホルダー三脚

マグポッド

使用例

¥1,300 E-2211(221194)

使用例

使用例

シンプル＆スリムなミニ三脚

マグネットのパワーでスマホを瞬間セッティング

ロングフレキシブルポッドL

ピンク

ブラック

ストラップ

ストラップ

●重量約20g

●長さ約220‑1000㎜
●重量約100g
●耐荷重約250g
セット内容
スマホホルダー
●固定幅約58‑86㎜
(iPhone 11･
Pro･Maxなど
多くのスマホに対応)
●重量約30g

¥2,600 E-6815(681592)

アングル自在！三脚ネジ穴２ヶ所付き
タブレットホルダー

E-6680
使用例

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。

カメラケース

カメラケース

¥1,800 E-2234(223495)ブラック

E-6505(650598)パープル
●縮長195㎜
(突起部除く)
●重量96g
●耐荷重350g
※スマートフォン
アダプター使用
150g

カメラもスマホも
カメラポジション自由自在

iPhone11・
Pro・Max対応

大切な機材の簡易保護に

●伸長530㎜●縮長205㎜ 三脚ネジ
●ミニ三脚高さ90㎜
アダプター付
●本体重量約210g
●耐荷重最大200g程度
●付属品 ストラップ、
ロックネジ（GoPro用）、
三脚ネジアダプター
Gopro用 1/4"
トライポッドアダプター
¥720 E-2148(214899)
●三脚ネジアダプター単品

¥2,100 E-6504(650499)ブラック E-6506(650697)ピンク

左より
ネイビー
グレー
レッド
イエロー
オレンジ

E-2171(217197)ブラック
E-2172(217296)ブルー
E-2173(217395)レッド
●段数8段●伸長約1050㎜
●開脚高285㎜/230㎜
(ローアングル時)
●縮長295㎜
●重量(約)415g
●スマホホルダー
固定幅58‑86㎜
●スマホホルダー
重量(約)30ｇ

小型一眼にも

セルフィースティック

￥8,000 E-2133(213397)

E-2094(209499)ネイビー
E-2095(209598)レッド
E-2096(209697)イエロー
E-2097(209796)オレンジ
●開脚高約9㎝●重量約25g

本体のみ
レッド

8段三脚マックスエイト
使用例

フリーリーwithスマートフォンアダプター

ハードケース

ハードケース

●縮長
425㎜
●伸長
1,425㎜
●重量
300g
●パイプ径
ビデオにも
23㎜
●ケース付属

カメラ＆スマホ
ブラック

いろんな場所で気軽に自分撮り！スマホ取付OK すっかりお馴染み！定番の自撮り棒

アクションポッド3WAY

フレキシブルポッド

¥5,200

使用例

(212093)
ブラック

スマートフォン
+カメラ＆スマホ
レッド 使用例

ミラーレスカメラ
+本体のみ
ブラック使用例

最大105㎝の軽量8段三脚

フォレストVC-2 一脚

●伸長1250㎜
(センターポール全高165㎜含む)
●最低高400㎜●縮長420㎜
●重量約540g●ケース付属

Osmo Pocket
シリコンカバー

検索

カメラバッグ

カメラバッグ

運動会・学芸会に最適！

トラベル4段三脚

使用例

E-2142(214295)ブラック
E-2143(214394)レッド
セット内容：本体＋スマホホルダー

スマートフォン
+MP-3ブルー
使用例

軽快な4段、コンパクト三脚

¥5,500 E-2210(221095)
●スマホ固定幅55‑95㎜
●重量約100g●ハンドストラップ付属

カメラ＆スマホ ¥2,700

E-2144(214493)ブラック
E-2145(214592)レッド
セット内容：
本体＋スマホホルダー
＋自撮り棒本体
●開脚高
２段階)140㎜/105㎜
●縮長205㎜●重量145g
スマホホルダー
●固定幅58‑88㎜
●重量30ｇ
自撮り棒
●全長
220 1000㎜
●重量110g

