


くびの負担がZEROフック
（32ページ）を取付可能な
フックループ と、フック の
揺れを抑えるゴムバンド付
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フックループ と、フック の
揺れを抑えるゴムバンド付

背負った状態でカメラを取り出せる両側サイドアクセスと、上部からカメラを取り出せる
トップアクセス、背面アクセスと合わせて4方向から複数のカメラにアクセス可能

背負った状態でカメラを取り出せる両側サイドアクセスと、上部からカメラを取り出せる
トップアクセス、背面アクセスと合わせて4方向から複数のカメラにアクセス可能

フロントバックルの位置を変えることで収納容量を調整
できるエキスパンダブル機能

フロントバックルの位置を変えることで収納容量を調整
できるエキスパンダブル機能

日本人体形にフィットするハーネスとエアベンチレーション
機能

13インチ程度のノートPC
を収納可能

DURAFLEX社 製ロック付
きバックルを採用したベルト
でしっかり三脚を固定可能

DURAFLEX社 製ロック付
きバックルを採用したベルト
でしっかり三脚を固定可能

突然の雨や汚れから機材を
守る耐水圧1500mmの高
性能レインカバーが付属

突然の雨や汚れから機材を
守る耐水圧1500mmの高
性能レインカバーが付属

（　　　）

■収納例
■寸法表示
寸法は
W×H×D（mm）の順で
表示されています。

■内寸法について

ストロボ

大型一眼レフ
カメラ

一眼レフ
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ミラーレス
一眼カメラ
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小型
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標準・広角
レンズ 三脚 ドローン

タブレット
PC

アクセサリー

大口径
ズームレンズ

ノートパソコン

PC収納部やカメラポーチ内部の形状は、単純な直
方体でない場合が多いため、めやすとなる収容物の
サイズを「参考収容寸法」として表記しています。

三脚取付可能
なバッグに表示
しています

カメラと一緒にあ
るいはカメラ機材
の代わりに折りた
たみタイプのド
ローンが収納でき
ることを表します。

「X-Pac VX21」は、セイルクロス（ヨットの帆）でシェア世界一を誇
るDIMENSION-POLYANT社が開発した、表生地+X-PLY（ファ
イバー）+PET フィルム+裏生地という4種類の素材を特殊な方法で
貼り合わせた、強度・軽さ・防水性を兼ね備えた高性能素材です。生地
表面にはDWR耐久撥水加工を施し耐水性に優れています。

高機能素材からサスティナブルまで
ハクバのカメラバッグは最新のマテリアルを採用しています

CORDURA®

▲ ▲ ▲

 2ページ～7ページ

鉄の15倍の強度で水に浮くほど軽いHONEYWELL社のスー
パー繊維SPECTRAファイバー(超高分子量ポリエチレン)と、
強度に優れたINVISTA社のCORDURAファブリックを組み
合わせた、軽くて耐摩耗性や引き裂き強度に優れた素材を採用
しています。撥水性にも優れ、日常からアウトドアまでタフに活
躍します。

▲ ▲ ▲

 8ページ

「X-Pac X50」は、セイルクロス（ヨットの帆）でシェア世界一を誇る
DIMENSION-POLYANT社が開発した、表生地+X-PLY（ファイ
バー）+裏生地という3種類の素材を特殊な方法で貼り合わせた、強
度・軽さ・防水性を兼ね備えた高性能素材です。表面素材にはミルス
ペックの500Dコーデユラナイロンを使用し、迷彩模様はCrye 
Precision社が開発したMULTICAMを採用しています。

高強度耐水生地 X-Pac VX21

高強度耐水生地 X-Pac X50

SPECTRA®とCORDURA®を
組み合わせた素材を採用

伊藤忠商事株式会社の登録商標である循環型素材ブランド
「RENU®」（レニュー）の再生ポリエステルを採用していま
す。RENU®は衣料品の生産時に発生する端切れやポリエステ
ル素材の使用済衣料品等を原料とする、化石燃料の使用量削減
と衣料廃棄量の削減を実現したサスティナブルな素材です。

▲ ▲ ▲

 91ページ

廃棄衣料などから生まれた
リサイクル素材RENU®を採用

Xカモ
ブラックカモ

（Xブラック）

330mm

490
mm

180mm

340mm

540
mm

220mm

【GW-プロ レッド マルチモード バックパック 02 M】

【GW-プロ レッド マルチモード バックパック 02 L】

モデル身長170cm

モデル身長170cm

GW-PRO RED シリーズ

Xブラック

Xカモ

Xカモ

Xブラック

各 ¥45,500
カラー 品番 型番
Xカモ 207187 SGWPR-MMBP2MXC
Xブラック 207194 SGWPR-MMBP2MXB

▪カメラ収納部内寸法：約W300×H450×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W250×H300×D15mm
▪外寸法：約W330×H490×D180mm ▪容量：約16L
▪重量：約2,000g ▪材質：ナイロン、PVC
▪付属品：中仕切り×9、レインカバー

各 ¥52,000
カラー 品番 型番
Xカモ 207163 SGWPR-MMBP2LXC
Xブラック 207170 SGWPR-MMBP2LXB

▪カメラ収納部内寸法：約W310×H510×D160mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W260×H360×D15mm
▪外寸法：約W340×H540×D220mm　▪容量：約25L
▪重量：約2,500g ▪材質：ナイロン、PVC
▪付属品：中仕切り×9、ヒップハーネス、レインカバー

収納内容例

収納内容例

小型ドローンとカメ
ラ機材の収納例

小型ドローンとカメ
ラ機材の収納例

15

13

21

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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PC収納部やカメラポーチ内部の形状は、単純な直
方体でない場合が多いため、めやすとなる収容物の
サイズを「参考収容寸法」として表記しています。
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の代わりに折りた
たみタイプのド
ローンが収納でき
ることを表します。

「X-Pac VX21」は、セイルクロス（ヨットの帆）でシェア世界一を誇
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貼り合わせた、強度・軽さ・防水性を兼ね備えた高性能素材です。生地
表面にはDWR耐久撥水加工を施し耐水性に優れています。

高機能素材からサスティナブルまで
ハクバのカメラバッグは最新のマテリアルを採用しています
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度・軽さ・防水性を兼ね備えた高性能素材です。表面素材にはミルス
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▪外寸法：約W330×H490×D180mm ▪容量：約16L
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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日本人体形にフィットするハーネスとエアベンチレーション
機能

15インチ程度のノートPC
を収納可能



開いたときの機材の落下を防ぐ
取り外し可能な固定ベルト付

バッグ上面と側面の2箇所に硬質のクッションを採用したフラットにな
るハンドルを装備

前面の大型ポケットには17インチまでのノートPC用スリーブと小物用
ポケット、フロントパネル裏には4つのメッシュポケットを装備

底面は防汚性と防水性に優れたターポ
リン素材とハンドルにもなる底脚を採用

交換可能な静音タイプのTPU製ホ
イール

三脚はフロント固定とサイド固定
を選ぶことが可能

耐水圧1500mmの高性能レインカ
バーが付属

荷物をカートハンドルに取り付け
られるよう固定ベルトが付属

硬質のクッションを採用したハ
ンドル

底面には防汚性と防水性に優れた
タ ーポリン素材を採用

付属のチェストアタッチメント
で、バックパック の ショル ダー
ハーネスに取り付け可能

スマートフォンなどが入る天面ポ
ケット

背面は全面エアメッシュ仕様で、引き
出して使用するウエストベルトを装備

耐水圧1500mmの高性能レイ
ンカバーが付属

70-200mmF2.8レンズを装着し
たプロ用一眼レフカメラに対応

小物を収 納可能なフロントポ
ケットとサイドポケット

本体上部の小物ポケット 

底面には防汚性と防水性
に優れたターポリン素 材
を採用

三脚はフロント固定とサイ
ド固定を選ぶことが可能

ショルダーハーネスのスマー
トフォンポケット

耐水圧1500mmの高性能
レインカバーが付属

600mmF4.0超望遠レンズと2倍テレコンバーターを
装着したプロ用一眼レフカメラ（フード逆付）をそのま
ま収納可能で背面側には小型タブレットPCなどが入
るポケット付

バッグ内部のデッドスペースを活かした革新的な側
面収納部にはポーチに入れた交換レンズ、カメラボ
ディなどの収納が可能

日本人体形にフィットする
ハーネスとエアベンチレー
ション機能

13 イン チ 程 度 のノート
PCが入るポケットを装備

多数の交換レンズ等が入
る大容量設計

ハーネスは折りたたんで
素早く収納可能

カート底面は防汚性と防
水性に優れたターポリン
素材とハンドルにもなる
底脚を採用

小物を整理しやすいサイ
ズの異なる分割ポケット
を複数装備

三脚は三脚ポケットとベ
ルトでしっかり固定可能

耐 水 圧1500mmの高性
能レインカバー

日本人体形にフィットす
るハーネスとエアベンチ
レーション機能

Xブラック

440mm

620
mm

300mm

【GW-プロ レッド HCローラー 02】

Xブラック

Xカモ

各 ¥78,000
カラー 品番 型番
Xカモ 207644 SGWPR-HCR2XC
Xブラック 207651 SGWPR-HCR2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W390×H530×D160〜220mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W280×H420×D25mm　
▪外寸法：約W440×H620×D300mm
▪重量：約6,400g　▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：中仕切り×20、機材固定ベルト×10、 

三脚固定ベルト×1、荷物固定ベルト×2、レインカバー

収納内容例

フロント固定 サイド固定

モデル身長170cm

17

230mm

350
mm

210mm

【GW-プロ レッド ズームバッグ プロ 02】

モデル身長170cm

¥19,500
カラー 品番 型番
Xブラック 207217 SGWPR-ZBP2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W180×H310×D160mm
▪外寸法：約W230×H350×D210mm
▪重量：約850g ▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト、 

チェストアタッチメント×2、レインカバー

収納内容例

70-200mmF2.8

中仕切り使用時

270mm

720
mm

270mm

【GW-プロ レッド レンズバックパック 02】

モデル身長170cm

¥56,000
カラー 品番 型番
Xブラック 207231 SGWPR-LBP2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W240×H610×D240mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W190×H350×D10mm
▪外寸法：約W270×H720×D270mm　▪容量：約35L
▪重量：約2,700g　▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：クッション×2、機材固定ベルト×1、 

三脚固定ベルト×1、ハンドル、レインカバー

収納内容例

370mm

540
mm

240mm

【GW-プロ レッド フェイスゲートローラー 02】

モデル身長170cm

Xカモ

Xブラック

各 ¥6 1,000
カラー 品番 型番
Xカモ 207248 SGWPR-FGR2XC
Xブラック 207255 SGWPR-FGR2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W320×H460×D140〜170mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W230×H310×D15mm
▪外寸法：約W370×H540×D240mm　▪容量：約22L
▪重量：約4,100g　▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：中仕切り×11、機材固定ベルト×2、 

三脚固定ベルト×1、レインカバー

モデル身長170cm

収納内容例

13

または

43

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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開いたときの機材の落下を防ぐ
取り外し可能な固定ベルト付

バッグ上面と側面の2箇所に硬質のクッションを採用したフラットにな
るハンドルを装備

前面の大型ポケットには17インチまでのノートPC用スリーブと小物用
ポケット、フロントパネル裏には4つのメッシュポケットを装備

底面は防汚性と防水性に優れたターポ
リン素材とハンドルにもなる底脚を採用

交換可能な静音タイプのTPU製ホ
イール

三脚はフロント固定とサイド固定
を選ぶことが可能

耐水圧1500mmの高性能レインカ
バーが付属

荷物をカートハンドルに取り付け
られるよう固定ベルトが付属

硬質のクッションを採用したハ
ンドル

底面には防汚性と防水性に優れた
タ ーポリン素材を採用

付属のチェストアタッチメント
で、バックパック の ショル ダー
ハーネスに取り付け可能

スマートフォンなどが入る天面ポ
ケット

背面は全面エアメッシュ仕様で、引き
出して使用するウエストベルトを装備

耐水圧1500mmの高性能レイ
ンカバーが付属

70-200mmF2.8レンズを装着し
たプロ用一眼レフカメラに対応

小物を収 納可能なフロントポ
ケットとサイドポケット

本体上部の小物ポケット 

底面には防汚性と防水性
に優れたターポリン素 材
を採用

三脚はフロント固定とサイ
ド固定を選ぶことが可能

ショルダーハーネスのスマー
トフォンポケット

耐水圧1500mmの高性能
レインカバーが付属

600mmF4.0超望遠レンズと2倍テレコンバーターを
装着したプロ用一眼レフカメラ（フード逆付）をそのま
ま収納可能で背面側には小型タブレットPCなどが入
るポケット付

バッグ内部のデッドスペースを活かした革新的な側
面収納部にはポーチに入れた交換レンズ、カメラボ
ディなどの収納が可能

日本人体形にフィットする
ハーネスとエアベンチレー
ション機能

13 イン チ 程 度 のノート
PCが入るポケットを装備

多数の交換レンズ等が入
る大容量設計

ハーネスは折りたたんで
素早く収納可能

カート底面は防汚性と防
水性に優れたターポリン
素材とハンドルにもなる
底脚を採用

小物を整理しやすいサイ
ズの異なる分割ポケット
を複数装備

三脚は三脚ポケットとベ
ルトでしっかり固定可能

耐 水 圧1500mmの高性
能レインカバー

日本人体形にフィットす
るハーネスとエアベンチ
レーション機能

Xブラック

440mm

620
mm

300mm

【GW-プロ レッド HCローラー 02】

Xブラック

Xカモ

各 ¥78,000
カラー 品番 型番
Xカモ 207644 SGWPR-HCR2XC
Xブラック 207651 SGWPR-HCR2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W390×H530×D160〜220mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W280×H420×D25mm　
▪外寸法：約W440×H620×D300mm
▪重量：約6,400g　▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：中仕切り×20、機材固定ベルト×10、 

三脚固定ベルト×1、荷物固定ベルト×2、レインカバー

収納内容例

フロント固定 サイド固定

モデル身長170cm

17

230mm

350
mm

210mm

【GW-プロ レッド ズームバッグ プロ 02】

モデル身長170cm

¥19,500
カラー 品番 型番
Xブラック 207217 SGWPR-ZBP2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W180×H310×D160mm
▪外寸法：約W230×H350×D210mm
▪重量：約850g ▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト、 

チェストアタッチメント×2、レインカバー

収納内容例

70-200mmF2.8

中仕切り使用時

270mm

720
mm

270mm

【GW-プロ レッド レンズバックパック 02】

モデル身長170cm

¥56,000
カラー 品番 型番
Xブラック 207231 SGWPR-LBP2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W240×H610×D240mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W190×H350×D10mm
▪外寸法：約W270×H720×D270mm　▪容量：約35L
▪重量：約2,700g　▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：クッション×2、機材固定ベルト×1、 

三脚固定ベルト×1、ハンドル、レインカバー

収納内容例

370mm

540
mm

240mm

【GW-プロ レッド フェイスゲートローラー 02】

モデル身長170cm

Xカモ

Xブラック

各 ¥6 1,000
カラー 品番 型番
Xカモ 207248 SGWPR-FGR2XC
Xブラック 207255 SGWPR-FGR2XB

▪カメラ収納部内寸法：約W320×H460×D140〜170mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W230×H310×D15mm
▪外寸法：約W370×H540×D240mm　▪容量：約22L
▪重量：約4,100g　▪材質：ナイロン、PVC
▪ 付属品：中仕切り×11、機材固定ベルト×2、 

三脚固定ベルト×1、レインカバー

モデル身長170cm

収納内容例

13

または

43

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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LUXXe（ラグゼ） シリーズ

洗練と冒険。ファッション性と機能性。

カメラを持って出かける時のスパイスになる個性派バッグ LUXXe - ラグゼ。

あなたらしいカメラライフを「LUXXe」で彩ってください。

モデル身長170cm

¥24,500
カラー 品番 型番
ブラック 207118 SGWPR-BPLT2M
▪カメラ収納部内寸法：約W240×H220×D125mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W215×H320×D15mm
▪外寸法：約W280×H450×D250mm
▪容量：約12L　▪重量：約1,450g
▪材質：ポリエステル、PVC
▪ 付属品：中仕切り×6、ウエストベルト、 

三脚固定ベルト×1、レインカバー

収納内容例

【GW-プロ レッド バックパックライト 02 M】

カ メラ イ ン ナーとイ ン ナーポ
ケットを好きな場所に付けられ
るアタッチメントシステム

身体の曲線にフィットするショ
ルダーハーネス

三脚固定ストラップで両サイド
や底面に三脚等を固定可能

アタッチメントシステムにより横
からでも上からでもアクセス可能

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

カメラインナーは高さを拡張可能

カラビナなどを吊るせるデイジーチェー
ン付き

ショルダーベルトは着脱可能

コンパクトカメラなどの小物を収納

ショルダーハーネスに装着可能

機材以外の荷物を収納可能
な上段収納部

身 体 の 曲 線 にフィットする
ショルダーハーネスとエアベ
ンチレーションシステム

サイドポケットとストラップ
で三脚取付が可能

くびの負担がZEROフック（32ペー
ジ）を 取 付 可 能 なフックループと、
フックの揺れを抑えるゴムバンド付

280mm

450
mm

250mm

ロールトップバック
パックの特長

素早くカメラを取り出せるサ
イドアクセス

カメラ収納部は全開でき、中仕
切りのレイアウト変更が容易

13

モデル身長170cm

モデル身長170cm

¥10,400
カラー 品番 型番
ブラック 207590 SGWPR-ZB2L
▪カメラ収納部内寸法：約W180×H310×D120mm
▪外寸法：約W215×H330×D170mm
▪重量：約620g　▪材質：ポリエステル、PVC
▪ 付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト、 

チェストアタッチメント×2、ウエストベルト、 
レインカバー

¥9,100
カラー 品番 型番
ブラック 207613 SGWPR-ZB2M
▪カメラ収納部内寸法：約W180×H250×D120mm
▪外寸法：約W215×H270×D170mm
▪重量：約560g　▪材質：ポリエステル、PVC
▪ 付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト、 

チェストアタッチメント×2、ウエストベルト、 
レインカバー

収納内容例

収納内容例

【GW-プロ レッド ズームバッグ ライト 02 L】

【GW-プロ レッド ズームバッグ ライト 02 M】

身体側から大きく開き取り出し
やすい収納部

バッグ底部には防汚性と防水
性に優れたターポリン素材を
採用

小物などの収納に便利な前面
ポケットと両側面の 伸縮ポ
ケット

専用レインカバーを背面下部
に装備

付属のチェストアタッチメント
で、Dリングを 備え た バック
パックに取り付け可能

215mm

215mm

330
mm

270
mm

170mm

170mm

ズーム バッグ ラ イト
02の特長

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップバックパック 28】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップバックパック 20】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド サコッシュ】

370mm

340mm

260mm

520
mm

460
mm

190
mm

185mm

155mm

25mm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

▪内寸法 :約W320×H500×D170mm
▪ インナーケース内寸法: 
（通常時）約W245×H190×D120mm 
（拡張時）約W245×H280×D120mm

▪PC収納部参考収容寸法:約W250×H360×D15mm
▪外寸法:約W370×H520×D185mm
▪容量:約28L　▪重量:約1,800g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、インナーポケット×2、

チェストベルト、ウエストベルト、三脚固定ストラップ×4
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥47,800
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208177 SLX-FRBP28BC

▪内寸法:約W290×H440×D140mm
▪ インナーケース内寸法: 
（通常時）約W245×H170×D120mm 
（拡張時）約W245×H240×D120mm

▪PC収納部参考収容寸法:約W240×H350×D15mm
▪外寸法:約W340×H460×D155mm
▪容量:約20L　▪重量:約1,650g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、インナーポケット×2、

チェストベルト、ウエストベルト、三脚固定ストラップ×4
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥43,900
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208184 SLX-FRBP20BC

▪内寸法:約W255×H185×D20mm
▪外寸法:約W260×H190×D25mm
▪重量:約150g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル
▪付属品:ショルダーベルト

¥8,500
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208214 SLX-FSKBC
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LUXXe（ラグゼ） シリーズ

洗練と冒険。ファッション性と機能性。

カメラを持って出かける時のスパイスになる個性派バッグ LUXXe - ラグゼ。

あなたらしいカメラライフを「LUXXe」で彩ってください。

モデル身長170cm

¥24,500
カラー 品番 型番
ブラック 207118 SGWPR-BPLT2M
▪カメラ収納部内寸法：約W240×H220×D125mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W215×H320×D15mm
▪外寸法：約W280×H450×D250mm
▪容量：約12L　▪重量：約1,450g
▪材質：ポリエステル、PVC
▪ 付属品：中仕切り×6、ウエストベルト、 

三脚固定ベルト×1、レインカバー

収納内容例

【GW-プロ レッド バックパックライト 02 M】

カ メラ イ ン ナーとイ ン ナーポ
ケットを好きな場所に付けられ
るアタッチメントシステム

身体の曲線にフィットするショ
ルダーハーネス

三脚固定ストラップで両サイド
や底面に三脚等を固定可能

アタッチメントシステムにより横
からでも上からでもアクセス可能

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

カメラインナーは高さを拡張可能

カラビナなどを吊るせるデイジーチェー
ン付き

ショルダーベルトは着脱可能

コンパクトカメラなどの小物を収納

ショルダーハーネスに装着可能

機材以外の荷物を収納可能
な上段収納部

身 体 の 曲 線 にフィットする
ショルダーハーネスとエアベ
ンチレーションシステム

サイドポケットとストラップ
で三脚取付が可能

くびの負担がZEROフック（32ペー
ジ）を 取 付 可 能 なフックループと、
フックの揺れを抑えるゴムバンド付

280mm

450
mm

250mm

ロールトップバック
パックの特長

素早くカメラを取り出せるサ
イドアクセス

カメラ収納部は全開でき、中仕
切りのレイアウト変更が容易

13

モデル身長170cm

モデル身長170cm

¥10,400
カラー 品番 型番
ブラック 207590 SGWPR-ZB2L
▪カメラ収納部内寸法：約W180×H310×D120mm
▪外寸法：約W215×H330×D170mm
▪重量：約620g　▪材質：ポリエステル、PVC
▪ 付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト、 

チェストアタッチメント×2、ウエストベルト、 
レインカバー

¥9,100
カラー 品番 型番
ブラック 207613 SGWPR-ZB2M
▪カメラ収納部内寸法：約W180×H250×D120mm
▪外寸法：約W215×H270×D170mm
▪重量：約560g　▪材質：ポリエステル、PVC
▪ 付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト、 

チェストアタッチメント×2、ウエストベルト、 
レインカバー

収納内容例

収納内容例

【GW-プロ レッド ズームバッグ ライト 02 L】

【GW-プロ レッド ズームバッグ ライト 02 M】

身体側から大きく開き取り出し
やすい収納部

バッグ底部には防汚性と防水
性に優れたターポリン素材を
採用

小物などの収納に便利な前面
ポケットと両側面の 伸縮ポ
ケット

専用レインカバーを背面下部
に装備

付属のチェストアタッチメント
で、Dリングを 備え た バック
パックに取り付け可能

215mm

215mm

330
mm

270
mm

170mm

170mm

ズーム バッグ ラ イト
02の特長

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップバックパック 28】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップバックパック 20】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド サコッシュ】

370mm

340mm

260mm

520
mm

460
mm

190
mm

185mm

155mm

25mm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

▪内寸法 :約W320×H500×D170mm
▪ インナーケース内寸法: 
（通常時）約W245×H190×D120mm 
（拡張時）約W245×H280×D120mm

▪PC収納部参考収容寸法:約W250×H360×D15mm
▪外寸法:約W370×H520×D185mm
▪容量:約28L　▪重量:約1,800g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、インナーポケット×2、

チェストベルト、ウエストベルト、三脚固定ストラップ×4
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥47,800
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208177 SLX-FRBP28BC

▪内寸法:約W290×H440×D140mm
▪ インナーケース内寸法: 
（通常時）約W245×H170×D120mm 
（拡張時）約W245×H240×D120mm

▪PC収納部参考収容寸法:約W240×H350×D15mm
▪外寸法:約W340×H460×D155mm
▪容量:約20L　▪重量:約1,650g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、インナーポケット×2、

チェストベルト、ウエストベルト、三脚固定ストラップ×4
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥43,900
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208184 SLX-FRBP20BC

▪内寸法:約W255×H185×D20mm
▪外寸法:約W260×H190×D25mm
▪重量:約150g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル
▪付属品:ショルダーベルト

¥8,500
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208214 SLX-FSKBC
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モデル身長180cm

背面

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップバックパック L】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップバックパック M】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ロールトップバックパック M】

▪内寸法：約W300×H490×D170mm
▪インナーケース内寸法：約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W245×H350×D15mm
▪外寸法：約W350×H500×D180mm
▪容量：約24L　▪重量：約1,500g
▪ 材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、インナー

ポケット×2、チェストベルト、三脚固定ストラップ×2
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥29,700
カラー 品番 型番
コヨーテ 208009 SLX-GZBPLCY 
ブラック 208016 SLX-GZBPLBK

▪内寸法：約W290×H440×D160mm
▪インナーケース内寸法：約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H350×D15mm
▪外寸法：約W340×H450×D170mm
▪容量：約20L　▪重量：約1,500g
▪ 材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、インナー

ポケット×2、チェストベルト、三脚固定ストラップ×2
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥29,700
カラー 品番 型番
コヨーテ 208023 SLX-GRBPMCY 
ブラック 208030 SLX-GRBPMBK

ブラック

ブラック

ブラック

コヨーテ

コヨーテ

コヨーテ

350mm

330mm

340mm

500
mm

450
mm

450
mm

180mm

150mm

180mm

カ メラ イ ン ナーと イ ン
ナーポケットを好きな場
所に付けられるアタッチ
メントシステム

アタッチメントシステムに
より横からでも上からで
もアクセス可能

身体の曲線にフィットす
るショルダーハーネス

モデル身長180cm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

15

収納内容例

15

素早くアクセス可能

両サイドにボトルを収納可能

三脚固定ストラップで三脚等を
固定可能

アクセスしやすいフロントポケット

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

肩への負担を軽 減 するショル
ダーパッド

背面 ショルダーハーネスに装着可能

ショルダーハーネスに装着可能

レンズやボトルを収納可能

コンパクトカメラや
スマートフォンを収納可能

ショルダーパッドに装着可能

ショルダーパッドに装着可能

ロールトップショルダー
バッグの特長

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップショルダーバッグ 18】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ボトルポーチ】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド マルチポーチ M】

410mm

345mm

290
mm

270
mm

165mm

145mm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

▪参考収容寸法:約Φ80×H165mm
▪外寸法:約Φ100×H175mm
▪重量:約75g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル

¥4,800
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208238 SLX-FBTPBC

▪メイン収納部参考収容寸法:約W80×H140×D45mm
▪スマートフォンポケット参考収容寸法:約W80×H160×D10mm
▪外寸法:約W105×H190×D60mm
▪重量:約100g　▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル

¥5,200
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208221 SLX-FMPMBC

▪内寸法:約W390×H275×D155mm
▪インナーケース内寸法:約W245×H200×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W350×H240×D15mm
▪外寸法:約W410×H290×D165mm
▪容量:約18L
▪重量:約950g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