使用例

MP-2/MP-3とも
GoProカメラを
直接取付可

Osmo Pocket
スマホブラケット

SNSライフの
撮影・自撮りに

セルフィー＆VR ¥3,800

¥3,750

スマホとの連結の必需品

セルフィー/カメラハンドル/ミニ三脚の3way

iPhone Xs/Xs Max対応

本体のみ ¥2,400
E-2140(214097)ブラック
E-2141(214196)レッド

マイクログリップポッドMP-3

POINT

エツミ

三脚・一脚・雲台

マイクログリップポッドMP-2
E-2166(216695)ブラック
●開脚高50㎜
●収納サイズ100㎜
●スマホ固定幅55‑85㎜
●重量
（約）42g
●スマホホルダー（約）
28g
●付属品
カメラネジアダプター・
ロングスクリューネジ

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。

M/¥1,520
E-2153(215391)
●サイズ132×37×26㎜●重量45g
●固定幅120 135㎜ 厚さ最大10mmまで
●三脚ネジ穴2箇所(底部･背面部)
L/¥1,520
E-2154(215490)
●サイズ177×37×26㎜●重量55g
●固定幅165 180㎜ 厚 最大10mmまで
●三脚ネジ穴2箇所(底部･背面部)

Mサイズ

Lサイズ

M+タブレット使用例
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TRIPODS

※表示価格はすべて消費税抜きの価格です。

三脚用アクセサリー・止ネジ

プロ仕様のカメラブレ防止装置

望遠レンズやマクロレンズでのブレ防止に ラクラク、
キレイ撮り！首にかけるだけ

¥27,000

¥10,800 E-6021(602191)

ジャイロック

E-6247(624797)
●高さ45㎜
●重量400g
●カメラ
プレート幅60㎜
●全長/
格納時144㎜･
使用例
伸長240㎜
●材質/
ステンレス・
樹脂製

テレホルダープロ

ビデサポ ¥4,200

E-2174(217494)●縮長(約)23㎝
●伸長(約)40㎝●重量160g(ネックス ラップ付)

●全長230㎜●高 44㎜●重量340g
●レンズ固定ベルト付

ACCESSORIES カメラブラケット
光軸合わせ+プロテクター更に大口径花形フード対応。
ストロボブラケットの究極形

レンズ三脚座専用 ストロボアジャスターⅡ

縦位置でも横位置でも光軸はそのまま

¥8,200 E-6165(616594)

●長さ160㎜●幅110㎜●厚さ5㎜●重量115g

●長さ290㎜
●最大幅85㎜
●厚さ3.5㎜
●重量270g

ネジ位置変換・接写などいろいろ使える

カメラを身体に固定。
アウトドアに最適

カムコーダーサポート

●幅30㎜●長さ160㎜
●重量60g
●スライド幅75㎜

E-346(346156)
●長さ75 108㎝
●ワンタッチ
着脱式

●全長250 390㎜
●クイックシュー付

¥1,600

使用例

光軸合わせとプロテクター。
両方備える万能タイプ

￥4,600 E-6674(667497)

¥6,400 E-6047(604799)

デュアルL型プレート

●100×90㎜●プレート厚/5㎜
●重量/約65g
使用例

¥4,200 E-6124(612497)

¥1,800 E-6552(655296)

ストロボプロテクタープロWFⅡ ¥6,400 E-6619(661990)

使用例

●長さ240㎜●最大幅60㎜
●厚さ7㎜
●重量190g

使用例

110

デジカメ
吸盤君DX

125

ブラケット止めネジDX

ハイポッド
ボールヘッド
使用例

コンパクトカメラを
ぴったり固定

E-2149(214998)
●直径42㎜
●高さ52㎜
●重量60g

デジカメ吸盤君DX

ボールヘッドL ¥2,000
¥3,300

E-2161(216190)
●高さ68㎜
●最大径37mm
●重量約125g

E-6625(662591)
●高さ85㎜×幅φ70㎜
(吸盤直径)●重量109g
●耐荷重約400g

ボール
ヘッドM
¥1,400

●直径60㎜●樹脂製ワッシャー付属

脚からの反射を抑え、
ネイチャーフォトや
スタジオ撮影にも。

ドイツネジ
（3/8インチ）
を国際規格
（1/4インチ・一般用）
に

止ネジアダプターⅡ

S/￥400
E-6661(666193)●高さ5㎜
M/￥400
E-6662(666292)●高さ8㎜
L/￥400
E-6663(666391)
●高さ10.5㎜

使用例

エツミ
ストロボ
プロテクター・
ストロボ
アジャスター・
L型ブラケット
に対応

オープン価格
E-6960(696091)ブラック
E-6961(696190)シルバー
E-6962(696299)ゴールド
E-6963(696398)ブルー
E-6964(696497)レッド
●高さ約15㎜
●直径約25㎜
●重量約14g

付属止ネジの交換用として

¥700 E-6598(659898)
●直径35㎜●ネジ高11㎜
●三脚取付不可

使用例

S

使用例

M

L

シルバー

ゴールド

ブルー

オスネジ用、底部は3/8インチ 1/4インチ（一般用）止ネジ各種

¥1,100 E-6603(660399)
●直径38㎜●ネジ高5㎜
●ネジ径1/4インチ

¥1,100 E-6602(660290)

¥2,900 5011(4007249050113)

¥2,400

ハマ ボールヘッド

●高さ39㎜●雲台径20㎜
●重量40g

メスメス止ネジ
●直径38㎜
●高さ13㎜
●ネジ穴径
1/4インチ

変換止ネジS

E-6750(675096)
●直径38㎜
●ネジ高5㎜
●底部
3/8インチメスネジ付

メスメスネジ大

止ネジ大Ⅱ

●直径60㎜●高さ13㎜
●ネジ穴径
1/4インチ

E-6599

¥1,500 E-6115(611599)

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。
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¥2,600
(659997)

●直径60㎜
●ネジ高5㎜
●底部
3/8インチメスネジ付
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E-6597
(659799)

●直径30㎜
●ネジ高14㎜

使用例

使用例

エントリー一眼レフから
高級コンパクト
カメラまで使用可

35

ストロボはサイドに。
縦位置撮影に有効なストロボプロテクター

ストロボプロテクターL型 ¥2,800 E-189(189159)

ハイエンド〜
中級一眼レフ
に最適

●長さ220㎜●幅30㎜
●厚さ5㎜●重量110g

使用例

※ストロボ取付シューは別売

95

E-6082

75

E-6276

使用例

35

カメラ・ビデオやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット

ストレートブラケット シュー付Ⅱ フリーツインプレートDX
¥1,400 E-6612(661297)

ストレートブラケット ネジ付Ⅱ
¥900

¥2,900 E-6276(627699)

30

●長さ200㎜●幅25㎜●重量70g

メタル止ネジⅡ

●幅30㎜●長さ80㎜(止めネジ除く)
●高さ100㎜●止めネジ可動幅35㎜
●重量85g

220

カメラネジ

短/ ¥500 E-6600(660092)
●直径24㎜●ネジ高7.5㎜
長/ ¥500 E-6601(660191)
●直径24㎜●ネジ高9㎜

●幅30㎜●長さ110㎜
●高さ160㎜●重量110g

¥1,800 E-6611(661198)

●長さ200㎜●幅25㎜●重量60g

¥2,800

E-6045
使用例

E-6045

E-6045(604591)
●長さ275㎜
●幅30㎜
●厚さ7㎜
●重量120g

E-6612 使用例

ツインストレートブラケットⅡ
¥4,100 E-6613(661396)

E-6611

●長さ390㎜●幅30㎜●重量170g

E-6613

E-6612
※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

オスネジをメスネジに

L型ブラケットミニ

¥2,400 E-6082(608292)

30
75

レッド

メスネジをオスネジに変換

バランスが崩れない縦位置ブラケット

縦位置L型ブラケット

65

･カメラを吊り下げた時、前に倒れない
･縦位置撮影での不自然な影を追放

強力ストッパーはドイツ製
コンパクトカメラ用

オスオス止ネジ

45

35

撮影用品

撮影用品

使用例

110

75

25

(680694)