¥29,700
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208191 SLX-FRSB18BC

▪内寸法 :約W325×H255×D135mm
▪インナーケース内寸法:約W220×H180×D110mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W285×H200×D15mm
▪外寸法:約W345×H270×D145mm
▪容量:約11L　▪重量 : 約800g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

¥25,800
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208207 SLX-FRSB11BC

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップショルダーバッグ 11】

▪内寸法:約W280×H440×D140mm
▪インナーケース内寸法:約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W245×H350×D15mm
▪外寸法:約W330×H450×D150mm
▪容量：約16L　▪重量:約1,300g
▪ 材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、インナー

ポケット×2、チェストベルト、三脚固定ストラップ×2
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥27,100
カラー 品番 型番
コヨーテ 208092 SLX-GZBPMCY 
ブラック 208108 SLX-GZBPMBK

カ メラ イ ン ナーとイ ン ナーポ
ケットを好きな場所に付けられ
るアタッチメントシステム

体の曲線にフィットする
ショルダーハーネス

三脚固定ストラップで両サイド
に三脚を固定可能

アタッチメントシステムにより横
からでも上からでもアクセス可能

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

背面ノート PC 収納ポケット

ジップバックパックの
特長

87

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ Camera Bags & Cases  カメラバッグ



モデル身長180cm

背面

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップバックパック L】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップバックパック M】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ロールトップバックパック M】

▪内寸法：約W300×H490×D170mm
▪インナーケース内寸法：約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W245×H350×D15mm
▪外寸法：約W350×H500×D180mm
▪容量：約24L　▪重量：約1,500g
▪ 材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、インナー

ポケット×2、チェストベルト、三脚固定ストラップ×2
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥29,700
カラー 品番 型番
コヨーテ 208009 SLX-GZBPLCY 
ブラック 208016 SLX-GZBPLBK

▪内寸法：約W290×H440×D160mm
▪インナーケース内寸法：約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H350×D15mm
▪外寸法：約W340×H450×D170mm
▪容量：約20L　▪重量：約1,500g
▪ 材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、インナー

ポケット×2、チェストベルト、三脚固定ストラップ×2
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥29,700
カラー 品番 型番
コヨーテ 208023 SLX-GRBPMCY 
ブラック 208030 SLX-GRBPMBK

ブラック

ブラック

ブラック

コヨーテ

コヨーテ

コヨーテ

350mm

330mm

340mm

500
mm

450
mm

450
mm

180mm

150mm

180mm

カ メラ イ ン ナーと イ ン
ナーポケットを好きな場
所に付けられるアタッチ
メントシステム

アタッチメントシステムに
より横からでも上からで
もアクセス可能

身体の曲線にフィットす
るショルダーハーネス

モデル身長180cm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

15

収納内容例

15

素早くアクセス可能

両サイドにボトルを収納可能

三脚固定ストラップで三脚等を
固定可能

アクセスしやすいフロントポケット

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

肩への負担を軽 減 するショル
ダーパッド

背面 ショルダーハーネスに装着可能

ショルダーハーネスに装着可能

レンズやボトルを収納可能

コンパクトカメラや
スマートフォンを収納可能

ショルダーパッドに装着可能

ショルダーパッドに装着可能

ロールトップショルダー
バッグの特長

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップショルダーバッグ 18】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ボトルポーチ】

【LUXXe（ラグゼ） フィールド マルチポーチ M】

410mm

345mm

290
mm

270
mm

165mm

145mm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

▪参考収容寸法:約Φ80×H165mm
▪外寸法:約Φ100×H175mm
▪重量:約75g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル

¥4,800
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208238 SLX-FBTPBC

▪メイン収納部参考収容寸法:約W80×H140×D45mm
▪スマートフォンポケット参考収容寸法:約W80×H160×D10mm
▪外寸法:約W105×H190×D60mm
▪重量:約100g　▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル

¥5,200
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208221 SLX-FMPMBC

▪内寸法:約W390×H275×D155mm
▪インナーケース内寸法:約W245×H200×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W350×H240×D15mm
▪外寸法:約W410×H290×D165mm
▪容量:約18L
▪重量:約950g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

¥29,700
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208191 SLX-FRSB18BC

▪内寸法 :約W325×H255×D135mm
▪インナーケース内寸法:約W220×H180×D110mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W285×H200×D15mm
▪外寸法:約W345×H270×D145mm
▪容量:約11L　▪重量 : 約800g
▪材質:X-Pacナイロン、ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

¥25,800
カラー 品番 型番
ブラックカモ 208207 SLX-FRSB11BC

【LUXXe（ラグゼ） フィールド ロールトップショルダーバッグ 11】

▪内寸法:約W280×H440×D140mm
▪インナーケース内寸法:約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W245×H350×D15mm
▪外寸法:約W330×H450×D150mm
▪容量：約16L　▪重量:約1,300g
▪ 材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、インナー

ポケット×2、チェストベルト、三脚固定ストラップ×2
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥27,100
カラー 品番 型番
コヨーテ 208092 SLX-GZBPMCY 
ブラック 208108 SLX-GZBPMBK

カ メラ イ ン ナーとイ ン ナーポ
ケットを好きな場所に付けられ
るアタッチメントシステム

体の曲線にフィットする
ショルダーハーネス

三脚固定ストラップで両サイド
に三脚を固定可能

アタッチメントシステムにより横
からでも上からでもアクセス可能

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

背面ノート PC 収納ポケット

ジップバックパックの
特長
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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グレー×
カモフラージュ

グレー×
カモフラージュ

オリーブ×
カモフラージュ

オリーブ×
カモフラージュ

【LUXXe（ラグゼ） リバーシブル ショルダーバッグ】

【LUXXe（ラグゼ） リバーシブル トートバッグ】

便利なポケット付

カメラ収納部は
インナーケース式

カメラ収納部は
インナーケース式

便利なポケット付

裏地はデザイン性の高い迷彩柄

リバーシブル構造

リバーシブル構造

290mm

380mm

210
mm

340
mm

140mm

150mm

裏地はデザイン性の高い迷彩柄

▪カメラ収納部内寸法：約W260×H140×D100mm
▪外寸法：約W290×H210×D140mm
▪重量：約770g　▪材質：ナイロン、ポリエステル、本革
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、 

ショルダーベルト

各 ¥12,000
カラー 品番 型番
オリーブ×カモフラージュ 206333 SLX-RSBOVC
グレー×カモフラージュ 206340 SLX-RSBGYC

▪カメラ収納部内寸法：約W350×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H170×D8mm
▪外寸法：約W380×H340×D150mm
▪重量：約1,140g　▪材質：ナイロン、ポリエステル、本革
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×3、 

ショルダーベルト

各 ¥18,500
カラー 品番 型番
オリーブ×カモフラージュ 206357 SLX-RTTOVC
グレー×カモフラージュ 206364 SLX-RTTGYC

収納内容例

収納内容例

【LUXXe（ラグゼ） グリッド マルチポーチ M】

▪メイン収納部参考収容寸法：約W80×H140×D45mm
▪スマートフォンポケット参考収容寸法：約W80×H160×
D10mm
▪外寸法：約W105×H190×D60mm　▪重量：約100g
▪材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、ポリエステル

各 ¥3,900
カラー 品番 型番
コヨーテ 208078 SLX-GMPMCY 
ブラック 208085 SLX-GMPMB

ブラック

コヨーテ

【LUXXe（ラグゼ） グリッド トートバック M】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップショルダーバッグ M】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップショルダーバッグ S】

330mm

260mm

310mm

370mm

250
mm

195
mm

200
mm

330
mm

145mm

120mm

125mm

160mm

▪内寸法：約W310×H240×D135mm
▪インナーケース内寸法：約W220×H180×D110mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W265×H190×D10mm
▪外寸法：約W330×H250×D145mm　▪重量：約750g
▪材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、ポリエステル、
PVC　▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、
三脚固定ストラップ×2

各 ¥16,700
カラー 品番 型番
コヨーテ 208054 SLX-GZSBMCY 
ブラック 208061 SLX-GZSBMBK

コヨーテ

コヨーテ

コヨーテ
ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

コヨーテ

モデル身長180cm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

収納内容例

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップショルダーバッグ L】

410mm

280
mm

165mm

▪内寸法：約W390×H270×D155mm
▪インナーケース内寸法：約W245×H200×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W340×H230×D15mm
▪外寸法：約W410×H280×D165mm　▪重量：約940g
▪ 材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

¥19,300
カラー 品番 型番
ブラック 208047 SLX-GZSBLBK

後ろからでも上からでもアクセ
ス可能

三 脚固定 ストラップ
で三脚等を固定可能

背面はフルオープン
可能

背面

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

▪内寸法:約W350×H300×D150mm
▪インナーケース内寸法:約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W325×H230×D15mm
▪外寸法:約W370×H330×D160mm　▪重量:約900g
▪ 材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2、ショルダーベルト

各 ¥21,900
カラー 品番 型番
コヨーテ 208115 SLX-GTTMCY
ブラック 208122 SLX-GTTMBK

収納内容例

アクセスしやすいフロントポケット

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

肩への負担を軽 減 するショル
ダーパッド

ショルダーベルトは簡単長さ調節

三脚固定ストラップで三脚等
を固定可能

アクセスしやすいサイドポケット

三脚固定ストラップで三脚等
を固定可能

背面

背面

着脱可能なインナーケース

ショルダーハーネスに装着可能

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

背面コンパクトカメラやスマートフォ
ンを収納可能

ショルダーハーネスに装着可能ショルダーパッドに装着可能

ジップショルダーバッグ
の特長

▪内寸法:約W240×H185×D110mm
▪インナーケース内寸法:約W205×H120×D85mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W205×H140×D10mm
▪外寸法:約W260×H195×D120mm　▪重量:約400g
▪材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、ポリエステ
ル、PVC　▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×
2、ショルダーベルト

各 ¥12,800
カラー 品番 型番
コヨーテ 208139 SLX-GZSBSCY
ブラック 208146 SLX-GZSBSBK

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ライトショルダーバッグ S】

▪内寸法:約W260×H190×D115mm
▪インナーケース内寸法:約W205×H120×D85mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W250×H170×D10mm
▪外寸法:約W310×H200×D125mm　▪重量:約440g
▪ 材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

各 ¥14,100
カラー 品番 型番
コヨーテ 208153 SLX-GLSBSCY
ブラック 208160 SLX-GLSBSBK

14
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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グレー×
カモフラージュ

グレー×
カモフラージュ

オリーブ×
カモフラージュ

オリーブ×
カモフラージュ

【LUXXe（ラグゼ） リバーシブル ショルダーバッグ】

【LUXXe（ラグゼ） リバーシブル トートバッグ】

便利なポケット付

カメラ収納部は
インナーケース式

カメラ収納部は
インナーケース式

便利なポケット付

裏地はデザイン性の高い迷彩柄

リバーシブル構造

リバーシブル構造

290mm

380mm

210
mm

340
mm

140mm

150mm

裏地はデザイン性の高い迷彩柄

▪カメラ収納部内寸法：約W260×H140×D100mm
▪外寸法：約W290×H210×D140mm
▪重量：約770g　▪材質：ナイロン、ポリエステル、本革
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、 

ショルダーベルト

各 ¥12,000
カラー 品番 型番
オリーブ×カモフラージュ 206333 SLX-RSBOVC
グレー×カモフラージュ 206340 SLX-RSBGYC

▪カメラ収納部内寸法：約W350×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H170×D8mm
▪外寸法：約W380×H340×D150mm
▪重量：約1,140g　▪材質：ナイロン、ポリエステル、本革
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×3、 

ショルダーベルト

各 ¥18,500
カラー 品番 型番
オリーブ×カモフラージュ 206357 SLX-RTTOVC
グレー×カモフラージュ 206364 SLX-RTTGYC

収納内容例

収納内容例

【LUXXe（ラグゼ） グリッド マルチポーチ M】

▪メイン収納部参考収容寸法：約W80×H140×D45mm
▪スマートフォンポケット参考収容寸法：約W80×H160×
D10mm
▪外寸法：約W105×H190×D60mm　▪重量：約100g
▪材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、ポリエステル

各 ¥3,900
カラー 品番 型番
コヨーテ 208078 SLX-GMPMCY 
ブラック 208085 SLX-GMPMB

ブラック

コヨーテ

【LUXXe（ラグゼ） グリッド トートバック M】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップショルダーバッグ M】

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップショルダーバッグ S】

330mm

260mm

310mm

370mm

250
mm

195
mm

200
mm

330
mm

145mm

120mm

125mm

160mm

▪内寸法：約W310×H240×D135mm
▪インナーケース内寸法：約W220×H180×D110mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W265×H190×D10mm
▪外寸法：約W330×H250×D145mm　▪重量：約750g
▪材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、ポリエステル、
PVC　▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、
三脚固定ストラップ×2

各 ¥16,700
カラー 品番 型番
コヨーテ 208054 SLX-GZSBMCY 
ブラック 208061 SLX-GZSBMBK

コヨーテ

コヨーテ

コヨーテ
ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

コヨーテ

モデル身長180cm

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

収納内容例

収納内容例

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ジップショルダーバッグ L】

410mm

280
mm

165mm

▪内寸法：約W390×H270×D155mm
▪インナーケース内寸法：約W245×H200×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W340×H230×D15mm
▪外寸法：約W410×H280×D165mm　▪重量：約940g
▪ 材質：SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品：カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

¥19,300
カラー 品番 型番
ブラック 208047 SLX-GZSBLBK

後ろからでも上からでもアクセ
ス可能

三 脚固定 ストラップ
で三脚等を固定可能

背面はフルオープン
可能

背面

モデル身長180cm

モデル身長180cm

収納内容例

▪内寸法:約W350×H300×D150mm
▪インナーケース内寸法:約W245×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W325×H230×D15mm
▪外寸法:約W370×H330×D160mm　▪重量:約900g
▪ 材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2、ショルダーベルト

各 ¥21,900
カラー 品番 型番
コヨーテ 208115 SLX-GTTMCY
ブラック 208122 SLX-GTTMBK

収納内容例

アクセスしやすいフロントポケット

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

肩への負担を軽 減 するショル
ダーパッド

ショルダーベルトは簡単長さ調節

三脚固定ストラップで三脚等
を固定可能

アクセスしやすいサイドポケット

三脚固定ストラップで三脚等
を固定可能

背面

背面

着脱可能なインナーケース

ショルダーハーネスに装着可能

ハ ンド ル 兼 キャリーバーホ ル
ダー付き

背面コンパクトカメラやスマートフォ
ンを収納可能

ショルダーハーネスに装着可能ショルダーパッドに装着可能

ジップショルダーバッグ
の特長

▪内寸法:約W240×H185×D110mm
▪インナーケース内寸法:約W205×H120×D85mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W205×H140×D10mm
▪外寸法:約W260×H195×D120mm　▪重量:約400g
▪材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、ポリエステ
ル、PVC　▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×
2、ショルダーベルト

各 ¥12,800
カラー 品番 型番
コヨーテ 208139 SLX-GZSBSCY
ブラック 208146 SLX-GZSBSBK

【LUXXe（ラグゼ） グリッド ライトショルダーバッグ S】

▪内寸法:約W260×H190×D115mm
▪インナーケース内寸法:約W205×H120×D85mm
▪PC収納部参考収容寸法:約W250×H170×D10mm
▪外寸法:約W310×H200×D125mm　▪重量:約440g
▪ 材質:SPECTRA×CORDURAナイロン、 

ポリエステル、PVC
▪ 付属品:カメラインナーケース、中仕切り×2、 

三脚固定ストラップ×2

各 ¥14,100
カラー 品番 型番
コヨーテ 208153 SLX-GLSBSCY
ブラック 208160 SLX-GLSBSBK

14

109

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ Camera Bags & Cases  カメラバッグ



収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

【プラスシェル アーバンライト02 バックパック S】

【プラスシェル アーバンライト02 ショルダーバッグ L】

【プラスシェル アーバンライト02 ショルダーバッグ M】

280mm

430
mm

160mm

320mm

380mm

310
mm

370
mm

130mm

150mm

街に溶け込むシンプルな
デザイン

（モデル身長170cm）

軽快なメッセンジャー
スタイル

（モデル身長170cm）

軽快なメッセンジャー
スタイル

（モデル身長170cm）

背面にはA4書類やタブレット
PCを収納

タブレットPCを保護する
収納ポケット

タブレットPCを保護する
収納ポケット

引き裂きに強い織りと耐水性の
高い生地
※バッグは防水ではありません

引き裂きに強い織りと耐水性の
高い生地
※バッグは防水ではありません

引き裂きに強い織りと耐水性の
高い生地
※バッグは防水ではありません

折りたたみ可能な作りでサブ
バッグとして使用可能

折りたたみ可能な作りでサブ
バッグとして使用可能

バッグを下ろさずに素早く機材
を取り出せる

¥12,100
カラー 品番 型番
ブラック 207781 SP-UL02BPSBK
▪カメラ収納部内寸法：

約W230×H200×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：

約W230×H310×D10mm
▪外寸法：約W280×H430×D160mm
▪重量：約550g　▪容量：約9L
▪材質：ポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×1、上下仕切り×1（位

置調節不可）、チェストベルト
▪ くびの負担がZEROフック（32ページ）

装着可能

¥8,400
カラー 品番 型番
ブラック 207804 SP-UL02SBLBK
▪カメラ収納部内寸法：

約W320×H180×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：

約W270×H180×D10mm
▪外寸法：約W380×H370×D150mm
▪重量：約400g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

¥7,000
カラー 品番 型番
ブラック 207828 SP-UL02SBMBK
▪カメラ収納部内寸法：

約W270×H140×D100mm
▪PC収納部参考収容寸法：

約W220×H150×D10mm
▪外寸法：約W320×H310×D130mm
▪重量：約300g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

【プラスシェル ブロス バックパック M】

¥19,500
カラー 品番 型番
ブラック 205725 SP-BS-BPMBK

▪内寸法： （上段）約W270×H190×D110mm
（下段）約W270×H220×D110mm

▪ PC収納部参考収容寸法：
W245×H350×D15mm

▪外寸法：約W310×H435×D200mm
▪容量：約12L　▪重量：約1,080g　▪材質：ナイロン
▪ 付属品：中仕切り×3、上下仕切り（位置調節不可）、

チェストベルト、三脚固定ベルト×1
▪ くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

背面にはキャリー
バーホルダーを装備

ボトルポケットくびの負担がZERO
フック（別売）装着
ループ付三脚をボトルポケット

とベルトで固定可能
裏面PVC加工を施
した水に強いナイロ
ンツイル生地

収納内容例

310mm

435mm

200mm

15

▪カメラ収納部内寸法：約W260×H300×D130mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W255×H345×D15mm
▪外寸法：約W400×H460×D180mm
▪重量：約1,250g　▪容量：約13L〜18L
▪材質：PVCコーティングポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×4、上下仕切り（位置調節不可）、

機材固定ベルト×1、チェストベルト
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥19,400
カラー 品番 型番
ブラック 207842 SP-RS02BPMBK

▪カメラ収納部内寸法：約W350×H260×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W305×H220×D15mm
▪外寸法：約W400×H280×D170mm
▪重量：約870g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

¥12,100
カラー 品番 型番
ブラック 207859 SP-RS02SBLBK

▪カメラ収納部内寸法：約W300×H200×D100mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W255×H175×D8mm
▪外寸法：約W340×H245×D150mm
▪重量：約680g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

¥10,600
カラー 品番 型番
ブラック 207866 SP-RS02SBMBK

【プラスシェル レジスト02 バックパック M】

【プラスシェル レジスト02 ショルダーバッグ L】

【プラスシェル レジスト02 ショルダーバッグ M】

400mm

340mm

280
mm

245
mm

170mm

150mm

バッグを下ろさずに
カメラを取り出せる

水や汚れに強いPVCコーティ
ング生地
※バッグは防水ではありません

水や汚れに強いPVCコーティ
ング生地
※バッグは防水ではありません

水や汚れに強いPVCコーティ
ング生地
※バッグは防水ではありません

荷物量の変化に対応する拡張構造

モデル身長180cm

モデル身長180cm

素早くアクセスできる天面
開口部

自立性と防汚性を高める底
脚付き

自立性と防汚性を高める底
脚付き

モデル身長180cm

素早くアクセスできる天面
開口部

400mm

460
mm

180mm

13

14

▪内寸法：  （上段）約W260×H270×D160mm
（下段）約W260×H200×D160mm

▪PC収納部参考収容寸法：約W210×H305×D15mm
▪外寸法：約W340×H510×D210mm　▪重量：約1,850g
▪容量：約20L　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×10、上下仕切り（位置調節不可）、機材固定
ベルト×1　▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥23,400
カラー 品番 型番
ブラック 207873 SP-TR03BPLBK

【プラスシェル トレック03 バックパック L】

プラスシェル シリーズ

340mm

510
mm

210mm

収納内容例

装 着 例（モ デル 身 長
180cm） 貫通式の上下仕切り

で望遠レンズも収納

バックパック上下に持ち
上げやすいハンドル付き くびの負担がZEROフッ

ク（別売）装着ループ付

下段は縦に長い望遠
レンズの収納に最適

大型の三脚をしっかり
固定するダブルベルト

13

1211

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

【プラスシェル アーバンライト02 バックパック S】

【プラスシェル アーバンライト02 ショルダーバッグ L】

【プラスシェル アーバンライト02 ショルダーバッグ M】

280mm

430
mm

160mm

320mm

380mm

310
mm

370
mm

130mm

150mm

街に溶け込むシンプルな
デザイン

（モデル身長170cm）

軽快なメッセンジャー
スタイル

（モデル身長170cm）

軽快なメッセンジャー
スタイル

（モデル身長170cm）

背面にはA4書類やタブレット
PCを収納

タブレットPCを保護する
収納ポケット

タブレットPCを保護する
収納ポケット

引き裂きに強い織りと耐水性の
高い生地
※バッグは防水ではありません

引き裂きに強い織りと耐水性の
高い生地
※バッグは防水ではありません

引き裂きに強い織りと耐水性の
高い生地
※バッグは防水ではありません

折りたたみ可能な作りでサブ
バッグとして使用可能

折りたたみ可能な作りでサブ
バッグとして使用可能

バッグを下ろさずに素早く機材
を取り出せる

¥12,100
カラー 品番 型番
ブラック 207781 SP-UL02BPSBK
▪カメラ収納部内寸法：

約W230×H200×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：

約W230×H310×D10mm
▪外寸法：約W280×H430×D160mm
▪重量：約550g　▪容量：約9L
▪材質：ポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×1、上下仕切り×1（位

置調節不可）、チェストベルト
▪ くびの負担がZEROフック（32ページ）

装着可能

¥8,400
カラー 品番 型番
ブラック 207804 SP-UL02SBLBK
▪カメラ収納部内寸法：

約W320×H180×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：

約W270×H180×D10mm
▪外寸法：約W380×H370×D150mm
▪重量：約400g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

¥7,000
カラー 品番 型番
ブラック 207828 SP-UL02SBMBK
▪カメラ収納部内寸法：

約W270×H140×D100mm
▪PC収納部参考収容寸法：

約W220×H150×D10mm
▪外寸法：約W320×H310×D130mm
▪重量：約300g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

【プラスシェル ブロス バックパック M】

¥19,500
カラー 品番 型番
ブラック 205725 SP-BS-BPMBK

▪内寸法： （上段）約W270×H190×D110mm
（下段）約W270×H220×D110mm

▪ PC収納部参考収容寸法：
W245×H350×D15mm

▪外寸法：約W310×H435×D200mm
▪容量：約12L　▪重量：約1,080g　▪材質：ナイロン
▪ 付属品：中仕切り×3、上下仕切り（位置調節不可）、

チェストベルト、三脚固定ベルト×1
▪ くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

背面にはキャリー
バーホルダーを装備

ボトルポケットくびの負担がZERO
フック（別売）装着
ループ付三脚をボトルポケット

とベルトで固定可能
裏面PVC加工を施
した水に強いナイロ
ンツイル生地

収納内容例

310mm

435mm

200mm

15

▪カメラ収納部内寸法：約W260×H300×D130mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W255×H345×D15mm
▪外寸法：約W400×H460×D180mm
▪重量：約1,250g　▪容量：約13L〜18L
▪材質：PVCコーティングポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×4、上下仕切り（位置調節不可）、

機材固定ベルト×1、チェストベルト
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥19,400
カラー 品番 型番
ブラック 207842 SP-RS02BPMBK

▪カメラ収納部内寸法：約W350×H260×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W305×H220×D15mm
▪外寸法：約W400×H280×D170mm
▪重量：約870g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

¥12,100
カラー 品番 型番
ブラック 207859 SP-RS02SBLBK

▪カメラ収納部内寸法：約W300×H200×D100mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W255×H175×D8mm
▪外寸法：約W340×H245×D150mm
▪重量：約680g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
▪ 付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

¥10,600
カラー 品番 型番
ブラック 207866 SP-RS02SBMBK

【プラスシェル レジスト02 バックパック M】

【プラスシェル レジスト02 ショルダーバッグ L】

【プラスシェル レジスト02 ショルダーバッグ M】

400mm

340mm

280
mm

245
mm

170mm

150mm

バッグを下ろさずに
カメラを取り出せる

水や汚れに強いPVCコーティ
ング生地
※バッグは防水ではありません

水や汚れに強いPVCコーティ
ング生地
※バッグは防水ではありません

水や汚れに強いPVCコーティ
ング生地
※バッグは防水ではありません

荷物量の変化に対応する拡張構造

モデル身長180cm

モデル身長180cm

素早くアクセスできる天面
開口部

自立性と防汚性を高める底
脚付き

自立性と防汚性を高める底
脚付き

モデル身長180cm

素早くアクセスできる天面
開口部

400mm

460
mm

180mm

13

14

▪内寸法：  （上段）約W260×H270×D160mm
（下段）約W260×H200×D160mm

▪PC収納部参考収容寸法：約W210×H305×D15mm
▪外寸法：約W340×H510×D210mm　▪重量：約1,850g
▪容量：約20L　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×10、上下仕切り（位置調節不可）、機材固定
ベルト×1　▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

¥23,400
カラー 品番 型番
ブラック 207873 SP-TR03BPLBK

【プラスシェル トレック03 バックパック L】

プラスシェル シリーズ

340mm

510
mm

210mm

収納内容例

装 着 例（モ デル 身 長
180cm） 貫通式の上下仕切り

で望遠レンズも収納

バックパック上下に持ち
上げやすいハンドル付き くびの負担がZEROフッ

ク（別売）装着ループ付

下段は縦に長い望遠
レンズの収納に最適

大型の三脚をしっかり
固定するダブルベルト

13

1211

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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収納内容例

【プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M】

¥16,330
カラー 品番 型番
ブラック 205640 SP-BS-SBLBK

▪ カメラ収納部内寸法：
約W340×H245×D150mm

▪ PC収納部参考収容寸法：
約W325×H230×D15mm

▪外寸法：約W360×H270×D220mm
▪重量：約1,180g　
▪材質：ナイロン
▪付属品：中仕切り×5、三脚固定ベルト×2

底面の汚れを軽減す
るフットスタンド付

底面の汚れを軽減す
るフットスタンド付

裏面PVC加工を施し
た水に強いナイロン
ツイル生地

裏面PVC加工を施し
た水に強いナイロン
ツイル生地

背面にはキャリーバー
ホルダーを装備

ベルトに干渉しない
三脚固定が可能

角度の付いた角カン
によりベルトが傾斜
し身体にフィット

背面にはキャリーバー
ホルダーを装備

ベルトに干渉しない
三脚固定が可能

角度の付いた角カン
によりベルトが傾斜
し身体にフィット

¥13,260
カラー 品番 型番
ブラック 205671 SP-BS-SBMBK

▪ カメラ収納部内寸法：
約W300×H210×D125mm

▪ PC収納部参考収容寸法：
約W280×H200×D15mm

▪外寸法：約W320×H235×D195mm
▪重量：約960g　
▪材質：ナイロン
▪付属品：中仕切り×4、三脚固定ベルト×2

収納内容例

【プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L】

ブラック

グレー

グレー

ブラック

【プラスシェル シティ04 ロールトップバックパック】

【プラスシェル シティ04 フラップバックパック】

各 ¥16,700
カラー 品番 型番
グレー 206609 SP-CT04-RBPGY
ブラック 206616 SP-CT04-RBPBK

▪カメラ収納部内寸法：約W240×H220×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H350×D15mm
▪外寸法：約W300×H470×D170mm　▪容量：約15L
▪重量：約1,070g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪ 付属品：中仕切り×3、上下仕切り（位置調節不可）、

チェストベルト、三脚固定ベルト×1
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥13,610
カラー 品番 型番
グレー 206623 SP-CT04-FBPGY
ブラック 206630 SP-CT04-FBPBK

▪カメラ収納部内寸法：約W220×H190×D105mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W210×H330×D15mm
▪外寸法：約W280×H420×D150mm　▪容量：約10L
▪重量：約740g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪ 付属品：中仕切り×2、上下仕切り（位置調節不可）
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

収納内容例

収納内容例

左サイドポケット右サイドポケット

三脚取付可能

サイドポケット

背面（キャリーバーホルダー付）

背面

くびの負担がZEROフッ
ク（別売）装着ループ付

くびの負担がZEROフッ
ク（別売）装着ループ付

470
mm

420
mm

170
mm

150
mm

300mm

280mm

ブラック

グレー

グレー

ブラック

【プラスシェル シティ04 メッセンジャー L】

【プラスシェル シティ04 メッセンジャー M】

各 ¥11,500
カラー 品番 型番
グレー 206647 SP-CT04-MBLGY
ブラック 206654 SP-CT04-MBLBK

▪カメラ収納部内寸法：約W315×H210×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W300×H210×D15mm
▪外寸法：約W380×H250×D160mm
▪重量：約750g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

各 ¥9,200
カラー 品番 型番
グレー 206661 SP-CT04-MBMGY
ブラック 206678 SP-CT04-MBMBK

▪カメラ収納部内寸法：約W245×H160×D100mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H170×D10mm
▪外寸法：約W300×H200×D140mm
▪重量：約540g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

天面開口部

天面開口部

サイドポケット付

サイドポケット付

背面

背面

収納内容例

収納内容例

250
mm

200
mm

160
mm

140
mm

380mm

300mm

15

13

12

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長170cm

360mm

320mm

270
mm

235
mm

220mm

195mm

¥18,300
カラー 品番 型番
ブラック 206852 SP-R03SBLBK
▪カメラ収納部内寸法：約W370×H240×D175mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W320×H215×D15mm
▪外寸法：約W470×H270×D240mm
▪重量：約1,350g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×7、三脚固定ベルト×2

¥15,200
カラー 品番 型番
ブラック 206869 SP-R03SBMBK
▪カメラ収納部内寸法：約W320×H195×D155mm
▪外寸法：約W415×H230×D215mm
▪重量：約1,000g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×7、三脚固定ベルト×2

収納内容例

中仕切りを動かすことで、
70-200mmf2.8 望 遠 レ
ンズを装着したカメラを、
フード逆付けで収納可能。

収納内容例

【プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ L】

【プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ M】

ショルダーベルト付け根
を斜めに取り付けること
で身体にフィットし快適
に携行可能。付け根には
ベルトの片寄りを防止す
るストッパーを装備。

三脚ホルダー付き。
三脚とショルダーベルト
が干渉しにくいよう左右
のベルトの位置を前後に
ずらして取り付け可能。

ハンドルと背面のDリン
グを 使ってフォール ディ
ングリュックベ ルト（32
ページ）を装着可能。

中仕切りを動かすこと
で、70-200mmf2.8望
遠レンズを装着したカ
メラを、フードを取り付
けたままで収納可能。

470mm

270
mm

240mm

【  ショルダーバッグ 

415mm

230
mm

215mm

リッジ03ショル
ダーバッグの特長

13

12

もしくは
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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収納内容例

【プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M】

¥16,330
カラー 品番 型番
ブラック 205640 SP-BS-SBLBK

▪ カメラ収納部内寸法：
約W340×H245×D150mm

▪ PC収納部参考収容寸法：
約W325×H230×D15mm

▪外寸法：約W360×H270×D220mm
▪重量：約1,180g　
▪材質：ナイロン
▪付属品：中仕切り×5、三脚固定ベルト×2

底面の汚れを軽減す
るフットスタンド付

底面の汚れを軽減す
るフットスタンド付

裏面PVC加工を施し
た水に強いナイロン
ツイル生地

裏面PVC加工を施し
た水に強いナイロン
ツイル生地

背面にはキャリーバー
ホルダーを装備

ベルトに干渉しない
三脚固定が可能

角度の付いた角カン
によりベルトが傾斜
し身体にフィット

背面にはキャリーバー
ホルダーを装備

ベルトに干渉しない
三脚固定が可能

角度の付いた角カン
によりベルトが傾斜
し身体にフィット

¥13,260
カラー 品番 型番
ブラック 205671 SP-BS-SBMBK

▪ カメラ収納部内寸法：
約W300×H210×D125mm

▪ PC収納部参考収容寸法：
約W280×H200×D15mm

▪外寸法：約W320×H235×D195mm
▪重量：約960g　
▪材質：ナイロン
▪付属品：中仕切り×4、三脚固定ベルト×2

収納内容例

【プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L】

ブラック

グレー

グレー

ブラック

【プラスシェル シティ04 ロールトップバックパック】

【プラスシェル シティ04 フラップバックパック】

各 ¥16,700
カラー 品番 型番
グレー 206609 SP-CT04-RBPGY
ブラック 206616 SP-CT04-RBPBK

▪カメラ収納部内寸法：約W240×H220×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H350×D15mm
▪外寸法：約W300×H470×D170mm　▪容量：約15L
▪重量：約1,070g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪ 付属品：中仕切り×3、上下仕切り（位置調節不可）、

チェストベルト、三脚固定ベルト×1
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

各 ¥13,610
カラー 品番 型番
グレー 206623 SP-CT04-FBPGY
ブラック 206630 SP-CT04-FBPBK

▪カメラ収納部内寸法：約W220×H190×D105mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W210×H330×D15mm
▪外寸法：約W280×H420×D150mm　▪容量：約10L
▪重量：約740g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪ 付属品：中仕切り×2、上下仕切り（位置調節不可）
▪くびの負担がZEROフック（32ページ）装着可能

収納内容例

収納内容例

左サイドポケット右サイドポケット

三脚取付可能

サイドポケット

背面（キャリーバーホルダー付）

背面

くびの負担がZEROフッ
ク（別売）装着ループ付

くびの負担がZEROフッ
ク（別売）装着ループ付

470
mm

420
mm

170
mm

150
mm

300mm

280mm

ブラック

グレー

グレー

ブラック

【プラスシェル シティ04 メッセンジャー L】

【プラスシェル シティ04 メッセンジャー M】

各 ¥11,500
カラー 品番 型番
グレー 206647 SP-CT04-MBLGY
ブラック 206654 SP-CT04-MBLBK

▪カメラ収納部内寸法：約W315×H210×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W300×H210×D15mm
▪外寸法：約W380×H250×D160mm
▪重量：約750g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

各 ¥9,200
カラー 品番 型番
グレー 206661 SP-CT04-MBMGY
ブラック 206678 SP-CT04-MBMBK

▪カメラ収納部内寸法：約W245×H160×D100mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W240×H170×D10mm
▪外寸法：約W300×H200×D140mm
▪重量：約540g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーパッド

天面開口部

天面開口部

サイドポケット付

サイドポケット付

背面

背面

収納内容例

収納内容例

250
mm

200
mm

160
mm

140
mm

380mm

300mm

15

13

12

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長170cm

360mm

320mm

270
mm

235
mm

220mm

195mm

¥18,300
カラー 品番 型番
ブラック 206852 SP-R03SBLBK
▪カメラ収納部内寸法：約W370×H240×D175mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W320×H215×D15mm
▪外寸法：約W470×H270×D240mm
▪重量：約1,350g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×7、三脚固定ベルト×2

¥15,200
カラー 品番 型番
ブラック 206869 SP-R03SBMBK
▪カメラ収納部内寸法：約W320×H195×D155mm
▪外寸法：約W415×H230×D215mm
▪重量：約1,000g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×7、三脚固定ベルト×2

収納内容例

中仕切りを動かすことで、
70-200mmf2.8 望 遠 レ
ンズを装着したカメラを、
フード逆付けで収納可能。

収納内容例

【プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ L】

【プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ M】

ショルダーベルト付け根
を斜めに取り付けること
で身体にフィットし快適
に携行可能。付け根には
ベルトの片寄りを防止す
るストッパーを装備。

三脚ホルダー付き。
三脚とショルダーベルト
が干渉しにくいよう左右
のベルトの位置を前後に
ずらして取り付け可能。

ハンドルと背面のDリン
グを 使ってフォール ディ
ングリュックベ ルト（32
ページ）を装着可能。

中仕切りを動かすこと
で、70-200mmf2.8望
遠レンズを装着したカ
メラを、フードを取り付
けたままで収納可能。

470mm

270
mm

240mm

【  ショルダーバッグ 

415mm

230
mm

215mm

リッジ03ショル
ダーバッグの特長

13

12

もしくは
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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ルフトデザイン シリーズ

モデル身長170cm

【フォティナ キャトル カメラバッグ S】

収納内容例

¥3,800
カラー 品番 型番
レッド 249217 SFT-QTCBS-RD

▪内寸法：約W175×H90×D85mm　
▪外寸法：約W200×H110×D115mm　
▪重量：約220g　▪材質：ポリエステル　
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーベルト 両手があいて

便利なななめ掛け

背面

フォティナ シリーズ

200mm

110mm

115mm

150mm

110mm

230mm

ライトグレー

背面

ピンク

【プラスシェル スリムフィット ショルダーバッグ S】

収納内容例

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
ピンク 204865 SP-SFSBSPK
ライトグレー 204872 SP-SFSBSLG

▪内寸法：約W180×H140×D100mm
▪外寸法：約W230×H150×D110mm
▪重量：約230g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：中仕切り×1

¥8,150
カラー 品番 型番
ブラック 204186 SLD-UW-SBMBK

▪内寸法：約W230×H175×D110mm
▪外寸法：約W250×H195×D140mm
▪重量：約400g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

【ルフトデザイン アーバンウォーカー ショルダーバッグ M】

収納内容例

背面
¥6,330
カラー 品番 型番
ブラック 204162 SLD-UW-SBSBK

▪内寸法：約W175×H120×D80mm
▪外寸法：約W195×H140×D110mm
▪重量：約270g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

【ルフトデザイン アーバンウォーカー ショルダーバッグ S】

収納内容例

195mm

140mm

110mm

背面 底面の汚れを軽減する
フットスタンド付

250mm

195mm

140mm

モデル身長180cm

【プラスシェル シティ04 トートバッグ】

各 ¥10,700
カラー 品番 型番
グレー 206746 SP-CT04-TTGY
ブラック 206753 SP-CT04-TTBK

▪カメラ収納部内寸法：約W340×H240×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W325×H230×D20mm
▪外寸法：約W410×H320×D155mm
▪重量：約780g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×3、ショルダーベルト

背面オープンポケット

背面オープンポケット

水と汚れに強い底面

水と汚れに強い底面

前面ファスナーポケット

小物の収納に便利な
フロントポケット

手にやさしい面ファスナー

手にやさしい面ファスナー

プラスシェル シティ04 トートバッグ】

グレー

320
mm

155
mm

410mm

収納内容例

収納内容例

グレー

ブラック

【プラスシェル シティ04 ショルダーバッグ S】

【プラスシェル スリムフィット ショルダーバッグ 03 M】

【プラスシェル スリムフィット ショルダーバッグ 03 S】

各 ¥5,500
カラー 品番 型番
グレー 206722 SP-CT04-SBSGY
ブラック 206739 SP-CT04-SBSBK

▪カメラ収納部内寸法：約W200×H130×D90mm
▪外寸法：約W220×H150×D130mm
▪重量：約280g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

各 ¥5,430
カラー 品番 型番
グレー 241617 SP-SFSB3MGY
ブラック 241624 SP-SFSB3MBK

▪内寸法：約W270×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W250×H170×D8mm
▪外寸法：約W350×H200×D130mm
▪重量：約500g　▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：中仕切り×2、中敷き

各 ¥4,520
カラー 品番 型番
ブルー 241631 SP-SFSB3SBL
グレー 241648 SP-SFSB3SGY
ブラック 241655 SP-SFSB3SBK

▪内寸法：約W220×H150×D100mm
▪外寸法：約W270×H160×D110mm
▪重量：約295g　▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：中仕切り×2、中敷き

150
mm

130
mm

220mm

ブラックブラック

200mm

130mm

350mm

グレー

ブルー

160mm

110mm

270mm

収納内容例

収納内容例

ブラック

グレー

ブラック

13

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長170cm

1615

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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ルフトデザイン シリーズ

モデル身長170cm

【フォティナ キャトル カメラバッグ S】

収納内容例

¥3,800
カラー 品番 型番
レッド 249217 SFT-QTCBS-RD

▪内寸法：約W175×H90×D85mm　
▪外寸法：約W200×H110×D115mm　
▪重量：約220g　▪材質：ポリエステル　
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーベルト 両手があいて

便利なななめ掛け

背面

フォティナ シリーズ

200mm

110mm

115mm

150mm

110mm

230mm

ライトグレー

背面

ピンク

【プラスシェル スリムフィット ショルダーバッグ S】

収納内容例

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
ピンク 204865 SP-SFSBSPK
ライトグレー 204872 SP-SFSBSLG

▪内寸法：約W180×H140×D100mm
▪外寸法：約W230×H150×D110mm
▪重量：約230g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：中仕切り×1

¥8,150
カラー 品番 型番
ブラック 204186 SLD-UW-SBMBK

▪内寸法：約W230×H175×D110mm
▪外寸法：約W250×H195×D140mm
▪重量：約400g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

【ルフトデザイン アーバンウォーカー ショルダーバッグ M】

収納内容例

背面
¥6,330
カラー 品番 型番
ブラック 204162 SLD-UW-SBSBK

▪内寸法：約W175×H120×D80mm
▪外寸法：約W195×H140×D110mm
▪重量：約270g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

【ルフトデザイン アーバンウォーカー ショルダーバッグ S】

収納内容例

195mm

140mm

110mm

背面 底面の汚れを軽減する
フットスタンド付

250mm

195mm

140mm

モデル身長180cm

【プラスシェル シティ04 トートバッグ】

各 ¥10,700
カラー 品番 型番
グレー 206746 SP-CT04-TTGY
ブラック 206753 SP-CT04-TTBK

▪カメラ収納部内寸法：約W340×H240×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W325×H230×D20mm
▪外寸法：約W410×H320×D155mm
▪重量：約780g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×3、ショルダーベルト

背面オープンポケット

背面オープンポケット

水と汚れに強い底面

水と汚れに強い底面

前面ファスナーポケット

小物の収納に便利な
フロントポケット

手にやさしい面ファスナー

手にやさしい面ファスナー

プラスシェル シティ04 トートバッグ】

グレー

320
mm

155
mm

410mm

収納内容例

収納内容例

グレー

ブラック

【プラスシェル シティ04 ショルダーバッグ S】

【プラスシェル スリムフィット ショルダーバッグ 03 M】

【プラスシェル スリムフィット ショルダーバッグ 03 S】

各 ¥5,500
カラー 品番 型番
グレー 206722 SP-CT04-SBSGY
ブラック 206739 SP-CT04-SBSBK

▪カメラ収納部内寸法：約W200×H130×D90mm
▪外寸法：約W220×H150×D130mm
▪重量：約280g　▪材質：ポリエステル、ターポリン
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

各 ¥5,430
カラー 品番 型番
グレー 241617 SP-SFSB3MGY
ブラック 241624 SP-SFSB3MBK

▪内寸法：約W270×H190×D120mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W250×H170×D8mm
▪外寸法：約W350×H200×D130mm
▪重量：約500g　▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：中仕切り×2、中敷き

各 ¥4,520
カラー 品番 型番
ブルー 241631 SP-SFSB3SBL
グレー 241648 SP-SFSB3SGY
ブラック 241655 SP-SFSB3SBK

▪内寸法：約W220×H150×D100mm
▪外寸法：約W270×H160×D110mm
▪重量：約295g　▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：中仕切り×2、中敷き

150
mm

130
mm

220mm

ブラックブラック

200mm

130mm

350mm

グレー

ブルー

160mm

110mm

270mm

収納内容例

収納内容例

ブラック

グレー

ブラック

13

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長170cm

1615

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ Camera Bags & Cases  カメラバッグ



各 ¥2,050
カラー 品番 型番
ブルー 289787 SPG-SF-CCMBL
レッド 289800 SPG-SF-CCMRD
ピンク 289817 SPG-SF-CCMPK

各 ¥2,500
カラー 品番 型番
ネイビー 290998 SP-SF-CC02MBL
グレー 291001 SP-SF-CC02MGY
ブラック 291018 SP-SF-CC02MBK

各 ¥2,600
カラー 品番 型番
ネイビー 290967 SP-SF-CC02LBL
グレー 290974 SP-SF-CC02LGY
ブラック 290981 SP-SF-CC02LBK

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ネイビー 206821 SP-CT04-FCCSNV
グレー 206838 SP-CT04-FCCSGY
ブラック 206845 SP-CT04-FCCSBK

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ネイビー 206791 SP-CT04-FCCMNV
グレー 206807 SP-CT04-FCCMGY
ブラック 206814 SP-CT04-FCCMBK

【ピクスギア スリムフィット カメラケース M】

【プラスシェル スリムフィット02 カメラケース M】

【プラスシェル スリムフィット02 カメラケース L】

【プラスシェル シティ04 フォールディングカメラケース S】

【プラスシェル シティ04 フォールディングカメラケース M】

背面

背面
ポケット付

背面
ポケット付

背面ポケット

背面ポケット

たたんで収納可能

たたんで収納可能

▪参考収容寸法：約W125×H110×D70mm
▪外寸法：約W180×H135×D100mm
▪重量：約100g ▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W125×H110×D90mm
▪外寸法：約W200×H120×D100mm
▪重量：約90g 　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W125×H150×D95mm
▪外寸法：約W220×H160×D105mm
▪重量：約130g　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W115×H110×D90mm
▪外寸法：約W140×H130×D110mm
▪重量：約100g　
▪材質：ポリエステル

▪参考収容寸法：約W135×H140×D100mm
▪外寸法：約W160×H160×D120mm
▪重量：約120g　
▪材質：ポリエステル

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

ピンクブルー

ブラック

グレー

各
カラー
ネイビー
グレー

ブラックネイビー

ネイビー グレー ブラック

収納内容例

ネイビー グレー ブラック

ネイビーネイビー グレーグレー

各
カラー
ネイビー
グレー
ブラック

▪
▪
▪ブラック

レッド

【プラスシェル QA03 ムービーケース M】

【プラスシェル QA03 ムービーケース S】

【プラスシェル スリムフィット02 ムービーポーチ M】

【プラスシェル スリムフィット02 ムービーポーチ S】

各 ¥3,800
カラー 品番 型番
ネイビー 281576 SP-QA03MCMNV
グレー 281583 SP-QA03MCMGY
ブラック 281590 SP-QA03MCMBK

▪参考収容寸法：約W165×H80×D80mm　
▪外寸法：約W190×H105×D110mm　▪重量：約140g　
▪材質：ポリエステル　▪付属品：ハンドストラップ

¥3,500
カラー 品番 型番
ネイビー 281606 SP-QA03MCSNV

▪参考収容寸法：約W135×H65×D65mm
▪外寸法：約W155×H90×D90mm　▪重量：約110g
▪材質：ポリエステル　▪付属品：ハンドストラップ

各 ¥2,570
カラー 品番 型番
ピンク 281637 SP-SF02MPMPK
メランジグレー 281705 SP-SF02MPMMG
ブラック 281651 SP-SF02MPMBK

▪参考収容寸法：約W165×H80×D80mm
▪外寸法：約W180×H95×D95mm　▪重量：約130g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン　▪付属品：ハンドストラップ

各 ¥2,180
カラー 品番 型番
ピンク 281668 SP-SF02MPSPK
メランジグレー 281699 SP-SF02MPSMG
ブラック 281682 SP-SF02MPSBK

▪参考収容寸法：約W135×H65×D65mm
▪外寸法：約W150×H80×D80mm　▪重量：約90g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン　▪付属品：ハンドストラップ

背面

背面

背面

背面

収納内容例

グレー

ネイビー ブラック

ピンク

180mm

150mm

190mm

95
mm

80
mm

105
mm

ネイビー

155mm

90
mm

90mm

95mm

80mm

110mm

ブラック

収納内容例

【プラスシェル QA02 ムービーケース L】

各 ¥4,000
カラー 品番 型番
ヘザーグレー 281538 SP-QA02MCLGY
ブラック 281545 SP-QA02MCLBK

▪参考収容寸法：約W200×H90×D90mm　
▪外寸法：約W215×H105×D115mm　▪重量：約250g
▪付属品：ショルダーベルト ▪材質：ポリエステル

収納内容例

背面

ブラック

105
mm

115mm
215mm

ヘザーグレー

プラスシェル ムービーシリーズ／カメラケース

ブラック

ピンク

メランジグレー

メランジグレー

収納内容例

収納内容例
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各 ¥2,050
カラー 品番 型番
ブルー 289787 SPG-SF-CCMBL
レッド 289800 SPG-SF-CCMRD
ピンク 289817 SPG-SF-CCMPK

各 ¥2,500
カラー 品番 型番
ネイビー 290998 SP-SF-CC02MBL
グレー 291001 SP-SF-CC02MGY
ブラック 291018 SP-SF-CC02MBK

各 ¥2,600
カラー 品番 型番
ネイビー 290967 SP-SF-CC02LBL
グレー 290974 SP-SF-CC02LGY
ブラック 290981 SP-SF-CC02LBK

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ネイビー 206821 SP-CT04-FCCSNV
グレー 206838 SP-CT04-FCCSGY
ブラック 206845 SP-CT04-FCCSBK

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ネイビー 206791 SP-CT04-FCCMNV
グレー 206807 SP-CT04-FCCMGY
ブラック 206814 SP-CT04-FCCMBK

【ピクスギア スリムフィット カメラケース M】

【プラスシェル スリムフィット02 カメラケース M】

【プラスシェル スリムフィット02 カメラケース L】

【プラスシェル シティ04 フォールディングカメラケース S】

【プラスシェル シティ04 フォールディングカメラケース M】

背面

背面
ポケット付

背面
ポケット付

背面ポケット

背面ポケット

たたんで収納可能

たたんで収納可能

▪参考収容寸法：約W125×H110×D70mm
▪外寸法：約W180×H135×D100mm
▪重量：約100g ▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W125×H110×D90mm
▪外寸法：約W200×H120×D100mm
▪重量：約90g 　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W125×H150×D95mm
▪外寸法：約W220×H160×D105mm
▪重量：約130g　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W115×H110×D90mm
▪外寸法：約W140×H130×D110mm
▪重量：約100g　
▪材質：ポリエステル

▪参考収容寸法：約W135×H140×D100mm
▪外寸法：約W160×H160×D120mm
▪重量：約120g　
▪材質：ポリエステル

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

収納内容例

ピンクブルー

ブラック

グレー

各
カラー
ネイビー
グレー

ブラックネイビー

ネイビー グレー ブラック

収納内容例

ネイビー グレー ブラック

ネイビーネイビー グレーグレー

各
カラー
ネイビー
グレー
ブラック

▪
▪
▪ブラック

レッド

【プラスシェル QA03 ムービーケース M】

【プラスシェル QA03 ムービーケース S】

【プラスシェル スリムフィット02 ムービーポーチ M】

【プラスシェル スリムフィット02 ムービーポーチ S】

各 ¥3,800
カラー 品番 型番
ネイビー 281576 SP-QA03MCMNV
グレー 281583 SP-QA03MCMGY
ブラック 281590 SP-QA03MCMBK

▪参考収容寸法：約W165×H80×D80mm　
▪外寸法：約W190×H105×D110mm　▪重量：約140g　
▪材質：ポリエステル　▪付属品：ハンドストラップ

¥3,500
カラー 品番 型番
ネイビー 281606 SP-QA03MCSNV

▪参考収容寸法：約W135×H65×D65mm
▪外寸法：約W155×H90×D90mm　▪重量：約110g
▪材質：ポリエステル　▪付属品：ハンドストラップ

各 ¥2,570
カラー 品番 型番
ピンク 281637 SP-SF02MPMPK
メランジグレー 281705 SP-SF02MPMMG
ブラック 281651 SP-SF02MPMBK

▪参考収容寸法：約W165×H80×D80mm
▪外寸法：約W180×H95×D95mm　▪重量：約130g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン　▪付属品：ハンドストラップ

各 ¥2,180
カラー 品番 型番
ピンク 281668 SP-SF02MPSPK
メランジグレー 281699 SP-SF02MPSMG
ブラック 281682 SP-SF02MPSBK

▪参考収容寸法：約W135×H65×D65mm
▪外寸法：約W150×H80×D80mm　▪重量：約90g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン　▪付属品：ハンドストラップ

背面

背面

背面

背面

収納内容例

グレー

ネイビー ブラック

ピンク

180mm

150mm

190mm

95
mm

80
mm

105
mm

ネイビー

155mm

90
mm

90mm

95mm

80mm

110mm

ブラック

収納内容例

【プラスシェル QA02 ムービーケース L】

各 ¥4,000
カラー 品番 型番
ヘザーグレー 281538 SP-QA02MCLGY
ブラック 281545 SP-QA02MCLBK

▪参考収容寸法：約W200×H90×D90mm　
▪外寸法：約W215×H105×D115mm　▪重量：約250g
▪付属品：ショルダーベルト ▪材質：ポリエステル

収納内容例

背面

ブラック

105
mm

115mm
215mm

ヘザーグレー

プラスシェル ムービーシリーズ／カメラケース

ブラック

ピンク

メランジグレー

メランジグレー

収納内容例

収納内容例
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背面内側ポケット 収納例

【ピクスギア タフ03 カメラケース L】

¥2,400
カラー 品番 型番
ブラック 290363 SPG-TG03CCLBK

▪ 参考収容寸法：約W115×H70×D50mm
▪ 外寸法：約W135×H90×D75mm
▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式:面ファスナー式