●高さ54㎜
●最大径30㎜
●重量約80g
使用例

●長さ235㎜
●幅30㎜
●厚さ7㎜
●重量160g

※ストロボ取付シューは別売

ブラケット用止ネジⅡ
ブラック

ストロボプロテクタープロDX ¥3,600 E-6046(604690)

125

1/4インチ(Ｍ)-3/8インチ(Ｆ)
ワイドアダプター

30

35

より光軸に近く。
より縦位置撮影で不自然な影が出にくいDXタイプ
使用例

100

160

65
35

25

75

※ストロボ取付シューは別売

メスネジ用

E-6806

50

ストラップ

ストラップ

¥1,300

(663093)

クラス最高の
使いやすさ

¥2,600 E-6533(653391)

115

110

カメラケース

カメラケース

ロックの利き抜群 ミラーレス機
小型機器の
から小型
固定にも
一眼レフに

E-6630
●高さ50㎜
●雲台径25㎜
●重量50g

ボールヘッドL

15
35
15

使用例

夏は汗に負けない
グリップ効果。
冬は脚の冷たさを抑えて
より快適な使い心地。

150

80

25

¥2,000 E-6903(690396)
●幅30㎜●長さ200㎝
●3本巻分
●色/ブラック

PAT.P

ハードケース

ハードケース

三脚グリップテープⅡ

用途に合わせて選べる自由雲台各種

※ストロボ取付シューは別売

アジャスターの
高さ調整ネジは
上下に3ケ所。
その使い分けにより
最大調整幅は
115㎜となります。

カメラバッグ

カメラバッグ

ブラケット止ネジDX ミニ

グリップ性抜群！三脚の保護・防寒に！

¥1,700

使用例

ストロボ取付部は頑丈なブラケッ
トで囲まれていますので、不意の
衝 撃からしっかりと保護します。
特に、会見場など混雑する場所で
の撮影にも威力を発揮します。

●直径38㎜●ネジ高13mm
●重量37g

ミニボール
ヘッド

●長さ260㎜●幅30㎜●厚さ7㎜●重量250g
プロテクター仕様

使用例

このクラスの
ベストセラー

ストロボアジャスタープロDX

使用例

使用例

ハイポッドボールヘッド

●縦位置の撮影での
不自然な影を追放
●ストロボを
より前に出して
光量不足に対応
●高強度・高剛性
アルミ合金素材
を使用

工夫次第で用途はいろいろ

ブラケット付のカメラを三脚に 大口径花形フードをセットしても照射角がケラレにくいWFタイプ

ボールヘッドM

検索

使用例

●ストロボはバランス良くサイドへ設置
●ストロボを衝撃から守るプロテクター装備
●縦位置の撮影での不自然な影を追放
●高強度・高剛性アルミ合金素材を使用

手ブレの少ない安定した撮影をサポート

チェストハーネス

¥2,000 E-6081(608193)

※ストロボ取付
シューは別売

大口径花形フードをつけても
照射角がケラレない
ワイドフード対応ブラケット

スライディングプレート

ミニボールヘッド

使用例

三脚座に取り付け

使用例

望遠レンズ
マクロ撮影に
威力を発揮！

エツミ

回転式三脚座付き
レンズ専用

¥3,300 E-6735(673597)

ストロボアジャスタープロLF

家族の思い出、
子供の成長記録、
運動会、発表会、
入学式をビデオで
残そう

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

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

27

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。

※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

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。

ACCESSORIES フォトフレーム・整理用品・暗室用品
シンプルで写真が引き立つ木目調のフォトフレーム
ナチュラル
木目アップ

フォトフレームNovel（ノベル）
L判 ¥550
E-5576(557699)ナチュラル
E-5577(557798)ブラウン
E-5578(557897)グレー

ポストカード ブラウン

ポストカード ¥600
E-5579(557996)ナチュラル
E-5580(558092)ブラウン
E-5581(558191)グレー

Ｌ判 ナチュラル

ポストカード ブラウン

2L/ポストカード グレー

2L/ポストカード グレー

2L/ポストカード ¥650
E-5582(558290)ナチュラル
E-5583(558399)ブラウン
E-5584(558498)グレー

特殊シリコン採用で、
衝撃に強く割れにくい

超透明

高透過率のフィルムで、
鮮やかな画面を維持

エアーレス

カメラバッグ

L判 ¥450
E-5563(556395)ナチュラル
E-5564(556494)ブラウン
E-5565(556593)グレー
A4/B5 ¥1,050
E-5572(557293)ナチュラル
E-5573(557392)ブラウン

2L/ポストカード グレー

2L/ポストカード ¥600
E-5591(559198)ナチュラル
E-5592(559297)ブラウン
E-5593(559396)グレー

A4/B5 ブラック 使用例

シンプルで写真が引き立つブックタイプの
フォトアルバム

ポストカード ¥550
E-5566(556692)ナチュラル
E-5567(556791)ブラウン
E-5568(556890)グレー

2L/ポストカード ¥650
E-5569(556999)ナチュラル
E-5570(557095)ブラウン
E-5571(557194)グレー

貼り易さ

フォトアルバム エポカ

E-7567(756795)
E-7566(756696)

ソニー α6600/α6400/α6100対応

E-7563(756399)

ソニー RX100Ⅶ/Ⅵ/Ⅴ/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ/RX1RⅡ対応

E-7558(755897)

オリンパス E-M1X/E-M1MkⅡ/E-M5MkⅢ･Ⅱ対応

E-7568(756894)

オリンパス E-PL10･9/E-M10MkⅢ･Ⅱ/PEN-F対応

E-7569(756993)

フジフイルム X-Pro3専用

E-7570(757099)

ペンタックス K-1MkⅡ/K-1対応

E-7543(754395)

リコー GRⅢ専用

E-7555(755590)

チェキの写真が収まるシンプルで
キュートな写真立て

No1

(4975981812910)

KS-4307N

●カット寸：最大31㎝幅
イージーカット2/

￥9,240

KS-4307N

(4975981812927)

●カット寸：最大44㎝幅

KS-4306N

② 剥 離 シートは 、上下
6ヵ所 の 切れ込 みか
ら貼りやすい位置で
切ってはがします。

E-7557(755798)
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続々と
これからも ！
新発売！

気泡が自然に消えていく

24時間後

キヤノン EOS RP/
KissM/M6MarkⅡ/
M100/M6対応

ソニー
α6600/α6100/
α6400対応

パナソニック
LUMIX G99/
GX7MkⅢ・Ⅱ/G8対応

オリンパス E-PL10・9/
E-M10MkⅢ・Ⅱ/
PEN-F対応

●フリーサイズ●1双入り

整理用手袋２双入り
●フリーサイズ●2双入り

左より
木目チーク・
ペールイエロー・
ペールピンク・
ペールブルー

E-5269(526992)木目チーク E-5272(527296)ペールイエロー
E-5271(527197)ペールピンク E-5273(527395)ペールブルー
●本体サイズ84×115×4㎜
●ペーパーサイズ54×86㎜（チェキ専用サイズ）
●窓サイズ50×81㎜●生産国/日本
・裏面は木目チーク/ 木目ホワイトは キャンバス調のホワイト。
他は表面と同色です。
・本製品の両面に写真を入れることは
できません。

④ 残りの剥離シールをは
がしながら気 泡が入ら
ないようにゆっくりと
保 護フィルムを貼って
いきます。

ニコン
Z7/Z6対応

フジフイルム
X-T3専用

ペンタックス
K-1 MarkⅡ/K-1対応

DJI
OSMO POCKET対応

カメラ・レンズに最適
毛羽立たない作業用手袋

耐久性抜群ピンセット

Mサイズ/¥1,300
E-5210(521096)
Lサイズ / ¥1,500
E-5211(521195)
●1双入り

E-7051(705199)
●長さ22.5㎝
●赤・黄・青3本入

竹製ピンセット3本入

マイクロファイバー手袋

¥330 E-706(706165)