【ピクスギア DP01 カメラポーチ M】

各 ¥2,090
カラー 品番 型番
ネイビー 290011 SPG-DP01CPMNV
カーマインレッド 290028 SPG-DP01CPMRD
グレー 290042 SPG-DP01CPMGY
ブラック 290059 SPG-DP01CPMBK

▪内寸法：約W65×H110×D35mm
▪外寸法：約W75×H125×D50mm
▪重量：約45g
▪材質：ナイロン
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式
▪付属品：カラビナ

グレー

ブラック

ネイビー

カーマインレッド

収納例

背面

シルバー

背面

収納例

【ピクスギア CS カメラポーチ M】
各 ¥2,090
カラー 品番 型番
ネイビー 290493 SPG-CS-CPMNV
レッド 290509 SPG-CS-CPMRD
シルバー 290523 SPG-CS-CPMSV
ブラック 290530 SPG-CS-CPMBK

▪ 参考収容寸法：約W65×H110×D35mm
▪ 外寸法：約W85×H130×D45mm
▪重量：約55g
▪材質：ポリウレタン、ナイロン
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式
▪付属品：カラビナ

ネイビー

▪ 参考収容寸法：
約W70×H120×D45mm

▪ 外寸法：
約W90×H140×D55mm

▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式
▪付属品：カラビナ

【プラスシェル シティ04 カメラポーチ M】

【プラスシェル スリムソフトポーチ】

各 ¥2,240
カラー 品番 型番
ネイビー 206760 SP-CT04-CPMNV
グレー 206777 SP-CT04-CPMGY
ブラック 206784 SP-CT04-CPMBK

▪ 参考収容寸法： （前面ポケット）約W80×H150×D15mm
（メインポケット）約W75×H145×D45mm

▪ 外寸法：約W95×H165×D75mm
▪重量：約95g ▪材質：ポリエステル　▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式　▪付属品：カラビナ

各 ¥3,500
カラー 品番 型番
グレー 291025 SPG-TPCP1MGY
ブラック 291049 SPG-TPCP1MBK

¥2,250
カラー 品番 型番
ブラック 336115 SPS-SSPBK

ピクスギア シリーズ

▪ 参考収容寸法：
約W50×H140×D30mm

▪ 外寸法：
約W90×H170×D20mm

▪ 重量：約45g
▪ 材質：ナイロン
▪ベルト通し：なし
▪開閉方式：巾着式
▪ 付属品：カラビナ、ショルダーベルト

¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 291223 SPS-SFAPBK

▪参考収容寸法：
　約W60〜70×H240×D50〜60mm　
▪外寸法：約W90×H260×D80mm
▪重量：約130g　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：カラビナ

¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 291247 SPS-SFDPBK

▪内寸法：約W175×H90×D90mm　
▪外寸法：約W185×H100×D100mm
▪重量：約140g　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：ハンドストラップ

内側ポケット 背面

収納例カモフラージュ レッド

ネイビー ブラック

【ピクスギア タフ03 カメラケース M】

各 ¥2,090
カラー 品番 型番
カモフラージュ 290370 SPG-TG03CCMCM
ネイビー 290387 SPG-TG03CCMNV
レッド 290394 SPG-TG03CCMRD
ブラック 290400 SPG-TG03CCMBK

▪参考収容寸法：約W65×H110×D35mm　
▪外寸法：約W80×H125×D60mm
▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式:面ファスナー式
▪付属品：カラビナ

【プラスシェル スリムフィット ドローンポーチ】

【ピクスギア ツインパック カメラポーチ 01 M】

【プラスシェル スリムフィット アクションポーチ】

ブラック

ブラック

グレー

グレー

ネイビー
収納例

収納例

収納例

背面

背面

背面

開閉時に手を入れられるスリーブ

開閉時に手を入れられるスリーブ

クッション入り中仕切りで
収納物を保護

クッションと落下防止ベルトで
収納物を保護

周辺アクセサリー収納ポーチ

グリップ付きアクションカメラを収納

2019

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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背面内側ポケット 収納例

【ピクスギア タフ03 カメラケース L】

¥2,400
カラー 品番 型番
ブラック 290363 SPG-TG03CCLBK

▪ 参考収容寸法：約W115×H70×D50mm
▪ 外寸法：約W135×H90×D75mm
▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式:面ファスナー式

【ピクスギア DP01 カメラポーチ M】

各 ¥2,090
カラー 品番 型番
ネイビー 290011 SPG-DP01CPMNV
カーマインレッド 290028 SPG-DP01CPMRD
グレー 290042 SPG-DP01CPMGY
ブラック 290059 SPG-DP01CPMBK

▪内寸法：約W65×H110×D35mm
▪外寸法：約W75×H125×D50mm
▪重量：約45g
▪材質：ナイロン
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式
▪付属品：カラビナ

グレー

ブラック

ネイビー

カーマインレッド

収納例

背面

シルバー

背面

収納例

【ピクスギア CS カメラポーチ M】
各 ¥2,090
カラー 品番 型番
ネイビー 290493 SPG-CS-CPMNV
レッド 290509 SPG-CS-CPMRD
シルバー 290523 SPG-CS-CPMSV
ブラック 290530 SPG-CS-CPMBK

▪ 参考収容寸法：約W65×H110×D35mm
▪ 外寸法：約W85×H130×D45mm
▪重量：約55g
▪材質：ポリウレタン、ナイロン
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式
▪付属品：カラビナ

ネイビー

▪ 参考収容寸法：
約W70×H120×D45mm

▪ 外寸法：
約W90×H140×D55mm

▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式
▪付属品：カラビナ

【プラスシェル シティ04 カメラポーチ M】

【プラスシェル スリムソフトポーチ】

各 ¥2,240
カラー 品番 型番
ネイビー 206760 SP-CT04-CPMNV
グレー 206777 SP-CT04-CPMGY
ブラック 206784 SP-CT04-CPMBK

▪ 参考収容寸法： （前面ポケット）約W80×H150×D15mm
（メインポケット）約W75×H145×D45mm

▪ 外寸法：約W95×H165×D75mm
▪重量：約95g ▪材質：ポリエステル　▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式　▪付属品：カラビナ

各 ¥3,500
カラー 品番 型番
グレー 291025 SPG-TPCP1MGY
ブラック 291049 SPG-TPCP1MBK

¥2,250
カラー 品番 型番
ブラック 336115 SPS-SSPBK

ピクスギア シリーズ

▪ 参考収容寸法：
約W50×H140×D30mm

▪ 外寸法：
約W90×H170×D20mm

▪ 重量：約45g
▪ 材質：ナイロン
▪ベルト通し：なし
▪開閉方式：巾着式
▪ 付属品：カラビナ、ショルダーベルト

¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 291223 SPS-SFAPBK

▪参考収容寸法：
　約W60〜70×H240×D50〜60mm　
▪外寸法：約W90×H260×D80mm
▪重量：約130g　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：カラビナ

¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 291247 SPS-SFDPBK

▪内寸法：約W175×H90×D90mm　
▪外寸法：約W185×H100×D100mm
▪重量：約140g　
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：ハンドストラップ

内側ポケット 背面

収納例カモフラージュ レッド

ネイビー ブラック

【ピクスギア タフ03 カメラケース M】

各 ¥2,090
カラー 品番 型番
カモフラージュ 290370 SPG-TG03CCMCM
ネイビー 290387 SPG-TG03CCMNV
レッド 290394 SPG-TG03CCMRD
ブラック 290400 SPG-TG03CCMBK

▪参考収容寸法：約W65×H110×D35mm　
▪外寸法：約W80×H125×D60mm
▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり
▪開閉方式:面ファスナー式
▪付属品：カラビナ

【プラスシェル スリムフィット ドローンポーチ】

【ピクスギア ツインパック カメラポーチ 01 M】

【プラスシェル スリムフィット アクションポーチ】

ブラック

ブラック

グレー

グレー

ネイビー
収納例

収納例

収納例

背面

背面

背面

開閉時に手を入れられるスリーブ

開閉時に手を入れられるスリーブ

クッション入り中仕切りで
収納物を保護

クッションと落下防止ベルトで
収納物を保護

周辺アクセサリー収納ポーチ

グリップ付きアクションカメラを収納

2019

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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【フォールディング インナーソフトボックス D】【フォールディング インナーソフトボックス B】

各 ¥3,220
カラー 品番 型番
オレンジ 336566 KCS-38BOR
ブラック 336580 KCS-38BBK
▪内寸法：約W175×H90×D100mm
▪外寸法：約W185×H110×D110mm
▪重量：約110g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：ゴムバンド、中仕切りパッド1枚

標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付き一眼カメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付き一眼カメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

中身が見えて中仕切に乾燥剤が入るポケット付き。保管もできるソフトボックス。

標準レンズ付き初級一眼カメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付きプロ用一眼カメラと
交換レンズ2本の収納を想定したサイズ

フタ使用時フタ取り外し可能折りたたみ可能
ブラック

収納例

各 ¥4,000
カラー 品番 型番
オレンジ 336627 KCS-38DOR
ブラック 336641 KCS-38DBK
▪内寸法：約W225×H150×D110mm
▪外寸法：約W235×H170×D120mm
▪重量：約165g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：ゴムバンド、中仕切りパッド1枚

フタ使用時フタ取り外し可能折りたたみ可能
オレンジ

収納例

各 ¥2,400
カラー 品番 型番
オレンジ 335972 KCS-40-200OR
グレー 335989 KCS-40-200GY
ブラック 335996 KCS-40-200BK
▪内寸法：約W200×H120×D95mm
▪外寸法：約W215×H135×D110mm
▪重量：約75g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド1枚

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
オレンジ 336061 KCS-40-500OR
グレー 336078 KCS-40-500GY
ブラック 336085 KCS-40-500BK

各 ¥2,900
カラー 品番 型番
オレンジ 336030 KCS-40-400OR
グレー 336047 KCS-40-400GY
ブラック 336054 KCS-40-400BK

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
グレー 336016 KCS-40-300GY
ブラック 336023 KCS-40-300BK
▪内寸法：約W220×H160×D115mm
▪外寸法：約W235×H175×D130mm
▪重量：約105g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド2枚

【インナーソフトボックス02 200】 【インナーソフトボックス02 300】

▪内寸法：約W250×H195×D130mm
▪外寸法：約W265×H220×D145mm
▪重量：約185g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド2枚

収納例 収納例

収納例 収納例

オレンジ

オレンジ
ブラック

グレー
グレー ブラック

【インナーソフトボックス02 400】 【インナーソフトボックス02 500】

▪内寸法：約W350×H235×D140mm
▪外寸法：約W365×H255×D155mm
▪重量：約250g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド2枚

オレンジ グレー グレー ブラック

ブラック

ブラック

クッションポーチ

使用例 使用例

【ドライクッションポーチ W】 【ドライクッションポーチ M】

¥8,810
カラー 品番 型番
ブラック 289992 SDCP-W

▪内寸法：約W220×H220×D140mm
▪重量：約210g
▪材質：TPUラミネート210Dナイロン
▪ 収納例：標準ズームレンズを装着した一眼レフカメラ+

交換レンズ
　 （例：Canon EOS 5D+EF24-70mm+EF16-35mm）

¥6,210
カラー 品番 型番
ブラック 289862 SDCP-M

▪内寸法：約W140×H145×D105mm
▪重量：約113g
▪材質：TPUラミネート210Dナイロン
▪ 収納例：小型一眼カメラ+標準ズームレンズ
（例：SONY α7+FE 28-70mm）

使用例

【ドライクッションポーチ L】

¥7,120
カラー 品番 型番
ブラック 289879 SDCP-L

▪内寸法：約W165×H180×D130mm
▪重量：約145g
▪材質：TPUラミネート210Dナイロン
▪ 収納例：一眼レフカメラ+標準ズームレンズ
　 （例：Canon EOS 5D MarkⅢ+EF24-105mm）

豪雨でも浸水しない
国際防水保護等級
IPX4に合格

P10　IPX4 ロゴ

豪雨でも浸水しない
国際防水保護等級
IPX4に合格

P10　IPX4 ロゴ

豪雨でも浸水しない
国際防水保護等級
IPX4に合格

P10　IPX4 ロゴ ブラック

収納例収納例

ブラック

グレー

収納例

【ソフトクッションポーチ S】

各 ¥800
カラー 品番 型番
グレー 336474 KCS-36S
ブラック 336481 KCS-37S

▪内寸法：約W95×H125mm
▪重量：約16g　▪材質：ポリエステル

【ソフトクッションポーチ M】

各 ¥950
カラー 品番 型番
グレー 336498 KCS-36M
ブラック 336504 KCS-37M

▪内寸法：約W130×H155mm
▪重量：約24g　▪材質：ポリエステル

【ソフトクッションポーチ L】

各 ¥1,100
カラー 品番 型番
グレー 336511 KCS-36L
ブラック 336528 KCS-37L

▪内寸法：約W170×H190mm
▪重量：約32g　▪材質：ポリエステル

グレー

ブラック

グレー

ドライソフトボックス

インナーソフトボックス

【ドライソフトボックス L】 【ドライソフトボックス M】

¥5,560
カラー 品番 型番
ブラック 336887 KDSB-MBK

▪内寸法：約W225×H110×D135mm
▪外寸法：約W230×H190×D140mm
▪重量：約210g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
※ドライソフトボックスは防水バッグではありません

¥7,120
カラー 品番 型番
ブラック 336900 KDSB-LBK

▪内寸法：約W290×H210×D165mm
▪外寸法：約W300×H280×D170mm
▪重量：約290g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
※ドライソフトボックスは防水バッグではありません

収納内容例 収納内容例

使用例 使用例
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【フォールディング インナーソフトボックス D】【フォールディング インナーソフトボックス B】

各 ¥3,220
カラー 品番 型番
オレンジ 336566 KCS-38BOR
ブラック 336580 KCS-38BBK
▪内寸法：約W175×H90×D100mm
▪外寸法：約W185×H110×D110mm
▪重量：約110g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：ゴムバンド、中仕切りパッド1枚

標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付き一眼カメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付き一眼カメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

中身が見えて中仕切に乾燥剤が入るポケット付き。保管もできるソフトボックス。

標準レンズ付き初級一眼カメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

標準レンズ付きプロ用一眼カメラと
交換レンズ2本の収納を想定したサイズ

フタ使用時フタ取り外し可能折りたたみ可能
ブラック

収納例

各 ¥4,000
カラー 品番 型番
オレンジ 336627 KCS-38DOR
ブラック 336641 KCS-38DBK
▪内寸法：約W225×H150×D110mm
▪外寸法：約W235×H170×D120mm
▪重量：約165g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：ゴムバンド、中仕切りパッド1枚

フタ使用時フタ取り外し可能折りたたみ可能
オレンジ

収納例

各 ¥2,400
カラー 品番 型番
オレンジ 335972 KCS-40-200OR
グレー 335989 KCS-40-200GY
ブラック 335996 KCS-40-200BK
▪内寸法：約W200×H120×D95mm
▪外寸法：約W215×H135×D110mm
▪重量：約75g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド1枚

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
オレンジ 336061 KCS-40-500OR
グレー 336078 KCS-40-500GY
ブラック 336085 KCS-40-500BK

各 ¥2,900
カラー 品番 型番
オレンジ 336030 KCS-40-400OR
グレー 336047 KCS-40-400GY
ブラック 336054 KCS-40-400BK

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
グレー 336016 KCS-40-300GY
ブラック 336023 KCS-40-300BK
▪内寸法：約W220×H160×D115mm
▪外寸法：約W235×H175×D130mm
▪重量：約105g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド2枚

【インナーソフトボックス02 200】 【インナーソフトボックス02 300】

▪内寸法：約W250×H195×D130mm
▪外寸法：約W265×H220×D145mm
▪重量：約185g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド2枚

収納例 収納例

収納例 収納例

オレンジ

オレンジ
ブラック

グレー
グレー ブラック

【インナーソフトボックス02 400】 【インナーソフトボックス02 500】

▪内寸法：約W350×H235×D140mm
▪外寸法：約W365×H255×D155mm
▪重量：約250g
▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切りパッド2枚

オレンジ グレー グレー ブラック

ブラック

ブラック

クッションポーチ

使用例 使用例

【ドライクッションポーチ W】 【ドライクッションポーチ M】

¥8,810
カラー 品番 型番
ブラック 289992 SDCP-W

▪内寸法：約W220×H220×D140mm
▪重量：約210g
▪材質：TPUラミネート210Dナイロン
▪ 収納例：標準ズームレンズを装着した一眼レフカメラ+

交換レンズ
　 （例：Canon EOS 5D+EF24-70mm+EF16-35mm）

¥6,210
カラー 品番 型番
ブラック 289862 SDCP-M

▪内寸法：約W140×H145×D105mm
▪重量：約113g
▪材質：TPUラミネート210Dナイロン
▪ 収納例：小型一眼カメラ+標準ズームレンズ
（例：SONY α7+FE 28-70mm）

使用例

【ドライクッションポーチ L】

¥7,120
カラー 品番 型番
ブラック 289879 SDCP-L

▪内寸法：約W165×H180×D130mm
▪重量：約145g
▪材質：TPUラミネート210Dナイロン
▪ 収納例：一眼レフカメラ+標準ズームレンズ
　 （例：Canon EOS 5D MarkⅢ+EF24-105mm）

豪雨でも浸水しない
国際防水保護等級
IPX4に合格

P10　IPX4 ロゴ

豪雨でも浸水しない
国際防水保護等級
IPX4に合格

P10　IPX4 ロゴ

豪雨でも浸水しない
国際防水保護等級
IPX4に合格

P10　IPX4 ロゴ ブラック

収納例収納例

ブラック

グレー

収納例

【ソフトクッションポーチ S】

各 ¥800
カラー 品番 型番
グレー 336474 KCS-36S
ブラック 336481 KCS-37S

▪内寸法：約W95×H125mm
▪重量：約16g　▪材質：ポリエステル

【ソフトクッションポーチ M】

各 ¥950
カラー 品番 型番
グレー 336498 KCS-36M
ブラック 336504 KCS-37M

▪内寸法：約W130×H155mm
▪重量：約24g　▪材質：ポリエステル

【ソフトクッションポーチ L】

各 ¥1,100
カラー 品番 型番
グレー 336511 KCS-36L
ブラック 336528 KCS-37L

▪内寸法：約W170×H190mm
▪重量：約32g　▪材質：ポリエステル

グレー

ブラック

グレー

ドライソフトボックス

インナーソフトボックス

【ドライソフトボックス L】 【ドライソフトボックス M】

¥5,560
カラー 品番 型番
ブラック 336887 KDSB-MBK

▪内寸法：約W225×H110×D135mm
▪外寸法：約W230×H190×D140mm
▪重量：約210g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
※ドライソフトボックスは防水バッグではありません

¥7,120
カラー 品番 型番
ブラック 336900 KDSB-LBK

▪内寸法：約W290×H210×D165mm
▪外寸法：約W300×H280×D170mm
▪重量：約290g　▪材質：PVCコーティングポリエステル
※ドライソフトボックスは防水バッグではありません

収納内容例 収納内容例

使用例 使用例
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▪参考収納機種：
Canon EF50mm F1.8 STM
 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

取り外し可能なインナー
クッション

収納例 背面
開口時に保持して
落下を防止

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 70-80】

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ70×80mm
（全インナークッション使用時）：約Φ64×65mm

▪外寸法：約Φ75×90mm　▪重量：約60g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

¥2,310
カラー 品番 型番
ブラック 241860 KLP-LS7080BK

ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 L160】

¥3,300
品番 型番
286496 DCS-SF03L160BK

▪参考収容寸法：約W150×H125×D160mm
▪外寸法：約W160×H135×D185mm
▪重量：約170g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 L190】

¥3,600
品番 型番
286502 DCS-SF03L190BK

▪参考収容寸法：約W150×H125×D190mm
▪外寸法：約W160×H135×D215mm
▪重量：約190g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 L230】

¥3,900
品番 型番
286519 DCS-SF03L230BK

▪参考収容寸法：約W150×H125×D230mm
▪外寸法：約W160×H135×D255mm
▪重量：約225g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 M180】

¥3,300
品番 型番
286489 DCS-SF03M180BK

▪参考収容寸法：約W130×H105×D180mm
▪外寸法：約W140×H115×D205mm
▪重量：約160g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03
【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 S70】

¥2,500
品番 型番
286434 DCS-SF03S70BK

▪参考収容寸法：約W120×H90×D70mm
▪外寸法：約W130×H100×D95mm
▪重量：約80g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 S100】

¥2,600
品番 型番
286441 DCS-SF03S100BK

▪参考収容寸法：約W120×H90×D100mm
▪外寸法：約W130×H100×D125mm
▪重量：約90g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 S130】

¥2,700
品番 型番
286458 DCS-SF03S130BK

▪参考収容寸法：約W120×H90×D130mm
▪外寸法：約W130×H100×D155mm
▪重量：約100g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 M110】

¥3,000
品番 型番
286465 DCS-SF03M110BK

▪参考収容寸法：約W130×H105×D110mm
▪外寸法：約W140×H115×D135mm
▪重量：約115g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 M140】

¥3,200
品番 型番
286472 DCS-SF03M140BK

▪参考収容寸法：約W130×H105×D140mm
▪外寸法：約W140×H115×D165mm
▪重量：約130g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

主な対応機種：
Canon EOS 5D MarkIV/Canon EOS 6D MarkII+EF
24-70mm F4L IS USM
Canon EOS R5/R6/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM/
RF24-105mm F4 L IS USM/RF50mm F1.2 L USM
Nikon D850/D810/D780+AF-S NIKKOR 24-85mm
f/3.5-4.5G ED VR/AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Nikon D7500+AF-S DX NIKKOR 18-140mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Nikon Z7 II/Z6 II+NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Panasonic LUMIX S1/S5+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
PENTAX K1 MarkII+HD PENTAX-D FA 28-105mm
F3.5-5.6ED DC WR

主な対応機種：
Canon EOS 5D MarkIV/Canon EOS 6D MarkII+EF
24-70mm F2.8L II USM/EF24-105mm F4L IS II USM/
EF16-35mm F4L IS USM
Canon EOS 6D MarkII+EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM
Canon EOS R5/R6/R+RF24-240mm F4-6.3 IS USM/
RF15-35mm F2.8 L IS/ USM/RF24-70mm F2.8 L IS USM/
RF70-200mm F4 L IS USM
Nikon D850/D810/D780/D500+AF-S NIKKOR 24-120mm 
f/4G ED VR
Nikon Z7 II/Z6 II+NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Panasonic LUMIX S1/S5+LUMIX S 24-105mm F4
MACRO O.I.S.（S-R24105）

主な対応機種：
Canon EOS 5D MarkIV+70-300mm F4-5.6 IS II USM
Nikon D850+AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR/
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

主な対応機種：
Canon EOS 9000D/Kiss X10i/Kiss X10/Kiss X90+EF-S
18-135mm F3.5-5.6 IS USM/EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
Canon EOS RP+RF24-240mm F4-6.3 IS USM/
RF15-35mm F2.8 L IS USM/RF24-70mm F2.8 L IS USM/
RF70-200mm F4 L IS USM/RF50mm F1.2 L USM
Nikon Z5/Z50+NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR/
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
OLYMPUS OM-D E-M1 MarkIII+M.ZUIKO DIGITAL ED
12-100mm F4.0 IS PRO

主な対応機種：
Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII/M200+EF-M22mm F2 STM
OLYMPUS OM-D E-M5 MarkIII/E-M10 MarkIV/PEN
E-PL10+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
SONY α6600+E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

主な対応機種：
Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII/M200+EF-M15-45mm
F3.5-6.3 IS STM
Panasonic LUMIX GF90+LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.
FUJIFILM X-T30/X-T200/X-E4/X-A7+XC15-45mm
F3.5-5.6 OIS PZ/XF23mmF2 R WR

主な対応機種：
Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII/M200+EF-M55-200mm
F4.5-6.3 IS STM/EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM
OLYMPUS OM-D E-M5 MarkIII/E-M10 MarkIV/PEN
E-PL10+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II/
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
SONY α7C/α6600+E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
FUJIFILM X-T30/X-T200/X-E4/X-A7+XF18-55mm
F2.8-4 R LM OIS

主な対応機種：
Canon EOS 9000D/Kiss X10i/Kiss X10/Kiss X90
+EF50mm F1.8 STM
Canon EOS RP+RF35mm F1.8 MACRO IS STM
Nikon Z5/Z50+NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
FUJIFILM X-S10+XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

主な対応機種：
Canon EOS 9000D/Kiss X10i/Kiss X10/Kiss X90+EF-S
18-55mm F3.5-5.6 IS STM/EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
Canon EOS RP+RF24-105mm F4-7.1 IS STM
Nikon Z5/Z50+NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
SONY α1/α9 II/α7R IV/α7S III/α7 III/α7S+FE 28-70mm
F3.5-5.6 OSS
FUJIFILM X-T4+XF16-80mmF4 R OIS WR
OLYMPUS OM-D E-M1 MarkIII+M.ZUIKO DIGITAL ED
12-40mm F2.8 PRO
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▪参考収納機種：
Canon EF50mm F1.8 STM
 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

取り外し可能なインナー
クッション

収納例 背面
開口時に保持して
落下を防止

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 70-80】

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ70×80mm
（全インナークッション使用時）：約Φ64×65mm

▪外寸法：約Φ75×90mm　▪重量：約60g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

¥2,310
カラー 品番 型番
ブラック 241860 KLP-LS7080BK

ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 L160】

¥3,300
品番 型番
286496 DCS-SF03L160BK

▪参考収容寸法：約W150×H125×D160mm
▪外寸法：約W160×H135×D185mm
▪重量：約170g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 L190】

¥3,600
品番 型番
286502 DCS-SF03L190BK

▪参考収容寸法：約W150×H125×D190mm
▪外寸法：約W160×H135×D215mm
▪重量：約190g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 L230】

¥3,900
品番 型番
286519 DCS-SF03L230BK

▪参考収容寸法：約W150×H125×D230mm
▪外寸法：約W160×H135×D255mm
▪重量：約225g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 M180】

¥3,300
品番 型番
286489 DCS-SF03M180BK

▪参考収容寸法：約W130×H105×D180mm
▪外寸法：約W140×H115×D205mm
▪重量：約160g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03
【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 S70】

¥2,500
品番 型番
286434 DCS-SF03S70BK

▪参考収容寸法：約W120×H90×D70mm
▪外寸法：約W130×H100×D95mm
▪重量：約80g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 S100】

¥2,600
品番 型番
286441 DCS-SF03S100BK

▪参考収容寸法：約W120×H90×D100mm
▪外寸法：約W130×H100×D125mm
▪重量：約90g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 S130】

¥2,700
品番 型番
286458 DCS-SF03S130BK

▪参考収容寸法：約W120×H90×D130mm
▪外寸法：約W130×H100×D155mm
▪重量：約100g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 M110】

¥3,000
品番 型番
286465 DCS-SF03M110BK

▪参考収容寸法：約W130×H105×D110mm
▪外寸法：約W140×H115×D135mm
▪重量：約115g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

ポケット付

ポケット付

【プラスシェル スリムフィット カメラジャケット03 M140】

¥3,200
品番 型番
286472 DCS-SF03M140BK

▪参考収容寸法：約W130×H105×D140mm
▪外寸法：約W140×H115×D165mm
▪重量：約130g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

収納例

主な対応機種：
Canon EOS 5D MarkIV/Canon EOS 6D MarkII+EF
24-70mm F4L IS USM
Canon EOS R5/R6/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM/
RF24-105mm F4 L IS USM/RF50mm F1.2 L USM
Nikon D850/D810/D780+AF-S NIKKOR 24-85mm
f/3.5-4.5G ED VR/AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Nikon D7500+AF-S DX NIKKOR 18-140mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Nikon Z7 II/Z6 II+NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Panasonic LUMIX S1/S5+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
PENTAX K1 MarkII+HD PENTAX-D FA 28-105mm
F3.5-5.6ED DC WR

主な対応機種：
Canon EOS 5D MarkIV/Canon EOS 6D MarkII+EF
24-70mm F2.8L II USM/EF24-105mm F4L IS II USM/
EF16-35mm F4L IS USM
Canon EOS 6D MarkII+EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM
Canon EOS R5/R6/R+RF24-240mm F4-6.3 IS USM/
RF15-35mm F2.8 L IS/ USM/RF24-70mm F2.8 L IS USM/
RF70-200mm F4 L IS USM
Nikon D850/D810/D780/D500+AF-S NIKKOR 24-120mm 
f/4G ED VR
Nikon Z7 II/Z6 II+NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Panasonic LUMIX S1/S5+LUMIX S 24-105mm F4
MACRO O.I.S.（S-R24105）

主な対応機種：
Canon EOS 5D MarkIV+70-300mm F4-5.6 IS II USM
Nikon D850+AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR/
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

主な対応機種：
Canon EOS 9000D/Kiss X10i/Kiss X10/Kiss X90+EF-S
18-135mm F3.5-5.6 IS USM/EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
Canon EOS RP+RF24-240mm F4-6.3 IS USM/
RF15-35mm F2.8 L IS USM/RF24-70mm F2.8 L IS USM/
RF70-200mm F4 L IS USM/RF50mm F1.2 L USM
Nikon Z5/Z50+NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR/
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
OLYMPUS OM-D E-M1 MarkIII+M.ZUIKO DIGITAL ED
12-100mm F4.0 IS PRO

主な対応機種：
Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII/M200+EF-M22mm F2 STM
OLYMPUS OM-D E-M5 MarkIII/E-M10 MarkIV/PEN
E-PL10+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
SONY α6600+E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

主な対応機種：
Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII/M200+EF-M15-45mm
F3.5-6.3 IS STM
Panasonic LUMIX GF90+LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.
FUJIFILM X-T30/X-T200/X-E4/X-A7+XC15-45mm
F3.5-5.6 OIS PZ/XF23mmF2 R WR

主な対応機種：
Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII/M200+EF-M55-200mm
F4.5-6.3 IS STM/EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM
OLYMPUS OM-D E-M5 MarkIII/E-M10 MarkIV/PEN
E-PL10+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II/
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
SONY α7C/α6600+E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
FUJIFILM X-T30/X-T200/X-E4/X-A7+XF18-55mm
F2.8-4 R LM OIS

主な対応機種：
Canon EOS 9000D/Kiss X10i/Kiss X10/Kiss X90
+EF50mm F1.8 STM
Canon EOS RP+RF35mm F1.8 MACRO IS STM
Nikon Z5/Z50+NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
FUJIFILM X-S10+XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

主な対応機種：
Canon EOS 9000D/Kiss X10i/Kiss X10/Kiss X90+EF-S
18-55mm F3.5-5.6 IS STM/EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
Canon EOS RP+RF24-105mm F4-7.1 IS STM
Nikon Z5/Z50+NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
SONY α1/α9 II/α7R IV/α7S III/α7 III/α7S+FE 28-70mm
F3.5-5.6 OSS
FUJIFILM X-T4+XF16-80mmF4 R OIS WR
OLYMPUS OM-D E-M1 MarkIII+M.ZUIKO DIGITAL ED
12-40mm F2.8 PRO
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収納例

▪参考収納機種：
Canon EF70-300mm F4-5.6L IS USM
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 120-190】
¥3,090
カラー 品番 型番
ブラック 241969 KLP-LS1219BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ120×190mm
（全インナークッション使用時）：約Φ110×175mm

▪外寸法：約Φ125×200mm　▪重量：約230g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

▪参考収納機種：
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
 Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

収納例

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

収納例

収納例

収納例

▪参考収納機種：
Canon EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

ベルト通し付き

ベルト通し付き

ベルト通し付き

ベルト通し付き

ハンドル付き

▪参考収納機種：
Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

▪参考収納機種：
Canon EF24-105mm F4L IS USM
 Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 110-150】
¥2,960
カラー 品番 型番
ブラック 241945 KLP-LS1115BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ110×150mm
（全インナークッション使用時）：約Φ100×135mm

▪外寸法：約Φ115×160mm　▪重量：約175g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 90-110】
¥2,700
カラー 品番 型番
ブラック 241907 KLP-LS9011BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ90×110mm
（全インナークッション使用時）：約Φ80×95mm

▪外寸法：約Φ95×120mm　▪重量：約110g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 90-150】
¥2,830
カラー 品番 型番
ブラック 241921 KLP-LS9015BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ90×150mm
（全インナークッション使用時）：約Φ80×135mm

▪外寸法：約Φ95×160mm　▪重量：約135g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 70-120】

【ソフトレンズポーチ02 80-90】

【ソフトレンズポーチ02 90-130】

【ソフトレンズポーチ02 95-180】

【ソフトレンズポーチ02 110-135】

【ソフトレンズポーチ02 120-180】

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ70×120mm
（全インナークッション使用時）：約Φ64×105mm

▪外寸法：約Φ75×130mm　▪重量：約80g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

▪ 参考収容寸法：Φ80×H90mm
▪外寸法：Φ100×H110mm
▪重量：約60g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ90×H130mm
▪外寸法：Φ110×H150mm
▪重量：約80g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ95×H180mm
▪外寸法：Φ115×H200mm
▪重量：約100g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ110×H135mm
▪外寸法：Φ130×H155mm
▪重量：約95g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ120×H180mm
▪外寸法：Φ140×H200mm
▪重量：約210g
▪材質：ナイロン
▪付属品：ショルダーベルト

¥2,440
カラー 品番 型番
ブラック 241884 KLP-LS7012BK ¥2,400

品番 型番
291346 KLP-SF2-8090

¥2,600
品番 型番
291353 KLP-SF2-90130

¥2,900
品番 型番
291360 KLP-SF2-95180

¥3,000
品番 型番
291377 KLP-SF2-110135

¥4,000
品番 型番
291384 KLP-SF2-120180

主な対応機種：
Canon EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
Canon EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM
Canon EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
Nikon NIKKOR Z 28mm f/2.8
SONY 28-60mm F4-5.6（SEL2860）
SONY FE 50mm F1.8（SEL50F18）
FUJIFILM XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

主な対応機種：
Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
Canon EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

（SEL2870）
SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN

主な対応機種：
Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM
Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm 
f/4.5-6.3G ED VR
FUJIFILM XF70-300mm F4-5.6 R LM 
OIS WR
SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN
TAMRON 70-300mm F/4.5-6.3 Di III 
RXD （Model A047）

主な対応機種：
Canon RF50mm F1.2 L USM
Canon RF24-105mm F4 L IS USM
Nikon NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
SONY FE 16-35mm F4 ZA OSS

（SEL1635Z）
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
12-200mm F3.5-6.3
SIGMA 85mm F1.4 DG DN

主な対応機種：
Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM
Canon RF100mm F2.8 L MACRO
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E 
ED VR
Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
12-100mm F4.0 IS PRO
TAMRON 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC 
HLD （Model B028）

ソフトレンズポーチ 02
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収納例

▪参考収納機種：
Canon EF70-300mm F4-5.6L IS USM
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 120-190】
¥3,090
カラー 品番 型番
ブラック 241969 KLP-LS1219BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ120×190mm
（全インナークッション使用時）：約Φ110×175mm

▪外寸法：約Φ125×200mm　▪重量：約230g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

▪参考収納機種：
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
 Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

収納例

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

収納例

収納例

収納例

▪参考収納機種：
Canon EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

ベルト通し付き

ベルト通し付き

ベルト通し付き

ベルト通し付き

ハンドル付き

▪参考収納機種：
Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

▪参考収納機種：
Canon EF24-105mm F4L IS USM
 Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

取り外し可能なインナー
クッション

背面
開口時に手を入れて保持
できるハンドル

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 110-150】
¥2,960
カラー 品番 型番
ブラック 241945 KLP-LS1115BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ110×150mm
（全インナークッション使用時）：約Φ100×135mm

▪外寸法：約Φ115×160mm　▪重量：約175g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 90-110】
¥2,700
カラー 品番 型番
ブラック 241907 KLP-LS9011BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ90×110mm
（全インナークッション使用時）：約Φ80×95mm

▪外寸法：約Φ95×120mm　▪重量：約110g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 90-150】
¥2,830
カラー 品番 型番
ブラック 241921 KLP-LS9015BK

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ90×150mm
（全インナークッション使用時）：約Φ80×135mm

▪外寸法：約Φ95×160mm　▪重量：約135g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

【ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 70-120】

【ソフトレンズポーチ02 80-90】

【ソフトレンズポーチ02 90-130】

【ソフトレンズポーチ02 95-180】

【ソフトレンズポーチ02 110-135】

【ソフトレンズポーチ02 120-180】

▪ 参考収容寸法 （最大）：約Φ70×120mm
（全インナークッション使用時）：約Φ64×105mm

▪外寸法：約Φ75×130mm　▪重量：約80g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪付属品：インナークッション×3

▪ 参考収容寸法：Φ80×H90mm
▪外寸法：Φ100×H110mm
▪重量：約60g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ90×H130mm
▪外寸法：Φ110×H150mm
▪重量：約80g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ95×H180mm
▪外寸法：Φ115×H200mm
▪重量：約100g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ110×H135mm
▪外寸法：Φ130×H155mm
▪重量：約95g
▪材質：ナイロン

▪参考収容寸法：Φ120×H180mm
▪外寸法：Φ140×H200mm
▪重量：約210g
▪材質：ナイロン
▪付属品：ショルダーベルト

¥2,440
カラー 品番 型番
ブラック 241884 KLP-LS7012BK ¥2,400

品番 型番
291346 KLP-SF2-8090

¥2,600
品番 型番
291353 KLP-SF2-90130

¥2,900
品番 型番
291360 KLP-SF2-95180

¥3,000
品番 型番
291377 KLP-SF2-110135

¥4,000
品番 型番
291384 KLP-SF2-120180

主な対応機種：
Canon EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
Canon EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM
Canon EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
Nikon NIKKOR Z 28mm f/2.8
SONY 28-60mm F4-5.6（SEL2860）
SONY FE 50mm F1.8（SEL50F18）
FUJIFILM XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

主な対応機種：
Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
Canon EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

（SEL2870）
SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN

主な対応機種：
Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM
Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm 
f/4.5-6.3G ED VR
FUJIFILM XF70-300mm F4-5.6 R LM 
OIS WR
SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN
TAMRON 70-300mm F/4.5-6.3 Di III 
RXD （Model A047）

主な対応機種：
Canon RF50mm F1.2 L USM
Canon RF24-105mm F4 L IS USM
Nikon NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
SONY FE 16-35mm F4 ZA OSS

（SEL1635Z）
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
12-200mm F3.5-6.3
SIGMA 85mm F1.4 DG DN

主な対応機種：
Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM
Canon RF100mm F2.8 L MACRO
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E 
ED VR
Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
12-100mm F4.0 IS PRO
TAMRON 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC 
HLD （Model B028）

ソフトレンズポーチ 02
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¥3,300
品番 型番
373844 KSB-EA01

¥1 ,200
品番 型番
373905 KSB-SB01

Lサイズ ¥2,350
品番 型番
373868 KSB-WC01L

Mサイズ ¥2,200
品番 型番
373875 KSB-WC01M

Lサイズ ¥1 ,550
品番 型番
373882 KSP-WC01L

Mサイズ ¥1 ,450
品番 型番
373899 KSP-WC01M

【エルゴ エアー ショルダーベルト】

【ワイドクッションベルト】 【ショルダーベルト38】【ワイドクッションパッド】

エアスルー構造のクッションパッド

幅広形状と弾力のあるクロロプレンゴムを採用 幅広形状と弾力のあるクロロプレンゴムを採用

▪ パッド部長さ：約360mm
▪パッド部幅：約80mm
▪全長：約1,000~1,540mm
▪ベルト幅：約38mm
▪重量：約120g
▪材質： ポリエステル、EVA

▪ 全長：約1,000~1,540mm
▪ベルト幅：約38mm
▪重量：約75g
▪材質：ポリプロピレン

▪ パッド部長さ：約290mm
▪パッド部幅：約80mm
▪全長：約720~1,380mm
▪ベルト幅：約38mm　▪重量：約165g
▪材質：ポリエステル、クロロプレンゴム

▪ パッド部長さ：約240mm
▪パッド部幅：約65mm
▪全長：約720~1,380mm
▪ベルト幅：約38mm　▪重量：約140g
▪材質：ポリエステル、クロロプレンゴム

▪ パッド部長さ：約290mm
▪ パッド部幅：約80mm
▪ 対応ベルト幅：60mmまで
▪ 重量：約90g
▪ 材質：ポリエステル、

クロロプレンゴム

▪ パッド部長さ：約240mm
▪ パッド部幅：約65mm
▪ 対応ベルト幅：45mmまで
▪ 重量：約65g
▪ 材質：ポリエステル、クロロプレンゴム

¥3,300
品番 型番
373851 KSB-3DF01

【3Dフォーム ショルダーベルト】
3D 成形パッドとエルゴカーブのデザイン

▪ パッド部長さ：約360mm
▪パッド部幅：約80mm
▪全長：約1,000~1,540mm
▪ベルト幅：約38mm
▪重量：約125g
▪材質： ポリエステル、ポリオレフィン

【スリムフィット02 レンズポーチ 70-80】

¥1,990
品番 型番
290721 KLP-S02-7080

▪内寸法：約Φ70×H80mm
▪外寸法：約Φ75×H90mm
▪重量：約45g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【スリムフィット02 レンズポーチ 90-170】

¥2,570
品番 型番
290752 KLP-S02-9017

▪内寸法：約Φ90×H170mm
▪外寸法：約Φ95×H180mm
▪重量：約85g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【スリムフィット02 レンズポーチ 80-110】

¥2,180
品番 型番
290738 KLP-S02-8011

▪内寸法：約Φ80×H110mm
▪外寸法：約Φ85×H120mm
▪重量：約60g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【スリムフィット02 レンズポーチ 110-180】

¥3,480
品番 型番
290769 KLP-S02-1118

▪内寸法：約Φ110×H180mm
▪外寸法：約Φ115×H190mm
▪重量：約160g
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪ 付属品：ショルダーベルト

【スリムフィット02 レンズポーチ 90-130】

¥2,380
品番 型番
290745 KLP-S02-9013

▪内寸法：約Φ90×H130mm
▪外寸法：約Φ95×H140mm
▪重量：約75g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

主な対応機種：
Canon EF50mm F1.8 STM
Canon EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
14-42mm F3.5-5.6 EZ

主な対応機種：
Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm 
f/3.5-5.6G VR
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
14-150mm F4.0-5.6 II

主な対応機種：
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
12-40mm F2.8 PRO

主な対応機種：
Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm 
f/4.5-6.3G ED VR

主な対応機種：
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8G ED VR
TAMRON 18-400mm F/3.5-6.3 
Di II VC HLD （Model B028）
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 
Di VC USD （Model A030）

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

ハンドル付き

ハンドル付き

【ソフトレンズポーチ02 125-250】

【ソフトレンズポーチ02 145-345】

▪参考収容寸法：Φ125×H250mm
▪外寸法：Φ145×H270mm
▪重量：約270g
▪材質：ナイロン
▪付属品：ショルダーベルト

▪参考収容寸法：Φ145×H345mm
▪外寸法：Φ165×H365mm
▪重量：約345g
▪材質：ナイロン
▪付属品：ショルダーベルト

¥4,600
品番 型番
291391 KLP-SF2-125250

¥5,200
品番 型番
291407 KLP-SF2-145345

主な対応機種：
Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E 
FL ED VR
Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
SONY G MASTER FE 70-200mm F2.8 
GM OSS（SEL70200GM）
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
100-400mm F5.0-6.3 IS
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
300mm F4.0 IS PRO
TAMRON 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC 
USD （Model A035）

主な対応機種：
Canon RF600mm F11 IS STM
Nikon AF-S NIKKOR 200-500mm 
f/5.6E ED VR
SONY FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

（SEL200600G）
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM

別売ショルダーベルト

スリムフィット02 レンズポーチ

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション
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¥3,300
品番 型番
373844 KSB-EA01

¥1 ,200
品番 型番
373905 KSB-SB01

Lサイズ ¥2,350
品番 型番
373868 KSB-WC01L

Mサイズ ¥2,200
品番 型番
373875 KSB-WC01M

Lサイズ ¥1 ,550
品番 型番
373882 KSP-WC01L

Mサイズ ¥1 ,450
品番 型番
373899 KSP-WC01M

【エルゴ エアー ショルダーベルト】

【ワイドクッションベルト】 【ショルダーベルト38】【ワイドクッションパッド】

エアスルー構造のクッションパッド

幅広形状と弾力のあるクロロプレンゴムを採用 幅広形状と弾力のあるクロロプレンゴムを採用

▪ パッド部長さ：約360mm
▪パッド部幅：約80mm
▪全長：約1,000~1,540mm
▪ベルト幅：約38mm
▪重量：約120g
▪材質： ポリエステル、EVA

▪ 全長：約1,000~1,540mm
▪ベルト幅：約38mm
▪重量：約75g
▪材質：ポリプロピレン

▪ パッド部長さ：約290mm
▪パッド部幅：約80mm
▪全長：約720~1,380mm
▪ベルト幅：約38mm　▪重量：約165g
▪材質：ポリエステル、クロロプレンゴム

▪ パッド部長さ：約240mm
▪パッド部幅：約65mm
▪全長：約720~1,380mm
▪ベルト幅：約38mm　▪重量：約140g
▪材質：ポリエステル、クロロプレンゴム

▪ パッド部長さ：約290mm
▪ パッド部幅：約80mm
▪ 対応ベルト幅：60mmまで
▪ 重量：約90g
▪ 材質：ポリエステル、

クロロプレンゴム

▪ パッド部長さ：約240mm
▪ パッド部幅：約65mm
▪ 対応ベルト幅：45mmまで
▪ 重量：約65g
▪ 材質：ポリエステル、クロロプレンゴム

¥3,300
品番 型番
373851 KSB-3DF01

【3Dフォーム ショルダーベルト】
3D 成形パッドとエルゴカーブのデザイン

▪ パッド部長さ：約360mm
▪パッド部幅：約80mm
▪全長：約1,000~1,540mm
▪ベルト幅：約38mm
▪重量：約125g
▪材質： ポリエステル、ポリオレフィン

【スリムフィット02 レンズポーチ 70-80】

¥1,990
品番 型番
290721 KLP-S02-7080

▪内寸法：約Φ70×H80mm
▪外寸法：約Φ75×H90mm
▪重量：約45g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【スリムフィット02 レンズポーチ 90-170】

¥2,570
品番 型番
290752 KLP-S02-9017

▪内寸法：約Φ90×H170mm
▪外寸法：約Φ95×H180mm
▪重量：約85g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【スリムフィット02 レンズポーチ 80-110】

¥2,180
品番 型番
290738 KLP-S02-8011

▪内寸法：約Φ80×H110mm
▪外寸法：約Φ85×H120mm
▪重量：約60g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【スリムフィット02 レンズポーチ 110-180】

¥3,480
品番 型番
290769 KLP-S02-1118

▪内寸法：約Φ110×H180mm
▪外寸法：約Φ115×H190mm
▪重量：約160g
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン
▪ 付属品：ショルダーベルト

【スリムフィット02 レンズポーチ 90-130】

¥2,380
品番 型番
290745 KLP-S02-9013

▪内寸法：約Φ90×H130mm
▪外寸法：約Φ95×H140mm
▪重量：約75g   
▪ 材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

主な対応機種：
Canon EF50mm F1.8 STM
Canon EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
14-42mm F3.5-5.6 EZ

主な対応機種：
Canon EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm 
f/3.5-5.6G VR
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
14-150mm F4.0-5.6 II

主な対応機種：
Canon EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
12-40mm F2.8 PRO

主な対応機種：
Canon EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm 
f/4.5-6.3G ED VR

主な対応機種：
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8G ED VR
TAMRON 18-400mm F/3.5-6.3 
Di II VC HLD （Model B028）
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 
Di VC USD （Model A030）

リングタイプの
蛍光色プラー

リングタイプの
蛍光色プラー

ハンドル付き

ハンドル付き

【ソフトレンズポーチ02 125-250】

【ソフトレンズポーチ02 145-345】

▪参考収容寸法：Φ125×H250mm
▪外寸法：Φ145×H270mm
▪重量：約270g
▪材質：ナイロン
▪付属品：ショルダーベルト

▪参考収容寸法：Φ145×H345mm
▪外寸法：Φ165×H365mm
▪重量：約345g
▪材質：ナイロン
▪付属品：ショルダーベルト

¥4,600
品番 型番
291391 KLP-SF2-125250

¥5,200
品番 型番
291407 KLP-SF2-145345

主な対応機種：
Canon EF70-200mm F2.8L IS III USM
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E 
FL ED VR
Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
SONY G MASTER FE 70-200mm F2.8 
GM OSS（SEL70200GM）
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
100-400mm F5.0-6.3 IS
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
300mm F4.0 IS PRO
TAMRON 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC 
USD （Model A035）

主な対応機種：
Canon RF600mm F11 IS STM
Nikon AF-S NIKKOR 200-500mm 
f/5.6E ED VR
SONY FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

（SEL200600G）
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 
150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM

別売ショルダーベルト

スリムフィット02 レンズポーチ

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション

コードロック付き巾着
式開口部

持ち運びに便利な
フック付き

底からの衝撃を和らげ
る中敷きクッション
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¥17,880
品番 型番
201925 ALC-AC02-LL

▪内寸法：約Ｗ390×Ｈ300（255＋45）×Ｄ223ｍｍ
▪外寸法：約W416×H341×D261mm（突起部含む)
▪重量：約2,850g　▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

¥13,610
品番 型番
201932 ALC-AC02-L

▪内寸法：約Ｗ3５0×Ｈ235（190＋45）×Ｄ188ｍｍ
▪外寸法：約W376×H276×D226mm（突起部含む）
▪重量：約2,150g　▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

416mm

341mm

261mm

【AC-02 ボックスLL】

¥10,580
品番 型番
201956 ALC-AC02-S

▪内寸法：約Ｗ270×Ｈ200（155＋45）×Ｄ138ｍｍ
▪外寸法：約W296×H241×D176mm（突起部含む）
▪重量：約１,400g
▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

¥15,120
品番 型番
201963　  AC-HC01-LBK
▪内寸法：約Ｗ3５0×Ｈ235（190＋45）×Ｄ185ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ375×H275×D225mm（突起部含む）
▪重量：約２,200g　
▪材質：ABS（パネル、ハンドル）、EVA（内装）、MDF（パネル内部）、アルミニウム（フレーム）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個、移動式中仕切り（溝なし）２枚

【AC-02 ボックスS】

【ハードケース HC-01L】

¥15,400
品番 型番
201918 ALC-AC02-ATL

▪内寸法：約Ｗ398×Ｈ150（110＋40）×Ｄ303ｍｍ
▪外寸法：約W424×H174×D344mm（突起部含む）
▪重量：約2,650g
▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝入）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

【AC-02 アタッシュL】

【AC-02 ボックスL】

¥12,090
品番 型番
201949 ALC-AC02-M

▪内寸法：約Ｗ3１0×Ｈ215（170＋45）×Ｄ158ｍｍ
▪外寸法：約W336×H256×D196mm（突起部含む）
▪重量：約１,600g
▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

【AC-02 ボックスM】

241mm

176mm
296mm

276mm

226mm376mm

256mm

196mm336mm

344mm

174mm424mm

ショルダーベルト付

収納内容例

合板にアルミシートを張り付けたパネルと、アルミサッシ
で構成された伝統的な造りのケースです。お客様のご希望
により、オリジナルのアルミケースを1台からお作りします。
詳しくは、お取り扱い店までお問い合わせください。

275mm

225mm
375mm

ナイルブルー起毛素材の裏地

起毛素材の裏地

ナイルブルー

マスタードイエロー

マスタードイエロー

ブラック

ブラック

収納内容例 収納内容例

ショルダーベルト付 ショルダーベルト付

ショルダーベルト付 ショルダーベルト付ショルダーベルト付

収納内容例 収納内容例 収納内容例

AC-02シリーズ ハードケース

特注アルミケース

【プロテクションラップ 46】

【プロテクションラップ 34】

各 ¥2,900
カラー 品番 型番
ナイルブルー 360158 KPW-46NBL
マスタードイエロー 360165 KPW-46MYL
ブラック 360172 KPW-46BK

各 ¥2,300
カラー 品番 型番
ナイルブルー 360127 KPW-34NBL
マスタードイエロー 360134 KPW-34MYL
ブラック 360141 KPW-34BK

▪外寸法：約W460×H460×D4mm
▪重量：約110g
▪材質：ナイロン、ポリエステル

▪外寸法：約W340×H340×D4mm
▪重量：約65g
▪材質：ナイロン、ポリエステル

コードロック付ゴム紐 82mmまでのレンズキャッ
プが入るポケット付

ストラップがそのまま使用可能 くるんで簡単固定

コードロック付ゴム紐 55mmまでのレンズキャッ
プが入るポケット付

ストラップがそのまま使用可能 くるんで簡単固定

プロテクションラップ ※防水ではありません
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¥17,880
品番 型番
201925 ALC-AC02-LL

▪内寸法：約Ｗ390×Ｈ300（255＋45）×Ｄ223ｍｍ
▪外寸法：約W416×H341×D261mm（突起部含む)
▪重量：約2,850g　▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

¥13,610
品番 型番
201932 ALC-AC02-L

▪内寸法：約Ｗ3５0×Ｈ235（190＋45）×Ｄ188ｍｍ
▪外寸法：約W376×H276×D226mm（突起部含む）
▪重量：約2,150g　▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

416mm

341mm

261mm

【AC-02 ボックスLL】

¥10,580
品番 型番
201956 ALC-AC02-S

▪内寸法：約Ｗ270×Ｈ200（155＋45）×Ｄ138ｍｍ
▪外寸法：約W296×H241×D176mm（突起部含む）
▪重量：約１,400g
▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

¥15,120
品番 型番
201963　  AC-HC01-LBK
▪内寸法：約Ｗ3５0×Ｈ235（190＋45）×Ｄ185ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ375×H275×D225mm（突起部含む）
▪重量：約２,200g　
▪材質：ABS（パネル、ハンドル）、EVA（内装）、MDF（パネル内部）、アルミニウム（フレーム）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個、移動式中仕切り（溝なし）２枚

【AC-02 ボックスS】

【ハードケース HC-01L】

¥15,400
品番 型番
201918 ALC-AC02-ATL

▪内寸法：約Ｗ398×Ｈ150（110＋40）×Ｄ303ｍｍ
▪外寸法：約W424×H174×D344mm（突起部含む）
▪重量：約2,650g
▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝入）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