リバーシブルペーパーフォトスタンド ￥480

2020年2月現在

エアーレス加工フィルム
貼り付け直後

③フィルムの剥離シート
が 付 いてい る方 で 貼
る位置に合わせ、はが
した部分で保護フィル
ムを仮止めします。

整理用手袋

¥600

使用例

歪みが少なくクリアな視野
視度調整機構付

置くだけ簡単! 覗き込まなくても良く見える シンプル&コンパクト ネガ・ポジフィルムや印刷物の観察に
フラットルーペ60 3X

コンパクトルーペ5倍

コンパクトルーペ10倍

¥1,800 E-5518(551895)

E-5520(552090)
●高さ34㎜●直径60㎜
●重量約190g

●高さ47㎜●最大径35㎜●重量約12g

●高さ38㎜●最大径35㎜●重量約11g

アジャストルーペ 5X
●43×43×45㎜●重量約34g

¥4,500

¥900 E-5514(551499)

¥1,100 E-5515(551598)
10倍使用例

5倍
10倍
使用例

使用例

A2
A3

A4
A2/オープン価格 E-7059(705991)
●外寸/670×490×10㎜（突起部含む）
●照射面サイズ/610×432㎜●重量/3300ｇ
●ACアダプター、キャリングバッグ付属
ON/OFFと
A3/オープン価格 E-7060(706097)
●外寸/496×380×10㎜（突起部含む）
明るさの調整は
●照射面サイズ/435×320㎜●重量/1900g
タッチセンサー
●ACアダプター、キャリングバッグ、
の簡単操作で
ボール型傾斜スタンド付属
E-7068
A4/オープン価格 E-7067(706790)
●外寸/360×270×5㎜（突起部含まず）
●照射面サイズ/320×230㎜●重量/800g●USBケーブル、キャリングバッグ付属
ACアダプター USB（5V2A）/オープン価格 E-7068(706899)
●対応機種/E‑7067 A4サイズ専用●入力/100V‑240V 50/60Hz 出力/5V2A 端子形状/USB A

※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。

E-7564(756498)

パナソニック G99/GX7MkⅢ/GX7MkⅡ/G8対応

すべてオープン価格

満足の行く仕上がり

ポジ・ネガの整理に
木目
チーク

絵画・イラストや図面のトレース作業に。
ネガの確認にも
LEDトレーサー

￥7,920

シグマ fp専用

プリントの修正に
スポッティング筆

¥600 E-7050(705090)
●長さ約19㎝

遮光性抜群

ダークバッグ
M/¥4,000
E-7041(704192)
●40×43㎝
L/¥4,700
E-7042(704291)
●68×73㎝

暗室・簡易スタジオ・ホームシアターなどに
便利な遮光カーテン

暗室用遮光カーテン

暗室作業の必需品
ポリエビーカー

幅×高さ
2m×2m/ ￥7,400 E-7061 (706196)
2m×1.5m/￥6,600 E-7062(706295)
2m×1m/ ￥5,000 E-7063(706394)
●フック12個付属
1m×2m/ ￥5,000 E-7064(706493)
1m×1m/ ￥3,500 E-7065(706592)
●フック7個付属
4m×2m/ ￥13,000 E-7066(706691) 材質：塩化ビニール
カーテンフック用
●フック22個付属
ハトメ穴：約200㎜間隔に設置
特注品/1㎡につき ¥5,000

※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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1ℓ用/
2ℓ用/
3ℓ用/

ガードフィルム

ガードフィルム

イージーカット1/

E-7546(754692)

撮影用品

撮影用品

チェキスクエア対応 20枚用/￥760
E-5501(550195)ブルー E-5504(550492)レッド
E-5503(550393)ピンク
●本体サイズ/(約)112×102×22㎜●写真サイズ/最大86×72㎜
チェキスクエア対応 40枚用/￥1,050
E-5507(550799)グリーン E-5509(550997)レッド
E-5508(550898)ピンク
●本体サイズ/(約)112×193×25㎜●写真サイズ/最大86×72㎜