【AC-02 アタッシュL】

【AC-02 ボックスL】

¥12,090
品番 型番
201949 ALC-AC02-M

▪内寸法：約Ｗ3１0×Ｈ215（170＋45）×Ｄ158ｍｍ
▪外寸法：約W336×H256×D196mm（突起部含む）
▪重量：約１,600g
▪材質：アルミニウム
▪移動式中仕切り（溝なし）
▪付属品：ショルダーベルト、鍵２個

【AC-02 ボックスM】

241mm

176mm
296mm

276mm

226mm376mm

256mm

196mm336mm

344mm

174mm424mm

ショルダーベルト付

収納内容例

合板にアルミシートを張り付けたパネルと、アルミサッシ
で構成された伝統的な造りのケースです。お客様のご希望
により、オリジナルのアルミケースを1台からお作りします。
詳しくは、お取り扱い店までお問い合わせください。

275mm

225mm
375mm

ナイルブルー起毛素材の裏地

起毛素材の裏地

ナイルブルー

マスタードイエロー

マスタードイエロー

ブラック

ブラック

収納内容例 収納内容例

ショルダーベルト付 ショルダーベルト付

ショルダーベルト付 ショルダーベルト付ショルダーベルト付

収納内容例 収納内容例 収納内容例

AC-02シリーズ ハードケース

特注アルミケース

【プロテクションラップ 46】

【プロテクションラップ 34】

各 ¥2,900
カラー 品番 型番
ナイルブルー 360158 KPW-46NBL
マスタードイエロー 360165 KPW-46MYL
ブラック 360172 KPW-46BK

各 ¥2,300
カラー 品番 型番
ナイルブルー 360127 KPW-34NBL
マスタードイエロー 360134 KPW-34MYL
ブラック 360141 KPW-34BK

▪外寸法：約W460×H460×D4mm
▪重量：約110g
▪材質：ナイロン、ポリエステル

▪外寸法：約W340×H340×D4mm
▪重量：約65g
▪材質：ナイロン、ポリエステル

コードロック付ゴム紐 82mmまでのレンズキャッ
プが入るポケット付

ストラップがそのまま使用可能 くるんで簡単固定

コードロック付ゴム紐 55mmまでのレンズキャッ
プが入るポケット付

ストラップがそのまま使用可能 くるんで簡単固定

プロテクションラップ ※防水ではありません
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¥6,000
品番 型番
373912 SRB-FD

【フォールディングリュックベルト】
ショルダーバッグをリュックのように快適に背負える
本格派エルゴフォルムリュックベルト

撮影を快適にする高機能カメラマンベスト

通気性に優れたメッシュタイプの高機能カメラマンベスト

装着例（モデル身長：170cm）
カメラバッグに相応しいタフな雰囲気の
デザイン

▪ 重量：約380g
▪ 材質：ナイロン　▪ 付属品：収納袋
▪対応バッグ： プラスシェル ブロス ショルダーバッグL（13ページ）

プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ（13ページ）

人間工学設計のショルダーハーネス
と通気性に優れたエアメッシュを採用
し快適な背負い心地を提供します。

バッグ上面のハンドルと背面下部のリン
グに装着します。ハンドル固定部には硬
質ボードを内蔵しています。

【GW-PRO RED カメラマンベスト】

【GW-PRO RED カメラマンメッシュベスト】

▪カラー：ブラック　▪材質：ポリエステル

▪カラー：ブラック　▪材質：ポリエステル

GW-PRO RED カメラマンベスト、
カメラマンメッシュベストの機能と特長

カメラ携行時の快適性にこだわった様々な
機能

小物の収納に適した多数のポケット

交換レンズやA4サイズの書類が収納できる
大型のポケット

各 ¥10,800
サイズ 品番 型番 着丈 肩幅／身幅 重量

XL 335910 KCV-GWR-XL 約710mm 約490mm 
約600mm 約670g

L 335927 KCV-GWR-L 約660mm 約460mm
約560mm 約620g

M 335934 KCV-GWR-M 約620mm 約440mm
約530mm 約590g

各 ¥10,800
サイズ 品番 型番 着丈 肩幅／身幅 重量

XL 335941 KCMV-GWR-XL 約710mm
約490mm 
約600mm

約620g

L 335958 KCMV-GWR-L 約660mm
約460mm
約560mm

約580g

M 335965 KCMV-GWR-M 約620mm
約440mm
約530mm

約560g

約710mm着丈

約490mm肩幅

約600mm身幅

¥4,700
品番 型番
311860 SST-RCLTM

【セーフテック カメラレインカバーライト M】
高性能な防水透湿生地の本格的なレインカバー

タッチパネル対応の高透明ウィンドウ

旅 行や登山・自転車などのアクティビ
ティに最適

コードロックを引くだけで素早くカバー
をオープン

筒型構造により撮影時はストラップに
通しておける

カバーをカメラに巻きつけるだけの簡
単装着

高性能な防水透湿生地とクッション素
材で保護

防水透湿加工
2mmクッション

撥水70D撥水70D
ナイロンタフタナイロンタフタ

水 衝撃

▪ 対応カメラ：全長90mmまでのレンズをつけた
小型一眼カメラ

▪重量：約100g
▪材質： 70D ナイロンタフタ

（表面撥水加工／裏面防水透湿加工）

大きな口径の
一眼レフに対応

山行中のカメラの
揺れ止めとして使用

背面

コンパクトに
折りたたみが可能

レンズホルダー部のカムロックを操作することで瞬時にカメラをリリース可能
小さな口径のミラー
レスカメラに対応

斜め掛けストラップと
組み合わせて使用収納例（一眼レフカメラ） 収納例（ミラーレスカメラ）

【GW-アドバンス カメラホルスター ライト 02 S】

¥4,600
カラー 品番 型番
ブラック 373837 SGWA-CHLT2SBK
▪対応ウエストサイズ：約130cmまで
▪対応レンズ最大径：約120mm（フード含む）
▪本体外寸法：約W210×H110mm（ベルト部含まず）
▪重量：約120g　　▪材質：ナイロン

【くびの負担がZEROフック】
各 ¥3,870
カラー 品番 型番
ブラック 311808 KH-STH
グレー 311792 KH-STHGY

バックパックのテンション調節パーツに取り付
けるだけで、カメラストラップを掛けることが
できるフック。カメラの重みが首に直接かから
ないので、歩行時の首への負担が軽減されま
す。2つ取り付け、2点で支えるので山歩きな
どでも安定感が抜群です。

バックパック装着例 フック使用例

取付可能な
バックパックについて
ショルダーパッド根元の上部に、テン
ション調節パーツがあるバックパックに
取り付けられます。取り付け部分のない
デイパックなどへは装着できません。

ブラック

グレー

▪サイズ：W30×H54×D33mm
▪重量：約11g（1個）
▪2個入
▪材質：POM（本体）
▪取付可能ベルト幅：25mmまで

背面背面

表面

背面背面

表面

折りたたみ時

※完全防水ではありません

藍紬

唐草

満天

ブラックナイロン

夜桜

抹茶桜

飛び兎

市松

青海波

麻の葉

コンパクトサイズ 撮影小物として敷物や緩衝材として アングル調整に

カメラマンベスト

カメラ レインカバー

くびの負担がZEROフック

フォールディングリュックベルト

カメラホルスター

カメラ 座・ぶとん 21
【カメラ 座・ぶとん 21】

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
藍紬 304237 KZB-21-TGBL
夜桜 304244 KZB-21-SKNV
満天 304251 KZB-21-CSNV
飛び兎 304268 KZB-21-RTRD
青海波 304275 KZB-21-WVRD
唐草 304282 KZB-21-KRGR
抹茶桜 304299 KZB-21-SKGR
ブラックナイロン 304305 KZB-21-BKNL
市松 304312 KZB-21-PTGR
麻の葉 304329 KZB-21-ASPK

▪外寸法：約W210×H210×20mm
▪重量：約40g
▪材質： コットン、ポリスチレン

ブラックナイロンのみナイロン、
ポリスチレン

約210
mm

約210mm

※防水ではありません
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¥6,000
品番 型番
373912 SRB-FD

【フォールディングリュックベルト】
ショルダーバッグをリュックのように快適に背負える
本格派エルゴフォルムリュックベルト

撮影を快適にする高機能カメラマンベスト

通気性に優れたメッシュタイプの高機能カメラマンベスト

装着例（モデル身長：170cm）
カメラバッグに相応しいタフな雰囲気の
デザイン

▪ 重量：約380g
▪ 材質：ナイロン　▪ 付属品：収納袋
▪対応バッグ： プラスシェル ブロス ショルダーバッグL（13ページ）

プラスシェル リッジ03 ショルダーバッグ（13ページ）

人間工学設計のショルダーハーネス
と通気性に優れたエアメッシュを採用
し快適な背負い心地を提供します。

バッグ上面のハンドルと背面下部のリン
グに装着します。ハンドル固定部には硬
質ボードを内蔵しています。

【GW-PRO RED カメラマンベスト】

【GW-PRO RED カメラマンメッシュベスト】

▪カラー：ブラック　▪材質：ポリエステル

▪カラー：ブラック　▪材質：ポリエステル

GW-PRO RED カメラマンベスト、
カメラマンメッシュベストの機能と特長

カメラ携行時の快適性にこだわった様々な
機能

小物の収納に適した多数のポケット

交換レンズやA4サイズの書類が収納できる
大型のポケット

各 ¥10,800
サイズ 品番 型番 着丈 肩幅／身幅 重量

XL 335910 KCV-GWR-XL 約710mm 約490mm 
約600mm 約670g

L 335927 KCV-GWR-L 約660mm 約460mm
約560mm 約620g

M 335934 KCV-GWR-M 約620mm 約440mm
約530mm 約590g

各 ¥10,800
サイズ 品番 型番 着丈 肩幅／身幅 重量

XL 335941 KCMV-GWR-XL 約710mm
約490mm 
約600mm

約620g

L 335958 KCMV-GWR-L 約660mm
約460mm
約560mm

約580g

M 335965 KCMV-GWR-M 約620mm
約440mm
約530mm

約560g

約710mm着丈

約490mm肩幅

約600mm身幅

¥4,700
品番 型番
311860 SST-RCLTM

【セーフテック カメラレインカバーライト M】
高性能な防水透湿生地の本格的なレインカバー

タッチパネル対応の高透明ウィンドウ

旅 行や登山・自転車などのアクティビ
ティに最適

コードロックを引くだけで素早くカバー
をオープン

筒型構造により撮影時はストラップに
通しておける

カバーをカメラに巻きつけるだけの簡
単装着

高性能な防水透湿生地とクッション素
材で保護

防水透湿加工
2mmクッション

撥水70D撥水70D
ナイロンタフタナイロンタフタ

水 衝撃

▪ 対応カメラ：全長90mmまでのレンズをつけた
小型一眼カメラ

▪重量：約100g
▪材質： 70D ナイロンタフタ

（表面撥水加工／裏面防水透湿加工）

大きな口径の
一眼レフに対応

山行中のカメラの
揺れ止めとして使用

背面

コンパクトに
折りたたみが可能

レンズホルダー部のカムロックを操作することで瞬時にカメラをリリース可能
小さな口径のミラー
レスカメラに対応

斜め掛けストラップと
組み合わせて使用収納例（一眼レフカメラ） 収納例（ミラーレスカメラ）

【GW-アドバンス カメラホルスター ライト 02 S】

¥4,600
カラー 品番 型番
ブラック 373837 SGWA-CHLT2SBK
▪対応ウエストサイズ：約130cmまで
▪対応レンズ最大径：約120mm（フード含む）
▪本体外寸法：約W210×H110mm（ベルト部含まず）
▪重量：約120g　　▪材質：ナイロン

【くびの負担がZEROフック】
各 ¥3,870
カラー 品番 型番
ブラック 311808 KH-STH
グレー 311792 KH-STHGY

バックパックのテンション調節パーツに取り付
けるだけで、カメラストラップを掛けることが
できるフック。カメラの重みが首に直接かから
ないので、歩行時の首への負担が軽減されま
す。2つ取り付け、2点で支えるので山歩きな
どでも安定感が抜群です。

バックパック装着例 フック使用例

取付可能な
バックパックについて
ショルダーパッド根元の上部に、テン
ション調節パーツがあるバックパックに
取り付けられます。取り付け部分のない
デイパックなどへは装着できません。

ブラック

グレー

▪サイズ：W30×H54×D33mm
▪重量：約11g（1個）
▪2個入
▪材質：POM（本体）
▪取付可能ベルト幅：25mmまで

背面背面

表面

背面背面

表面

折りたたみ時

※完全防水ではありません

藍紬

唐草

満天

ブラックナイロン

夜桜

抹茶桜

飛び兎

市松

青海波

麻の葉

コンパクトサイズ 撮影小物として敷物や緩衝材として アングル調整に

カメラマンベスト

カメラ レインカバー

くびの負担がZEROフック

フォールディングリュックベルト

カメラホルスター

カメラ 座・ぶとん 21
【カメラ 座・ぶとん 21】

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
藍紬 304237 KZB-21-TGBL
夜桜 304244 KZB-21-SKNV
満天 304251 KZB-21-CSNV
飛び兎 304268 KZB-21-RTRD
青海波 304275 KZB-21-WVRD
唐草 304282 KZB-21-KRGR
抹茶桜 304299 KZB-21-SKGR
ブラックナイロン 304305 KZB-21-BKNL
市松 304312 KZB-21-PTGR
麻の葉 304329 KZB-21-ASPK

▪外寸法：約W210×H210×20mm
▪重量：約40g
▪材質： コットン、ポリスチレン

ブラックナイロンのみナイロン、
ポリスチレン

約210
mm

約210mm

※防水ではありません
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ブラック

JP1
コンパクトカメラ

取付パーツ JP2

AZ2 TR1

NE4

コンパクトカメラ
取付パーツ サンカクヒシガタ

▪全長：約1340㎜　
▪ストラップ部長さ：約700㎜　
▪ ストラップ部幅：約38㎜

先ヒモ幅：10㎜　
▪重量：約37g　
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム　
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

【オリイロストラップ 25mm】

各 ¥4,200
カラー 品番 型番
ヒシガタ 313413 KST-ORDM25BW
サンカク 313420 KST-ORTR25BW

▪全長：約1,340㎜
▪ストラップ部長さ：約700㎜
▪ストラップ部幅：約38㎜
▪先ヒモ幅：10㎜

▪重量：約37g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

NE1

非対称のパターン

NE1 NE2 NE3

JP2

【オリイロストラップ PT 38mm】

各 ¥4,500
カラー 品番 型番
JP1 374315 KST-ORPT38JP1
JP2 374322 KST-ORPT38JP2

▪全長：約1,390㎜
▪ストラップ部長さ：約750㎜
▪ストラップ部幅：約25㎜
▪先ヒモ幅：8㎜

▪重量：約25g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

【オリイロストラップ PT 25mm】

各 ¥4,200
カラー 品番 型番
AZ2 374285 KST-ORPT25AZ2
TR1 374308 KST-ORPT25TR1

【オリイロストラップ NE 25mm】

各 ¥4,200
カラー 品番 型番
パターン25 NE1 374674 KST-ORPT25NE1
パターン25 NE2 374681 KST-ORPT25NE2
パターン25 NE3 374698 KST-ORPT25NE3

▪全長：約1390㎜
▪ストラップ部長さ：約750㎜
▪ ストラップ部幅：約25㎜　

先ヒモ幅：8㎜
▪重量：約25g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

【オリイロストラップ NE 38mm】

¥4,500
カラー 品番 型番
パターン38 NE4 374704 KST-ORPT38NE4

JP1

コンパクトカメラ
取付パーツ

NE4

AZ2

▪全長：約1,390㎜　
▪ストラップ部長さ：約750㎜
▪ストラップ部幅：約25㎜
▪先ヒモ幅：8㎜　
▪重量：約34g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、PVC
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

サンカク

コンパクトカメラ
取付パーツ

コンパクトカメラ
取付パーツ

ブラック

▪全長：約1,400mm
▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約25mm
▪先ヒモ幅：8mm
▪重量：約45g
▪材質：ポリエステル、ナイロン、PVC 

¥2,500
カラー 品番 型番
ブラック 374056 KST-64S25

【ルフトデザイン ソリッドネックストラップ25】

¥2,700
カラー 品番 型番
ブラック 374049 KST-64S38

▪全長：約1,400mm
▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約38mm
▪先ヒモ幅：10mm　
▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル、ナイロン、PVC 

【ルフトデザイン ソリッドネックストラップ38】

タブを引き下げて
伸ばす

Dリングを引き上げて
縮める

縮めると身体にフィット
し揺れを抑えられる

¥3,200
カラー 品番 型番
ブラック 313369 KST-62SS25BK

▪全長：約1,150～1,600mm
▪ストラップ部長さ：約650 ～ 1,100mm
▪ストラップ部幅：約25mm　▪先ヒモ幅：8mm
▪重量：約55g　▪材質：ポリエステル、PU

【ルフトデザイン スピードストラップ 25】

タブを引き下げて
伸ばす

Dリングを引き上げて
縮める

縮めると身体にフィット
し揺れを抑えられる

¥3,300
カラー 品番 型番
ブラック 313376 KST-62SS38BK

▪全長：約1,150～1,600mm
▪ストラップ部長さ：約650 ～ 1,100mm
▪ストラップ部幅：約38mm　▪先ヒモ幅：10mm
▪重量：約90g　▪材質：ポリエステル、PU

【ルフトデザイン スピードストラップ 38】

オリイロストラップ ルフトデザイン ストラップ シリーズ

ブラック

▪全長：約1,400ｍｍ
▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約38mm　
▪先ヒモ幅：10mm
▪重量：約45g
▪材質：ナイロン、PVC 

¥2,400
カラー 品番 型番
ブラック 374063 KST-65T38

【ルフトデザイン ツイルネックストラップ38】

モデル身長：170cm

モデル身長：170cm
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ブラック

JP1
コンパクトカメラ

取付パーツ JP2

AZ2 TR1

NE4

コンパクトカメラ
取付パーツ サンカクヒシガタ

▪全長：約1340㎜　
▪ストラップ部長さ：約700㎜　
▪ ストラップ部幅：約38㎜

先ヒモ幅：10㎜　
▪重量：約37g　
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム　
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

【オリイロストラップ 25mm】

各 ¥4,200
カラー 品番 型番
ヒシガタ 313413 KST-ORDM25BW
サンカク 313420 KST-ORTR25BW

▪全長：約1,340㎜
▪ストラップ部長さ：約700㎜
▪ストラップ部幅：約38㎜
▪先ヒモ幅：10㎜

▪重量：約37g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

NE1

非対称のパターン

NE1 NE2 NE3

JP2

【オリイロストラップ PT 38mm】

各 ¥4,500
カラー 品番 型番
JP1 374315 KST-ORPT38JP1
JP2 374322 KST-ORPT38JP2

▪全長：約1,390㎜
▪ストラップ部長さ：約750㎜
▪ストラップ部幅：約25㎜
▪先ヒモ幅：8㎜

▪重量：約25g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

【オリイロストラップ PT 25mm】

各 ¥4,200
カラー 品番 型番
AZ2 374285 KST-ORPT25AZ2
TR1 374308 KST-ORPT25TR1

【オリイロストラップ NE 25mm】

各 ¥4,200
カラー 品番 型番
パターン25 NE1 374674 KST-ORPT25NE1
パターン25 NE2 374681 KST-ORPT25NE2
パターン25 NE3 374698 KST-ORPT25NE3

▪全長：約1390㎜
▪ストラップ部長さ：約750㎜
▪ ストラップ部幅：約25㎜　

先ヒモ幅：8㎜
▪重量：約25g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、シリコンゴム
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

【オリイロストラップ NE 38mm】

¥4,500
カラー 品番 型番
パターン38 NE4 374704 KST-ORPT38NE4

JP1

コンパクトカメラ
取付パーツ

NE4

AZ2

▪全長：約1,390㎜　
▪ストラップ部長さ：約750㎜
▪ストラップ部幅：約25㎜
▪先ヒモ幅：8㎜　
▪重量：約34g
▪材質:ポリエステル、PP、本革、PVC
▪付属品：コンパクトカメラ取付パーツ2個

サンカク

コンパクトカメラ
取付パーツ

コンパクトカメラ
取付パーツ

ブラック

▪全長：約1,400mm
▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約25mm
▪先ヒモ幅：8mm
▪重量：約45g
▪材質：ポリエステル、ナイロン、PVC 

¥2,500
カラー 品番 型番
ブラック 374056 KST-64S25

【ルフトデザイン ソリッドネックストラップ25】

¥2,700
カラー 品番 型番
ブラック 374049 KST-64S38

▪全長：約1,400mm
▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約38mm
▪先ヒモ幅：10mm　
▪重量：約65g
▪材質：ポリエステル、ナイロン、PVC 

【ルフトデザイン ソリッドネックストラップ38】

タブを引き下げて
伸ばす

Dリングを引き上げて
縮める

縮めると身体にフィット
し揺れを抑えられる

¥3,200
カラー 品番 型番
ブラック 313369 KST-62SS25BK

▪全長：約1,150～1,600mm
▪ストラップ部長さ：約650 ～ 1,100mm
▪ストラップ部幅：約25mm　▪先ヒモ幅：8mm
▪重量：約55g　▪材質：ポリエステル、PU

【ルフトデザイン スピードストラップ 25】

タブを引き下げて
伸ばす

Dリングを引き上げて
縮める

縮めると身体にフィット
し揺れを抑えられる

¥3,300
カラー 品番 型番
ブラック 313376 KST-62SS38BK

▪全長：約1,150～1,600mm
▪ストラップ部長さ：約650 ～ 1,100mm
▪ストラップ部幅：約38mm　▪先ヒモ幅：10mm
▪重量：約90g　▪材質：ポリエステル、PU

【ルフトデザイン スピードストラップ 38】

オリイロストラップ ルフトデザイン ストラップ シリーズ

ブラック

▪全長：約1,400ｍｍ
▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約38mm　
▪先ヒモ幅：10mm
▪重量：約45g
▪材質：ナイロン、PVC 

¥2,400
カラー 品番 型番
ブラック 374063 KST-65T38

【ルフトデザイン ツイルネックストラップ38】

モデル身長：170cm

モデル身長：170cm
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ネイビー ブラック

2箇所のバックルを
外して つ な げ ると
ストラップを短くす
ることができ、ネッ
クストラップとハン
ドストラップの2通
りの 使い方が でき
ます。

装着例

ネイビー ブラック

装着例

ネイビー レッド ブラック

ネイビー レッド ブラック

ネイビー／
レッド

ネイビー／
ホワイト

【ピクスギア テーパード ストラップ 15】

【ルフトデザイン エルゴハンドストラップ】

付属の取り付けパーツ使用でコン
パクトカメラにも装着できます。

【ピクスギア テーパード ストラップ 25】

装着例

【ハンドストラップ 三角リング取付タイプ】

¥630
品番 型番
301885 KA-N61

装着例

【ハンドストラップ ネジ取付タイプ】

ブラック

レッド

▪全長：約200mm　
▪重量：約6g　
▪材質：ポリプロピレン

¥890
品番 型番
301878 KA-N60

▪全長：約200mm　
▪重量：約19g　
▪材質：ポリプロピレン

ストラップ取付部

〈ご注意〉カメラの種類によっては、カメラ取付部がバッテリー、メモリーカード収納部のフタに干渉したり、バリアングル液晶部の動きを防げる場合があります。

適応カメラについて
カメラ底面のネジ穴位置が図の
範囲内にあるカメラにお使いい
ただけます。

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
ネイビー 313192 KST-60TP15NV
レッド 313208 KST-60TP15RD
ブラック 313222 KST-60TP15BK

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
ネイビー 313239 KST-60TP25NV
レッド 313246 KST-60TP25RD
ブラック 313260 KST-60TP25BK

▪全長：約1,400mm　▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約16mm　▪先ヒモ幅：8mm
▪重量：約15g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：コンパクトカメラ取り付けパーツ2個

▪全長：約1,400mm　▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約25mm　▪先ヒモ幅：12mm
▪重量：約20g　▪材質：ポリエステル

【ピクスギア コネクトストラップ】
各 ¥1,100
カラー 品番 型番
ネイビー 314366 KST-49NV
ブラック 314427 KST-49BK
▪全長： ネックストラップ時 約530mm　

ハンドストラップ時 約250mm
▪ストラップ部幅：10mm
▪ 重量： ネックストラップ時 約9g

ハンドストラップ時 約4g
▪材質：ポリエステル、ABS、POM

【ピクスギア スマートネックストラップ】

各 ¥1,100
カラー 品番 型番
ネイビー 314298 KST-48NV
ブラック 314359 KST-48BK

▪全長：約530mm　
▪ストラップ部幅：3mm　▪重量：約8g
▪材質： ポリエステル、POM、PVC

¥3,800
品番 型番
301861 KGP-05
▪フリーサイズ
▪台座サイズ：W50×H90×D15㎜
▪ 先ヒモ幅：10mm（一眼レフ取付け

の場合のみ）
▪重量：約70g

装着例
ヒモ幅：10mm（一眼レフ取付け

装着例

【ピクスギア グリップストラップST】

スライド式脚

¥2,000
品番 型番
303094 KGP-04
▪フリーサイズ
▪台座サイズ：W40×H70×D14mm
▪先ヒモ幅：10mm
▪重量：約45g

装着例

【ピクスギア グリップストラップ】

▪ストラップ部長さ：約240mm
▪ストラップ部幅（最大）：約40mm
▪先ヒモ幅：8mm　▪重量：約15g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

¥2,000
カラー 品番 型番
ブラック 313321 KST-61EHBK

装着例エ ルゴ カーブ デ ザ イ ン で 手 首 に
フィットします。

ハンドストラップ

ピクスギア ストラップ

コンパクトカメラ用ネックストラップ

グリップストラップ

ネイビー／レッド

ネイビー／ホワイト
【プラスシェル ストライプストラップ30】

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ネイビー／レッド 374230 KST-67ST30NVRD
ネイビー／ホワイト 374247 KST-67ST30NVWT

▪全長：約1,460㎜　▪ストラップ部長さ：約860㎜　
▪ストラップ部幅：約30㎜　▪先ヒモ幅：10㎜　
▪重量：約50ｇ　▪材質：ポリエステル、本革

プラスシェル ストラップ シリーズ
ブラック

▪全長：約1,400ｍｍ　▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約25mm　▪先ヒモ幅：8mm　▪重量：約30ｇ　▪材質：ナイロン、PVC

【ルフトデザイン ツイルネックストラップ25】

¥2,300
カラー 品番 型番
ブラック 374070 KST-65T25

50～90mm カメラ底部

カメラストラップを併用したい時（グリップストラップのみ）
ストラップ取付部を利用することにより、カメラストラップの併用も
できます。
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ネイビー ブラック

2箇所のバックルを
外して つ な げ ると
ストラップを短くす
ることができ、ネッ
クストラップとハン
ドストラップの2通
りの 使い方が でき
ます。

装着例

ネイビー ブラック

装着例

ネイビー レッド ブラック

ネイビー レッド ブラック

ネイビー／
レッド

ネイビー／
ホワイト

【ピクスギア テーパード ストラップ 15】

【ルフトデザイン エルゴハンドストラップ】

付属の取り付けパーツ使用でコン
パクトカメラにも装着できます。

【ピクスギア テーパード ストラップ 25】

装着例

【ハンドストラップ 三角リング取付タイプ】

¥630
品番 型番
301885 KA-N61

装着例

【ハンドストラップ ネジ取付タイプ】

ブラック

レッド

▪全長：約200mm　
▪重量：約6g　
▪材質：ポリプロピレン

¥890
品番 型番
301878 KA-N60

▪全長：約200mm　
▪重量：約19g　
▪材質：ポリプロピレン

ストラップ取付部

〈ご注意〉カメラの種類によっては、カメラ取付部がバッテリー、メモリーカード収納部のフタに干渉したり、バリアングル液晶部の動きを防げる場合があります。

適応カメラについて
カメラ底面のネジ穴位置が図の
範囲内にあるカメラにお使いい
ただけます。

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
ネイビー 313192 KST-60TP15NV
レッド 313208 KST-60TP15RD
ブラック 313222 KST-60TP15BK

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
ネイビー 313239 KST-60TP25NV
レッド 313246 KST-60TP25RD
ブラック 313260 KST-60TP25BK

▪全長：約1,400mm　▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約16mm　▪先ヒモ幅：8mm
▪重量：約15g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：コンパクトカメラ取り付けパーツ2個

▪全長：約1,400mm　▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約25mm　▪先ヒモ幅：12mm
▪重量：約20g　▪材質：ポリエステル

【ピクスギア コネクトストラップ】
各 ¥1,100
カラー 品番 型番
ネイビー 314366 KST-49NV
ブラック 314427 KST-49BK
▪全長： ネックストラップ時 約530mm　

ハンドストラップ時 約250mm
▪ストラップ部幅：10mm
▪ 重量： ネックストラップ時 約9g

ハンドストラップ時 約4g
▪材質：ポリエステル、ABS、POM

【ピクスギア スマートネックストラップ】

各 ¥1,100
カラー 品番 型番
ネイビー 314298 KST-48NV
ブラック 314359 KST-48BK

▪全長：約530mm　
▪ストラップ部幅：3mm　▪重量：約8g
▪材質： ポリエステル、POM、PVC

¥3,800
品番 型番
301861 KGP-05
▪フリーサイズ
▪台座サイズ：W50×H90×D15㎜
▪ 先ヒモ幅：10mm（一眼レフ取付け

の場合のみ）
▪重量：約70g

装着例
ヒモ幅：10mm（一眼レフ取付け

装着例

【ピクスギア グリップストラップST】

スライド式脚

¥2,000
品番 型番
303094 KGP-04
▪フリーサイズ
▪台座サイズ：W40×H70×D14mm
▪先ヒモ幅：10mm
▪重量：約45g

装着例

【ピクスギア グリップストラップ】

▪ストラップ部長さ：約240mm
▪ストラップ部幅（最大）：約40mm
▪先ヒモ幅：8mm　▪重量：約15g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

¥2,000
カラー 品番 型番
ブラック 313321 KST-61EHBK

装着例エ ルゴ カーブ デ ザ イ ン で 手 首 に
フィットします。

ハンドストラップ

ピクスギア ストラップ

コンパクトカメラ用ネックストラップ

グリップストラップ

ネイビー／レッド

ネイビー／ホワイト
【プラスシェル ストライプストラップ30】

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ネイビー／レッド 374230 KST-67ST30NVRD
ネイビー／ホワイト 374247 KST-67ST30NVWT

▪全長：約1,460㎜　▪ストラップ部長さ：約860㎜　
▪ストラップ部幅：約30㎜　▪先ヒモ幅：10㎜　
▪重量：約50ｇ　▪材質：ポリエステル、本革

プラスシェル ストラップ シリーズ
ブラック

▪全長：約1,400ｍｍ　▪ストラップ部長さ：約700mm
▪ストラップ部幅：約25mm　▪先ヒモ幅：8mm　▪重量：約30ｇ　▪材質：ナイロン、PVC

【ルフトデザイン ツイルネックストラップ25】

¥2,300
カラー 品番 型番
ブラック 374070 KST-65T25

50～90mm カメラ底部

カメラストラップを併用したい時（グリップストラップのみ）
ストラップ取付部を利用することにより、カメラストラップの併用も
できます。
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¥1,920 品番：304725
型番：HQSA3-S

【クイックシューⅢS用】
別売【アダプター】

¥2,830 品番：304718
型番：HQSA3-L

【クイックシューⅢL用】
別売【アダプター】

使用例

グリップにも三脚にもなる3段伸縮式

モバイルホルダー部は
角度が自由自在

モバイルホルダー部を
外して三脚として

アクションカメラ用
マウントを組み合わ
せた使用例

アクションカメラ用
マウントを組み合わ
せた使用例

動画撮影に

ノートPCや タ ブ レット
PCにはさんで

モバイルホルダーと
三脚の使用例

スタンド+LEDライト
使用例

クリップ式
LEDリングライト

スタンド本体USBケーブル

セルフィースティック
使用例

ブラック

縦位置撮影にも対応

モバイルホルダーを
組み合わせた使用例 eポッド グリップ

モバイルホルダー

eポッド グリップ（別売）
と組み合わせた使用例

自撮り用ミラーと
カメラネジ穴付

eポッド グリップ

アクションカメラ用マウント

モバイルホルダー

eポッド グリップとモバイルホルダー
のセットです。

使用例

折りたたみ時使用例

アクションカメラ用
マウント

▪カメラ台直径：約φ30mm　▪高さ：約62mm　
▪ベース直径：約φ33mm　▪重量：約110g

【クイックシューⅢS】

¥5,170
品番 型番
304701 HQS3-S

▪  サイズ：約W42×H19×D50mm（突起部を除く）
▪ 重量：約100g

【クイックシューⅢL】

¥7,770
品番 型番
304695 HQS3-L

▪  サイズ：約W56×H25×D70mm（突起部を除く）
▪重量：約155g

【小型自由雲台 BH-W2】

¥2,000
品番 型番
123203 BH-W2

▪ 最大長さ：約515mm　▪ 折りたたみ時長さ：約195mm
▪ 三脚展開時全高：約75mm　▪ 重量：約200g
▪ 材質：ABS、アルミニウム　▪ 付属品：ハンドストラップ
※三脚ネジ穴付のカメラには対応しません。

■三脚部（3段伸縮式）
▪ 全高：約170mm
▪ 縮長：約102mm　▪ 重量：約70g
■モバイルホルダー部
▪ 外寸法：約W28×H75×D25mm　
▪ スマートフォン固定幅：約60～80mm　
▪ 重量：約42g　▪ 材質：ABS
■アクションカメラ用マウント（付属品）
▪ 外寸法：約W63×H28×D31mm　
▪ 重量：約23g　▪ 材質：ABS

■セルフィースタンド
▪ 全高（スタンド時）：約685ｍｍ
▪全長（自撮り棒時）：約740ｍｍ
▪縮長：約183ｍｍ　▪グリップ径：約Ｗ28mm
▪段数：6段　▪質量：約159g
▪推奨積載質量：約200g
■LEDリングライト
▪ 直径：約85mm　▪ 明るさ：最大約76.2lm
▪ 調光：3段階　▪使用時間：約60分
▪ 充電方法：マイクロUSB Type-A
▪ 取付対応厚さ：約10mm

【アクションカメラ 3way グリップ】

【eポッド セルフィー】

【セルフィースタンド LEDリングライトセット】

¥5,300
カラー 品番 型番
ブラック 106534 H-GGP3WBK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 106626 DSSLLTST-BK

¥3,300
カラー 品番 型番
ブラック 106596 H-EPSLF

クイックシューⅢ

セルフィー

雲台

使用例

モバイルホルダー付 アクションカメラ用
マウント付

キャリングケース付

【eポッド3】

【8段三脚 コンパクト C8N】

▪ 本体：3段伸縮式丸パイプ脚　▪ 雲台：自由雲台
▪ 全高：約253mm　▪ 縮長：約147mm
▪ 使用時最低高：約138mm　▪ 重量：約133g

▪ 本体：8段ダボ式丸パイプ脚
▪雲台：1ハンドル自由雲台
▪全高：約1,030mm　▪縮長：約280mm
▪重量：約420g　▪材質：SUS 、亜鉛合金
▪ 付属品：モバイルホルダー、アクションカメラ用

トライポッドマウント、専用ケース

各 ¥1,660
カラー 品番 型番
メタリックブルー 106411 H-EP3-MB
シャンパンゴールド 106428 H-EP3-SG
パールホワイト 106435 H-EP3-PW
ガンメタリック 106442 H-EP3-GM

各 ¥5,600
カラー 品番 型番
ブラック 106817 H-C8N-BK
ガンメタリック 106824 H-C8N-GM

メタリックブルー

ブラック ガンメタリック

パールホワイト

シャンパンゴールド ガンメタリック

シルバー

【モノスタンドM10】 ▪ 本体：10段（1段ロックナット式＋9段ダボ式）
丸パイプ脚、開閉スタンド付

▪雲台：自由雲台
▪一脚使用時総伸長：約1,400mm
▪縮長：約245mm　
▪テーブル三脚使用時全高：約140mm
▪重量：約330g　▪付属品：ストラップ

¥5,400
カラー 品番 型番
シルバー 106794 DH-MSM10SV

※テーブル三脚としても一脚としても使えます。

【eポッド グリップ ユーティリティキット】

【eポッド グリップ】

■アクションカメラ用マウント
▪外寸法：約W60mm×H28×D31mm
▪重量：約21g
▪材質：ABS

¥2,700
カラー 品番 型番
ブラック 106367 H-EPGKT-BK

¥2,350
カラー 品番 型番
ブラック 106381 H-EPG-BK

【モバイルホルダー】

¥800
カラー 品番 型番
ブラック 106404 H-MH-BK

【アクションカメラ用トライポッドマウント】

【eポッド グリップ モバイルホルダーセット】

¥900
カラー 品番 型番
ブラック 106398 H-GPTM-BK

¥2,500
カラー 品番 型番
ブラック 106541 H-EPGMHS-BK

▪雲台：自由雲台　▪展開時全高：約143mm
▪折りたたみ時全高：約195mm　
▪重量：約138g　　▪材質：ナイロン樹脂　
※折りたたんでグリップとして使えます。

▪外寸法：約W36×H74×D25mm
▪スマートフォン固定幅：約59～87mm
※自撮りに便利なミラー付きです。

▪重量：約27g
▪材質：ABS

▪外寸法：約W58mm×H31×D26mm
▪重量：約21g　▪材質：ABS
※三脚ネジ穴付のカメラには対応しません。

テーブル三脚
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Tripods  三脚／三脚アクセサリー Tripods, Monopods & Support  三脚／三脚アクセサリー

※オープン価格と表記されている商品については、お取り扱い店にお問い合せください。



¥1,920 品番：304725
型番：HQSA3-S

【クイックシューⅢS用】
別売【アダプター】

¥2,830 品番：304718
型番：HQSA3-L

【クイックシューⅢL用】
別売【アダプター】

使用例

グリップにも三脚にもなる3段伸縮式

モバイルホルダー部は
角度が自由自在

モバイルホルダー部を
外して三脚として

アクションカメラ用
マウントを組み合わ
せた使用例

アクションカメラ用
マウントを組み合わ
せた使用例

動画撮影に

ノートPCや タブレット
PCにはさんで

モバイルホルダーと
三脚の使用例

スタンド+LEDライト
使用例

クリップ式
LEDリングライト

スタンド本体USBケーブル

セルフィースティック
使用例

アクションカメラ用
マウント

■カメラ台直径：約φ30mm　■高さ：約62mm　
■ベース直径：約φ33mm　■重量：約110g

【クイックシューⅢS】

¥5,170
品番 型番
304701 HQS3-S

■  サイズ：約W42×H19×D50mm（突起部を除く）
■ 重量：約100g

【クイックシューⅢL】

¥7,770
品番 型番
304695 HQS3-L

■  サイズ：約W56×H25×D70mm（突起部を除く）
■重量：約155g

【小型自由雲台 BH-W2】

¥2,000
品番 型番
123203 BH-W2

■ 最大長さ：約515mm　■ 折りたたみ時長さ：約195mm
■ 三脚展開時全高：約75mm　■ 重量：約200g
■ 材質：ABS、アルミニウム　■ 付属品：ハンドストラップ
※三脚ネジ穴付のカメラには対応しません。

■三脚部（3段伸縮式）
■ 全高：約170mm
■ 縮長：約102mm　■ 重量：約70g
■モバイルホルダー部
■ 外寸法：約W28×H75×D25mm　
■ スマートフォン固定幅：約60～80mm　
■ 重量：約42g　■ 材質：ABS
■アクションカメラ用マウント（付属品）
■ 外寸法：約W63×H28×D31mm　
■ 重量：約23g　■ 材質：ABS

■セルフィースタンド
■ 全高（スタンド時）：約685ｍｍ
■全長（自撮り棒時）：約740ｍｍ
■縮長：約183ｍｍ　■グリップ径：約28mm
■段数：6段　■質量：約159g
■推奨積載質量：約200g
■LEDリングライト
■ 直径：約85mm　■ 明るさ：最大約76.2lm
■ 調光：3段階　■使用時間：最長約60分
■ 充電方法：マイクロUSB
■ 取付対応厚さ：約10mm

【アクションカメラ 3way グリップ】

【eポッド セルフィー】

【セルフィースタンド LEDリングライトセット】

¥5,300
カラー 品番 型番
ブラック 106534 H-GGP3WBK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 106626 DSSLLTST-BK

¥3,300
カラー 品番 型番
ブラック 106596 H-EPSLF

クイックシューⅢ

セルフィー

雲台

使用例
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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※オープン価格と表記されている商品については、お取り扱い店にお問い合せください。



Mサイズ使用例ディフューズなし Lサイズ使用例 バウンス撮影使用例

ホワイト面シルバー面

【ルミナスレベラー2WAY一般用】

¥3,900

アクセサリーシューに
3方向取り付け可能

アクセサリーシューに
2方向取り付け可能

品番 型番
302844 KPA-08G

▪サイズ：約W38×H24×D42mm
▪重量：約16g　
▪材質：ABS、アクリル
▪4本線、気泡管

（ご注意）コニカミノルタおよ
びソニー製一眼レフカメラ（α
-Aマウント）のホットシューに
は取り付けられません。

【2ウェイレベラー】

（ご注意）コニカミノルタおよ
びソニー製一眼レフカメラ（α
-Aマウント）のホットシューに
は取り付けられません。

¥3,900
品番 型番
302271 KPA-02

▪サイズ：
約W30×H18.5×D22.5mm

▪重量：約13g
▪材質：アクリル

【レベラーSTタイプ】

¥1,700
品番 型番
302745 KPA-03ST

▪サイズ：約W70×H15×D25mm
▪重量：約30g
▪ 材質：アクリル
▪ 角型、据置タイプ

バウンス使用時 バウンス使用時

セット内容

ディフューザー本体 専用ケース

ストロボのみ ディフューザー＋ストロボ

ディフューズ撮影とは? ストロボからの光をやわらかくし、撮影することです。

ディフューザーのメリット ▪全体のトーンが柔らかく、自然な見た目になる。
 ▪背後などの不自然な影がぼやけて目立たなくなる。
 ▪周辺部も明るくなり、イメージが明るくなる。

バウンス撮影とは?  ストロボの光を天井などに反射（バウンス）させて撮影することです。天井な
どにバウンスさせることで、光がより拡散します。ディフューザーを使うことに
より、一層やさしい光の拡散効果を得られます。また人物撮影の際には、目に
ストロボ光が写りこむ、『アイキャッチ』効果が得られます。

ストロボ光を、正面から発光面積を大きくして当てるディフューズ撮影と、ストロ
ボ光を天井や壁に反射させて間接的に被写体へ当てる、バウンス撮影の2通りの
撮影ができる2WAYタイプです。外付けストロボのメーカーを問わず、取り付けは
簡単です。

【クリップオンストロボディフューザー 2WAY】

¥3,200
サイズ 品番 型番
M 303452 DSD-CL2M

▪ ディフューザー面寸法：約W140×H120mm
▪ 対応機種：（ほとんどのメーカーの）

中型・小型ストロボ
▪付属品：専用ケース

¥3,800
サイズ 品番 型番
L 303469 DSD-CL2L

▪ ディフューザー面寸法：約W180×H160mm
▪ 対応機種：（ほとんどのメーカーの）

中型・大型ストロボ
▪付属品：専用ケース

レベラー

外付ストロボ用ディフューザー

三脚使用例カメラ装着例 手持ち使用例

液晶モニタールーペなし 液晶モニタールーペ使用

日中の屋外で液晶モニターが見にくくても、まわりの光をさえぎり見やすくします。
3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペで、
ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。
留め具付きのヒモで首から下げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。

【液晶モニタールーペ 3×】

▪3.5インチ液晶画面対応　▪倍率：3倍
▪サイズ：約W78×H78×D64mm　▪重量：約65g
▪ 材質：［本体］シリコーンラバー　［レンズ］ガラス　［ヒモ］PU
※視度調節機能はありません。個人差によりピントが合いにくい場合があります。

¥5,560
品番 型番
423358 DML-01

液晶モニタールーペ

使用例

使用例裏面

【カメラクリップⅡ】

1/4インチカメラネジ付
自由雲台が固定されています。

¥7,000
品番 型番
304220 KCL-B2

▪重量：約255g
▪ クリップ対応厚さ／

直径：約6cm

32インチ22インチ12インチ
ケース収納時は約1/3
の大きさになります

シルバー
人物のキャッチライト、商品撮影の影消しなどに広く使えます。
光を直接反射させ、もっとも強い光を被写体に当てることがで
きます。

ホワイト
シルバーよりソフトにハイライトをおさえた、反射光をつくりま
す。自然に陰影を弱めたいときや、強い反射を避けたいときに。

【レフ板プロ 12インチ （直径約30.5cm）】 【レフ板プロ 22インチ （直径約56cm）】 【レフ板プロ 32インチ （直径約81cm）】
¥2,050
カラー 品番 型番
S/W（シルバー/ホワイト） 313109 KRF-P12SW

▪収納ケース付
▪材質  本体幕：ポリエステル　本体枠：炭素鋼（ハガネ）

¥8,960
カラー 品番 型番
S/W（シルバー/ホワイト） 313130 KRF-P22SW

▪収納ケース付
▪材質  本体幕：ポリエステル　本体枠：炭素鋼（ハガネ）

¥11,000
カラー 品番 型番
S/W（シルバー/ホワイト） 313161 KRF-P32SW

▪収納ケース付　
▪材質  本体幕：ポリエステル　本体枠：炭素鋼（ハガネ）

【フリープレート ストレート型Ⅱ】
¥4,000
品番 型番
301748 KPT-03N

▪サイズ： 長さ約280×幅約30mm
▪プレート厚み：約7mm　
▪重量：約115g
▪材質：アルミ合金、コルク

【止めネジアダプター】
¥300
品番 型番
199505 H-SA8

【アクセサリーシューアダプター】

1/4インチ三脚ネジ穴付の
シューアダプター（絶縁体付）

¥1,300
品番 型番
302554 HDBP-SA

3/8インチネジ穴に
差し込んで使用

▪サイズ：直径約30×高さ13mm
▪重量：約19g

▪  長さ：8mm

使用例

3/8インチネジ（ドイツネジ）
を1/4インチネジ（一般）に合
わせるアダプター。

フリープレート

止めネジアダプター

シュ－アダプタ－

カメラクリップ

レフ板

4039

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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Mサイズ使用例ディフューズなし Lサイズ使用例 バウンス撮影使用例

ホワイト面シルバー面

【ルミナスレベラー2WAY一般用】

¥3,900

アクセサリーシューに
3方向取り付け可能

アクセサリーシューに
2方向取り付け可能

品番 型番
302844 KPA-08G

▪サイズ：約W38×H24×D42mm
▪重量：約16g　
▪材質：ABS、アクリル
▪4本線、気泡管

（ご注意）コニカミノルタおよ
びソニー製一眼レフカメラ（α
-Aマウント）のホットシューに
は取り付けられません。

【2ウェイレベラー】

（ご注意）コニカミノルタおよ
びソニー製一眼レフカメラ（α
-Aマウント）のホットシューに
は取り付けられません。

¥3,900
品番 型番
302271 KPA-02

▪サイズ：
約W30×H18.5×D22.5mm

▪重量：約13g
▪材質：アクリル

【レベラーSTタイプ】

¥1,700
品番 型番
302745 KPA-03ST

▪サイズ：約W70×H15×D25mm
▪重量：約30g
▪ 材質：アクリル
▪ 角型、据置タイプ

バウンス使用時 バウンス使用時

セット内容

ディフューザー本体 専用ケース

ストロボのみ ディフューザー＋ストロボ

ディフューズ撮影とは? ストロボからの光をやわらかくし、撮影することです。

ディフューザーのメリット ▪全体のトーンが柔らかく、自然な見た目になる。
 ▪背後などの不自然な影がぼやけて目立たなくなる。
 ▪周辺部も明るくなり、イメージが明るくなる。

バウンス撮影とは?  ストロボの光を天井などに反射（バウンス）させて撮影することです。天井な
どにバウンスさせることで、光がより拡散します。ディフューザーを使うことに
より、一層やさしい光の拡散効果を得られます。また人物撮影の際には、目に
ストロボ光が写りこむ、『アイキャッチ』効果が得られます。

ストロボ光を、正面から発光面積を大きくして当てるディフューズ撮影と、ストロ
ボ光を天井や壁に反射させて間接的に被写体へ当てる、バウンス撮影の2通りの
撮影ができる2WAYタイプです。外付けストロボのメーカーを問わず、取り付けは
簡単です。

【クリップオンストロボディフューザー 2WAY】

¥3,200
サイズ 品番 型番
M 303452 DSD-CL2M

▪ ディフューザー面寸法：約W140×H120mm
▪ 対応機種：（ほとんどのメーカーの）

中型・小型ストロボ
▪付属品：専用ケース

¥3,800
サイズ 品番 型番
L 303469 DSD-CL2L

▪ ディフューザー面寸法：約W180×H160mm
▪ 対応機種：（ほとんどのメーカーの）

中型・大型ストロボ
▪付属品：専用ケース

レベラー

外付ストロボ用ディフューザー

三脚使用例カメラ装着例 手持ち使用例

液晶モニタールーペなし 液晶モニタールーペ使用

日中の屋外で液晶モニターが見にくくても、まわりの光をさえぎり見やすくします。
3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペで、
ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。
留め具付きのヒモで首から下げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。

【液晶モニタールーペ 3×】

▪3.5インチ液晶画面対応　▪倍率：3倍
▪サイズ：約W78×H78×D64mm　▪重量：約65g
▪ 材質：［本体］シリコーンラバー　［レンズ］ガラス　［ヒモ］PU
※視度調節機能はありません。個人差によりピントが合いにくい場合があります。

¥5,560
品番 型番
423358 DML-01

液晶モニタールーペ

使用例

使用例裏面

【カメラクリップⅡ】

1/4インチカメラネジ付
自由雲台が固定されています。

¥7,000
品番 型番
304220 KCL-B2

▪重量：約255g
▪ クリップ対応厚さ／

直径：約6cm

32インチ22インチ12インチ
ケース収納時は約1/3
の大きさになります

シルバー
人物のキャッチライト、商品撮影の影消しなどに広く使えます。
光を直接反射させ、もっとも強い光を被写体に当てることがで
きます。

ホワイト
シルバーよりソフトにハイライトをおさえた、反射光をつくりま
す。自然に陰影を弱めたいときや、強い反射を避けたいときに。

【レフ板プロ 12インチ （直径約30.5cm）】 【レフ板プロ 22インチ （直径約56cm）】 【レフ板プロ 32インチ （直径約81cm）】
¥2,050
カラー 品番 型番
S/W（シルバー/ホワイト） 313109 KRF-P12SW

▪収納ケース付
▪材質  本体幕：ポリエステル　本体枠：炭素鋼（ハガネ）

¥8,960
カラー 品番 型番
S/W（シルバー/ホワイト） 313130 KRF-P22SW

▪収納ケース付
▪材質  本体幕：ポリエステル　本体枠：炭素鋼（ハガネ）

¥11,000
カラー 品番 型番
S/W（シルバー/ホワイト） 313161 KRF-P32SW

▪収納ケース付　
▪材質  本体幕：ポリエステル　本体枠：炭素鋼（ハガネ）

【フリープレート ストレート型Ⅱ】
¥4,000
品番 型番
301748 KPT-03N

▪サイズ： 長さ約280×幅約30mm
▪プレート厚み：約7mm　
▪重量：約115g
▪材質：アルミ合金、コルク

【止めネジアダプター】
¥300
品番 型番
199505 H-SA8

【アクセサリーシューアダプター】

1/4インチ三脚ネジ穴付の
シューアダプター（絶縁体付）

¥1,300
品番 型番
302554 HDBP-SA

3/8インチネジ穴に
差し込んで使用

▪サイズ：直径約30×高さ13mm
▪重量：約19g

▪  長さ：8mm

使用例

3/8インチネジ（ドイツネジ）
を1/4インチネジ（一般）に合
わせるアダプター。

フリープレート

止めネジアダプター

シュ－アダプタ－

カメラクリップ

レフ板

4039

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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専用ケース付きブラックホワイト

ライトグレーライトブルー

状況にあわせて、使える4色のバックスクリーン

アイテム未使用の場合 アイテム使用の場合
コピースタンドに

接写に

グレーブルー

【撮影背景シート】

凹凸や光沢のある5種類のシート

【証明写真用バックスクリーンN フェルトタイプ 壁掛式】 【証明写真用バックスクリーンFP フェルトタイプ 壁掛式 防炎 】

ブルー グレー

【証明写真用バックスクリーンN ビニールレザータイプ 壁掛式】
【120×200cm】各¥39,000

カラー 品番 型番
ブルー 401202 HBS-NKV1220BL
グレー 401219 HBS-NKV1220GY

▪サイズ：約W120×H200cm　
▪重量：約5kg
▪付属品:アルミフック棒（120cm）

【120×180cm】各¥48,000
カラー 品番 型番
ブルー 401301 HBS-KFP1218BL
グレー 401318 HBS-KFP1218GY

▪サイズ：約W120×H180cm
▪重量：約4.5kg
▪付属品:アルミフック棒

【150×180cm】各¥53,000
カラー 品番 型番
ブルー 401325 HBS-KFP1518BL
グレー 401332 HBS-KFP1518GY

【120×180cm】¥49,000
カラー 品番 型番
ホワイト 401240 HBS-NKF1218WT

【150×180cm】¥54,000
カラー 品番 型番
ホワイト 401271 HBS-NKF1518WT

▪材質：［ディフューザー部］ポリエステル　［フレーム］グラスファイバー　［スクリーン］ポリエステル
▪付属品:リバーシブルバックスクリーン×2、コーナー補強パーツ（30/45は2個、60/75は4個）、専用ケース