カイザー イージーカット
KS-4306N

20枚用
左より
レッド・
ピンク・
ブルー

40枚用 左よりピンク・
グリーン・レッド

印画紙や光沢ペーパーにスムーズなロータリー刃

ニコン Z7/Z6対応

ストラップ

ストラップ

E-5559(555992)ネイビー E-5561(556197)ブラウン
E-5560(556098)レッド
E-5562(556296)ダークブラウン
●L版80枚収納●170×195×22㎜●約280g

E-7518(751899)

ソニー α7RⅣ/Ⅲ/Ⅱ/α7SⅡ/α9Ⅱ/α9対応

自然に気泡が消える特殊吸着層

時間の経過とともに気泡が
ゼロになる特 殊 吸 着層を
採用。貼っているときに入っ
てしまった気泡は、指で 押
し出すことができます。

¥530 E-5070(507090)

フォトアルバムエポカ
クラシックL80

E-7527(752797)

ニコン D5600/D5500対応

剥離シート

①モニターの表面を
拭き取ります。

ペール
ピンク

左より
ネイビー・ダークブラウン・
ブラウン・レッド

E-7571(757198)

ニコン D7500専用

液晶保護フィルム

付属のクリーンクロス

E-5574(557491)グレー
E-5575(557590)ブラック

20枚用 使用例

E-7561(756191)

カメラケース

カメラケース

モダンな雰囲気を醸し出す本革調の
クラシカルなフォトアルバム

E-7550(755095)

ハードケース

ハードケース

ポストカード ¥550
E-5588(558894)ナチュラル
E-5589(558993)ブラウン
E-5590(559099)グレー

E-7560(756092)

キヤノン EOS Ra/R対応

● 小さな気泡がゼロに!!

液晶保護フィルム

フォトフレームWeal（ウィール）

フォトフレームShelf（シェルフ）

キヤノン EOS 90D/80D/70D対応

カメラバッグ

デジタルカメラ用

共通仕様

¥1,500

汚れや皮脂がつきにくい表面処理

デジタルカメラ用液晶保護フィルム ZERO

ポストカード ブラウン

E-7516(751691)

キヤノン EOS 1DX MkⅢ/MkⅡ対応

裏面は縦横兼用スタンド
写真はフォトフレーム
Weal
（ウィール）
（A4/B5は除く）

L判 ¥500
E-5585(558597)ナチュラル
E-5586(558696)ブラウン
E-5587(558795)グレー

ガラス並みの高硬度で、
キズが入りにくい

衝撃吸収

超撥水・撥油

ナチュラル
木目アップ

Ｌ判 ナチュラル

E-7572(757297)

キヤノン EOS 5D MkⅣ専用

ニコン Z50専用

● 特長
高硬度
［9H］

検索

キヤノン EOS 1DX MkⅢ/MkⅡ対応

従来のフィルムの「3倍の硬度」でキズを防ぎ、 キヤノン EOS RP/KissM/M100/M6MkⅡ/M6対応
ニコン D780/D750対応
「ハイブリッド素材」のしなやかさで割れにくい。

ナチュラル
木目アップ

● 層構成

Ｌ判 ナチュラル

エツミ

ポリエビン

¥900 E-7055(705595)
¥1,100 E-7056(705694)
¥2,000 E-7057(705793)

ポリエビン

500㏄用/ ¥600
1ℓ用/ ¥700
2ℓ用/ ¥1,200
3ℓ用/ ¥1,700
5ℓ用/ ¥2,000

E-7045(704598)
E-7046(704697)
E-7047(704796)
E-7048(704895)
E-7049(704994)

ポリロート15㎝

¥600 E-7054(705496)
●直径15㎝

（「2020写真・映像用品年鑑」P43・46）

ポリロート15㎝

ポリエビーカー

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

カメラバッグ

カメラバッグ

ハードケース

ハードケース

カメラケース

カメラケース

ストラップ

ストラップ

撮影用品

撮影用品

ガードフィルム

ガードフィルム
※Libec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4986397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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※Libec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4986397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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