【デジカメスタジオボックス】

【30】¥8,800
品番 型番
303223 DSB-30

▪内寸法：約W300×H300×D300mm
▪スクリーン寸法：約W290×H650mm
▪重量（収納時）：約305g（バックスクリーン2本含む）

【60】¥16,800
品番 型番
303247 DSB-60

▪内寸法：約W600×H600×D600mm
▪スクリーン寸法：約W590×H1,250mm
▪重量（収納時）：約815g（バックスクリーン2本含む）

【45】¥12,800
品番 型番
303230 DSB-45

▪内寸法：約W450×H450×D450mm
▪スクリーン寸法：約W440×H950mm
▪重量（収納時）：約510g（バックスクリーン2本含む）

【75】¥21,800
品番 型番
303254 DSB-75

▪内寸法：約W750×H750×D750mm
▪スクリーン寸法：約W720×H1,500mm
▪重量（収納時）：約1,090g（バックスクリーン2本含む）

【デジカメ撮影スタンド】

¥18,500
品番 型番
303063 DSS-01

▪スタンド部：折りたたみ式　
▪ポール部：2段伸縮ポール、自由雲台付
▪使用時：約W530×H515（最大）×D325mm
▪重量：約1,070g　▪耐荷重（搭載カメラ重量）：700gまで　▪専用ケース付

▪サイズ：約W120×H180cm
▪重量：約3.5kg　▪付属品:アルミフック棒

▪サイズ：約W150×H180cm
▪重量：約4.5kg　▪付属品:アルミフック棒

▪サイズ：約W150×H180cm
▪重量：約5.5kg
▪付属品:アルミフック棒

ホワイト

デジカメスタジオボックス

デジカメ撮影スタンド

バックスクリーン

水濡れに強い素材 ファイルに保管しやすいサイズ レフ板として使える厚紙付属

▪材質：アルミニウム

表

脱落防止ヒモ、フック付

各 ¥1,920
サイズ 品番 型番
46ｍｍ 322729 KMH-46
４９mm 322736 KMH-49
52mm 322743 KMH-52
55mm 322750 KMH-55

各 ¥2,250
サイズ 品番 型番
62mm 322774 KMH-62
67mm 322781 KMH-67

¥2,120
サイズ 品番 型番
58mm 322767 KMH-58

各 ¥2,380
サイズ 品番 型番
72mm 322798 KMH-72
77mm 322804 KMH-77

【メタルレンズフード】

使用例

フック部分脱落防止ストラップ装着例

使用例

▪材質：シリコンゴム、アルミニウム

各 ¥1,400
サイズ 品番 型番
４９mm 322958 KA-SLH49
52mm 322965 KA-SLH52
55mm 322972 KA-SLH55
58mm 322989 KA-SLH58

各 ¥1,700
サイズ 品番 型番
62mm 322996 KA-SLH62
67mm 323009 KA-SLH67

各 ¥1,830
サイズ 品番 型番
72mm 323016 KA-SLH72
77mm 323023 KA-SLH77

【シリコンレンズフード】

▪脱落防止ヒモの長さ【フック付】
　 37mm / 40.5mm / 43mm / 46mm は約15cm
　49mm / 52mm / 55mm / 58mm / 62mm は約21cm
　67mm / 72mm / 77mm / 82mm / 86mm は約15cm
▪材質：［本体］ABS　［フック］PP

¥1,340
サイズ 品番 型番
82mm 320473 KA-LCP82

¥1,530
サイズ 品番 型番
86mm 320480 KA-LCP86

各 ¥990
サイズ 品番 型番
62mm 320435 KA-LCP62
67mm 320442 KA-LCP67

各 ¥1,210
サイズ 品番 型番
72mm 320459 KA-LCP72
77mm 320466 KA-LCP77

各 ¥880
サイズ 品番 型番
37mm 320350 KA-LCP37
40.5mm 320367 KA-LCP405
43mm 320374 KA-LCP43
46mm 320381 KA-LCP46
49mm 320398 KA-LCP49
52mm 320404 KA-LCP52
55mm 320411 KA-LCP55
58mm 320428 KA-LCP58

【レンズプロテクトキャップ】

裏

フード先端部のネジ径に合わせてレンズキャップや
フィルターを装着することができます。
商品サイズ

（mm） 46 49 52 55 58 62 67 72 77

フード先端部
ネジ径（mm） 58 62 67 77 82

フード高さ※

（mm） 21 22

レンズフード

レンズキャップ

撮影背景シート

【A4】¥1,670
サイズ 品番 型番
A4 304176 DSH-A4

【A3】¥2,450
サイズ 品番 型番
A3 304183 DSH-A3

▪シート寸法：約W210×H297×D0.5mm
▪重量：約15～20g
▪材質：塩化ビニル

▪シート寸法：約W297×H420×D0.5mm
▪重量：約30～40g
▪材質：塩化ビニル

小物などの撮影時に背景として敷くだけで手軽におしゃれな写真が撮れます。
A4、A3の扱いやすいサイズで、それぞれ模様や凹凸感が異なる5種類のシートと
レフ板として使える厚紙が入ったセットです。

漆喰 ストーンホワイトウッド 斜光 ペイント

数種類のシートを重ねて組み合わせても壁などを利用して背景に

A4

A3

※ フード高さはネジ部を除く
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専用ケース付きブラックホワイト

ライトグレーライトブルー

状況にあわせて、使える4色のバックスクリーン

アイテム未使用の場合 アイテム使用の場合
コピースタンドに

接写に

グレーブルー

【撮影背景シート】

凹凸や光沢のある5種類のシート

【証明写真用バックスクリーンN フェルトタイプ 壁掛式】 【証明写真用バックスクリーンFP フェルトタイプ 壁掛式 防炎 】

ブルー グレー

【証明写真用バックスクリーンN ビニールレザータイプ 壁掛式】
【120×200cm】各¥39,000

カラー 品番 型番
ブルー 401202 HBS-NKV1220BL
グレー 401219 HBS-NKV1220GY

▪サイズ：約W120×H200cm　
▪重量：約5kg
▪付属品:アルミフック棒（120cm）

【120×180cm】各¥48,000
カラー 品番 型番
ブルー 401301 HBS-KFP1218BL
グレー 401318 HBS-KFP1218GY

▪サイズ：約W120×H180cm
▪重量：約4.5kg
▪付属品:アルミフック棒

【150×180cm】各¥53,000
カラー 品番 型番
ブルー 401325 HBS-KFP1518BL
グレー 401332 HBS-KFP1518GY

【120×180cm】¥49,000
カラー 品番 型番
ホワイト 401240 HBS-NKF1218WT

【150×180cm】¥54,000
カラー 品番 型番
ホワイト 401271 HBS-NKF1518WT

▪材質：［ディフューザー部］ポリエステル　［フレーム］グラスファイバー　［スクリーン］ポリエステル
▪付属品:リバーシブルバックスクリーン×2、コーナー補強パーツ（30/45は2個、60/75は4個）、専用ケース

【デジカメスタジオボックス】

【30】¥8,800
品番 型番
303223 DSB-30

▪内寸法：約W300×H300×D300mm
▪スクリーン寸法：約W290×H650mm
▪重量（収納時）：約305g（バックスクリーン2本含む）

【60】¥16,800
品番 型番
303247 DSB-60

▪内寸法：約W600×H600×D600mm
▪スクリーン寸法：約W590×H1,250mm
▪重量（収納時）：約815g（バックスクリーン2本含む）

【45】¥12,800
品番 型番
303230 DSB-45

▪内寸法：約W450×H450×D450mm
▪スクリーン寸法：約W440×H950mm
▪重量（収納時）：約510g（バックスクリーン2本含む）

【75】¥21,800
品番 型番
303254 DSB-75

▪内寸法：約W750×H750×D750mm
▪スクリーン寸法：約W720×H1,500mm
▪重量（収納時）：約1,090g（バックスクリーン2本含む）

【デジカメ撮影スタンド】

¥18,500
品番 型番
303063 DSS-01

▪スタンド部：折りたたみ式　
▪ポール部：2段伸縮ポール、自由雲台付
▪使用時：約W530×H515（最大）×D325mm
▪重量：約1,070g　▪耐荷重（搭載カメラ重量）：700gまで　▪専用ケース付

▪サイズ：約W120×H180cm
▪重量：約3.5kg　▪付属品:アルミフック棒

▪サイズ：約W150×H180cm
▪重量：約4.5kg　▪付属品:アルミフック棒

▪サイズ：約W150×H180cm
▪重量：約5.5kg
▪付属品:アルミフック棒

ホワイト

デジカメスタジオボックス

デジカメ撮影スタンド

バックスクリーン

水濡れに強い素材 ファイルに保管しやすいサイズ レフ板として使える厚紙付属

▪材質：アルミニウム

表

脱落防止ヒモ、フック付

各 ¥1,920
サイズ 品番 型番
46ｍｍ 322729 KMH-46
４９mm 322736 KMH-49
52mm 322743 KMH-52
55mm 322750 KMH-55

各 ¥2,250
サイズ 品番 型番
62mm 322774 KMH-62
67mm 322781 KMH-67

¥2,120
サイズ 品番 型番
58mm 322767 KMH-58

各 ¥2,380
サイズ 品番 型番
72mm 322798 KMH-72
77mm 322804 KMH-77

【メタルレンズフード】

使用例

フック部分脱落防止ストラップ装着例

使用例

▪材質：シリコンゴム、アルミニウム

各 ¥1,400
サイズ 品番 型番
４９mm 322958 KA-SLH49
52mm 322965 KA-SLH52
55mm 322972 KA-SLH55
58mm 322989 KA-SLH58

各 ¥1,700
サイズ 品番 型番
62mm 322996 KA-SLH62
67mm 323009 KA-SLH67

各 ¥1,830
サイズ 品番 型番
72mm 323016 KA-SLH72
77mm 323023 KA-SLH77

【シリコンレンズフード】

▪脱落防止ヒモの長さ【フック付】
　 37mm / 40.5mm / 43mm / 46mm は約15cm
　49mm / 52mm / 55mm / 58mm / 62mm は約21cm
　67mm / 72mm / 77mm / 82mm / 86mm は約15cm
▪材質：［本体］ABS　［フック］PP

¥1,340
サイズ 品番 型番
82mm 320473 KA-LCP82

¥1,530
サイズ 品番 型番
86mm 320480 KA-LCP86

各 ¥990
サイズ 品番 型番
62mm 320435 KA-LCP62
67mm 320442 KA-LCP67

各 ¥1,210
サイズ 品番 型番
72mm 320459 KA-LCP72
77mm 320466 KA-LCP77

各 ¥880
サイズ 品番 型番
37mm 320350 KA-LCP37
40.5mm 320367 KA-LCP405
43mm 320374 KA-LCP43
46mm 320381 KA-LCP46
49mm 320398 KA-LCP49
52mm 320404 KA-LCP52
55mm 320411 KA-LCP55
58mm 320428 KA-LCP58

【レンズプロテクトキャップ】

裏

フード先端部のネジ径に合わせてレンズキャップや
フィルターを装着することができます。
商品サイズ

（mm） 46 49 52 55 58 62 67 72 77

フード先端部
ネジ径（mm） 58 62 67 77 82

フード高さ※

（mm） 21 22

レンズフード

レンズキャップ

撮影背景シート

【A4】¥1,670
サイズ 品番 型番
A4 304176 DSH-A4

【A3】¥2,450
サイズ 品番 型番
A3 304183 DSH-A3

▪シート寸法：約W210×H297×D0.5mm
▪重量：約15～20g
▪材質：塩化ビニル

▪シート寸法：約W297×H420×D0.5mm
▪重量：約30～40g
▪材質：塩化ビニル

小物などの撮影時に背景として敷くだけで手軽におしゃれな写真が撮れます。
A4、A3の扱いやすいサイズで、それぞれ模様や凹凸感が異なる5種類のシートと
レフ板として使える厚紙が入ったセットです。

漆喰 ストーンホワイトウッド 斜光 ペイント

数種類のシートを重ねて組み合わせても壁などを利用して背景に

A4

A3

※ フード高さはネジ部を除く
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46mm 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm
￥6,400 ￥6,400 ￥6,400 ￥6,800 ￥7,000 ￥7,500 ￥8,600 ￥9,500 ￥11,100 ￥12,700

440294 440300 440317 440324 440331 440348 440355 440362 440379 440386
CF-UTLG46 CF-UTLG49 CF-UTLG52 CF-UTLG55 CF-UTLG58 CF-UTLG62 CF-UTLG67 CF-UTLG72 CF-UTLG77 CF-UTLG82

¥4,740 ¥4,740 ¥4,740 ¥5,230 ¥5,530 ¥6,330 ¥7,090 ¥8,000 ¥9,520 ¥11,180

440461 440478 440485 440492 440508 440515 440522 440539 440546 440553
CF-XCPRLG46 CF-XCPRLG49 CF-XCPRLG52 CF-XCPRLG55 CF-XCPRLG58 CF-XCPRLG62 CF-XCPRLG67 CF-XCPRLG72 CF-XCPRLG77 CF-XCPRLG82

￥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,500 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,500

440591 440607 440614 440621 440638 440645 440652 440669 440676 440683
CF-SMCPRLG46 CF-SMCPRLG49 CF-SMCPRLG52 CF-SMCPRLG55 CF-SMCPRLG58 CF-SMCPRLG62 CF-SMCPRLG67 CF-SMCPRLG72 CF-SMCPRLG77 CF-SMCPRLG82

¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800 ¥4,400 ¥5,000 ¥5,500

436488 434965 434972 434989 434996 435009 435016 435023 435030 435047
CF-LG46 CF-LG49 CF-LG52 CF-LG55 CF-LG58 CF-LG62 CF-LG67 CF-LG72 CF-LG77 CF-LG82

フィルター径 25mm 27mm 28mm 30mm 30.5mm 37mm 40mm 40.5mm 43mm

ULTIMA
レンズガード

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ￥6,400 ─ ￥6,400 ￥6,400
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440263 ─ 440270 440287
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-UTLG37 ─ CF-UTLG405 CF-UTLG43

XC-PRO
レンズガード

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ¥4,740 ─ ¥4,740 ¥4,740
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440430 ─ 440447 440454
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-XCPRLG37 ─ CF-XCPRLG405 CF-XCPRLG43

SMC-PRO
レンズガード

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ￥3,000 ─ ￥3,000 ￥3,000
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440560 ─ 440577 440584
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-SMCPRLG37 ─ CF-SMCPRLG405 CF-SMCPRLG43

MC
レンズガード

価格 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
品番 439519 439526 437294 439533 439540 436945 438307 436471 437201
型番 CF-LG25D CF-LG27D CF-LG28D CF-LG30D CF-LG305D CF-LG37 CF-LG400 CF-LG40 CF-LG43

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm

WPCワイド
MC UV

価格 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,700 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,600 ¥8,600 ¥10,900
品番 438697 438703 438710 438727 438734 438741 438758 438765 438772
型番 CF-WPCWUV49 CF-WPCWUV52 CF-WPCWUV55 CF-WPCWUV58 CF-WPCWUV62 CF-WPCWUV67 CF-WPCWUV72 CF-WPCWUV77 CF-WPCWUV82

ワイド
MC UV

価格 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,800 ¥4,000 ¥4,800 ¥5,700 ¥6,600 ¥7,500 ─

品番 437607 437614 437621 437638 437645 437652 437669 437676 ─

型番 CF-WUV49 CF-WUV52 CF-WUV55 CF-WUV58 CF-WUV62 CF-WUV67 CF-WUV72 CF-WUV77 ─

OLYMPUS
PEN / PEN Lite シリーズ用
MCレンズガード（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

37mm ¥2,000 440140 CF-LG37EPL1S

PENＴＡＸ
Ｑシリーズ用
MCレンズガード（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

40.5mm ¥2,000 440201 CF-LG405SQ

ULTIMA
レンズガード
58mm
CF-UTLG58

XC-PRO
レンズガード
58mm
CF-XCPRLG58

SMC-PRO
レンズガード
58mm
CF-SMCPRLG58

MC
レンズガード
58mm
CF-LG58

WPC ワイド
MC UV フィルター
58mm
CF-WPCWUV58紫外線をカットし、遠景撮影などでコントラストを保ち、空気感のある仕上がりに

なります。色にほとんど影響を与えないので、日常のレンズ保護にも使えます。

レンズの性能を活かしきる超高性能
プロ仕様のハイエンドモデル

過酷な環境下でのレンズ保護に特化
優れた撥水性能のアッパーモデル

優れたコストパフォーマンスながら
上位機種に迫る高性能ベーシック

ホコリ・雨・キズからレンズを守る
基本性能に優れた高品質モデル

アルティマシリーズ XC-PRO シリーズ

SMC-PRO シリーズ

MC シリーズ

Column フィルターの知識あれこれ
Q フィルターってなに？

フィルターは、カメラやビデオカメラで撮影する
際に、レンズの先端に装着して使うアイテムで

す。その効果は様々で、レンズのガラス面を砂ホコリ
や傷から守るものや、写真の写りを変えてしまう紫外
線などをカットしたり、光の量を調節したりするものな
どがあります。

A
Q どんな種類があるの？

ハクバでは、レンズの傷や汚れ防止に役立つ
“常用フィルター”、光の反射を除去する“偏光

フィルター”、光量を調節する“減光フィルター”、レン
ズに取り付けるだけで簡単に近接撮影ができる“ク
ローズアップフィルター”、光にアクセントを与える
“特殊効果フィルター”があります。

A
Q どうやって使うの？

ハクバのフィルターは、レンズ前端のネジ切りに装着するネ
ジ式です。ただ、一部のメーカーの大口径レンズや超広角レ

ンズによっては、装着方法が異なりますので、事前に取扱説明書
でご確認ください。また、レンズには、フィルター径というサイズ
がございます。ご購入前にご確認ください。ハクバのフィルターは、
デジタルカメラでもフィルムカメラでもご利用いただけます。

A

MULTI COATING

レンズガード

高品質とすぐれた
コストパフォーマンスの両立
SCHOTT※製ガラスをベースに両面マルチコートを施した
画質に影響を与えることの無い高品質フィルター。

豊富なサイズバリエーション
ビデオカメラ用の 25mm から
大口径レンズ用 82mm までを
取りそろえる豊富なサイズバリエーション。

品質にこだわる日本製
すべてのハクバフィルターは
品質にこだわり国内一貫生産。
高い精度と品質でレンズと画質を保護。

スーパーマルチコーティング採用で
低反射率 0.5％を実現
最高品質の SCHOTT※製ガラス材へ
スーパーマルチコートを施すことでレンズ性能を
高い次元で活かせるフィルター。

ワイド対応薄型フィルター枠採用
広角レンズ使用時にケラレにくい
薄型設計のフィルター枠を採用。

優れたコストパフォーマンス
低価格ながら上位機種に迫る
高性能を実現。

光学ガラスを採用
光学性能を追求しカメラのレンズなどに
使われるグレードのコーニング社※製光学ガラスを採用。
格段に優れた光学性能を実現。

超低反射率 0.3%、高透過率＆
紫外線カットを兼ね備えた光学性能
デジタルカメラのセンサー波長域
[360-750nm] にて極めて高い
透過率を実現。

精密加工による最新の薄枠設計
精密加工によるケラレの少ない
ワイド対応薄枠設計。

※コーニング（Corning）はコーニング社 Corning Incorporated, Corning NY の登録商標です。 ※ショット（SCHOTT）はショット社（SCHOTT AG 社）の登録商標です。 ※ショット（SCHOTT）はショット社（SCHOTT AG 社）の登録商標です。

超低反射率 0.3%
高透過率を実現した光学性能。
表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出す。

極めて高い撥水／防汚機能
水滴や汚れが付着しにくく、
付着した場合でも容易に拭き取り可能。
過酷な環境下でもガラス面を
常にクリアに保つ。

精密加工による最新の薄枠設計
精密加工によるケラレの少ない
ワイド対応薄枠設計。

UV（常用）

機種専用レンズガード

レンズガード（常用）

4443

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Filters  フィルター Filters  フィルター



46mm 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm
￥6,400 ￥6,400 ￥6,400 ￥6,800 ￥7,000 ￥7,500 ￥8,600 ￥9,500 ￥11,100 ￥12,700

440294 440300 440317 440324 440331 440348 440355 440362 440379 440386
CF-UTLG46 CF-UTLG49 CF-UTLG52 CF-UTLG55 CF-UTLG58 CF-UTLG62 CF-UTLG67 CF-UTLG72 CF-UTLG77 CF-UTLG82

¥4,740 ¥4,740 ¥4,740 ¥5,230 ¥5,530 ¥6,330 ¥7,090 ¥8,000 ¥9,520 ¥11,180

440461 440478 440485 440492 440508 440515 440522 440539 440546 440553
CF-XCPRLG46 CF-XCPRLG49 CF-XCPRLG52 CF-XCPRLG55 CF-XCPRLG58 CF-XCPRLG62 CF-XCPRLG67 CF-XCPRLG72 CF-XCPRLG77 CF-XCPRLG82

￥3,000 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,500 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,500

440591 440607 440614 440621 440638 440645 440652 440669 440676 440683
CF-SMCPRLG46 CF-SMCPRLG49 CF-SMCPRLG52 CF-SMCPRLG55 CF-SMCPRLG58 CF-SMCPRLG62 CF-SMCPRLG67 CF-SMCPRLG72 CF-SMCPRLG77 CF-SMCPRLG82

¥2,000 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800 ¥4,400 ¥5,000 ¥5,500

436488 434965 434972 434989 434996 435009 435016 435023 435030 435047
CF-LG46 CF-LG49 CF-LG52 CF-LG55 CF-LG58 CF-LG62 CF-LG67 CF-LG72 CF-LG77 CF-LG82

フィルター径 25mm 27mm 28mm 30mm 30.5mm 37mm 40mm 40.5mm 43mm

ULTIMA
レンズガード

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ￥6,400 ─ ￥6,400 ￥6,400
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440263 ─ 440270 440287
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-UTLG37 ─ CF-UTLG405 CF-UTLG43

XC-PRO
レンズガード

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ¥4,740 ─ ¥4,740 ¥4,740
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440430 ─ 440447 440454
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-XCPRLG37 ─ CF-XCPRLG405 CF-XCPRLG43

SMC-PRO
レンズガード

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ￥3,000 ─ ￥3,000 ￥3,000
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440560 ─ 440577 440584
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-SMCPRLG37 ─ CF-SMCPRLG405 CF-SMCPRLG43

MC
レンズガード

価格 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
品番 439519 439526 437294 439533 439540 436945 438307 436471 437201
型番 CF-LG25D CF-LG27D CF-LG28D CF-LG30D CF-LG305D CF-LG37 CF-LG400 CF-LG40 CF-LG43

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm

WPCワイド
MC UV

価格 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,700 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,600 ¥8,600 ¥10,900
品番 438697 438703 438710 438727 438734 438741 438758 438765 438772
型番 CF-WPCWUV49 CF-WPCWUV52 CF-WPCWUV55 CF-WPCWUV58 CF-WPCWUV62 CF-WPCWUV67 CF-WPCWUV72 CF-WPCWUV77 CF-WPCWUV82

ワイド
MC UV

価格 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,800 ¥4,000 ¥4,800 ¥5,700 ¥6,600 ¥7,500 ─

品番 437607 437614 437621 437638 437645 437652 437669 437676 ─

型番 CF-WUV49 CF-WUV52 CF-WUV55 CF-WUV58 CF-WUV62 CF-WUV67 CF-WUV72 CF-WUV77 ─

OLYMPUS
PEN / PEN Lite シリーズ用
MCレンズガード（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

37mm ¥2,000 440140 CF-LG37EPL1S

PENＴＡＸ
Ｑシリーズ用
MCレンズガード（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

40.5mm ¥2,000 440201 CF-LG405SQ

ULTIMA
レンズガード
58mm
CF-UTLG58

XC-PRO
レンズガード
58mm
CF-XCPRLG58

SMC-PRO
レンズガード
58mm
CF-SMCPRLG58

MC
レンズガード
58mm
CF-LG58

WPC ワイド
MC UV フィルター
58mm
CF-WPCWUV58紫外線をカットし、遠景撮影などでコントラストを保ち、空気感のある仕上がりに

なります。色にほとんど影響を与えないので、日常のレンズ保護にも使えます。

レンズの性能を活かしきる超高性能
プロ仕様のハイエンドモデル

過酷な環境下でのレンズ保護に特化
優れた撥水性能のアッパーモデル

優れたコストパフォーマンスながら
上位機種に迫る高性能ベーシック

ホコリ・雨・キズからレンズを守る
基本性能に優れた高品質モデル

アルティマシリーズ XC-PRO シリーズ

SMC-PRO シリーズ

MC シリーズ

Column フィルターの知識あれこれ
Q フィルターってなに？

フィルターは、カメラやビデオカメラで撮影する
際に、レンズの先端に装着して使うアイテムで

す。その効果は様々で、レンズのガラス面を砂ホコリ
や傷から守るものや、写真の写りを変えてしまう紫外
線などをカットしたり、光の量を調節したりするものな
どがあります。

A
Q どんな種類があるの？

ハクバでは、レンズの傷や汚れ防止に役立つ
“常用フィルター”、光の反射を除去する“偏光

フィルター”、光量を調節する“減光フィルター”、レン
ズに取り付けるだけで簡単に近接撮影ができる“ク
ローズアップフィルター”、光にアクセントを与える
“特殊効果フィルター”があります。

A
Q どうやって使うの？

ハクバのフィルターは、レンズ前端のネジ切りに装着するネ
ジ式です。ただ、一部のメーカーの大口径レンズや超広角レ

ンズによっては、装着方法が異なりますので、事前に取扱説明書
でご確認ください。また、レンズには、フィルター径というサイズ
がございます。ご購入前にご確認ください。ハクバのフィルターは、
デジタルカメラでもフィルムカメラでもご利用いただけます。

A

MULTI COATING

レンズガード

高品質とすぐれた
コストパフォーマンスの両立
SCHOTT※製ガラスをベースに両面マルチコートを施した
画質に影響を与えることの無い高品質フィルター。

豊富なサイズバリエーション
ビデオカメラ用の 25mm から
大口径レンズ用 82mm までを
取りそろえる豊富なサイズバリエーション。

品質にこだわる日本製
すべてのハクバフィルターは
品質にこだわり国内一貫生産。
高い精度と品質でレンズと画質を保護。

スーパーマルチコーティング採用で
低反射率 0.5％を実現
最高品質の SCHOTT※製ガラス材へ
スーパーマルチコートを施すことでレンズ性能を
高い次元で活かせるフィルター。

ワイド対応薄型フィルター枠採用
広角レンズ使用時にケラレにくい
薄型設計のフィルター枠を採用。

優れたコストパフォーマンス
低価格ながら上位機種に迫る
高性能を実現。

光学ガラスを採用
光学性能を追求しカメラのレンズなどに
使われるグレードのコーニング社※製光学ガラスを採用。
格段に優れた光学性能を実現。

超低反射率 0.3%、高透過率＆
紫外線カットを兼ね備えた光学性能
デジタルカメラのセンサー波長域
[360-750nm] にて極めて高い
透過率を実現。

精密加工による最新の薄枠設計
精密加工によるケラレの少ない
ワイド対応薄枠設計。

※コーニング（Corning）はコーニング社 Corning Incorporated, Corning NY の登録商標です。 ※ショット（SCHOTT）はショット社（SCHOTT AG 社）の登録商標です。 ※ショット（SCHOTT）はショット社（SCHOTT AG 社）の登録商標です。

超低反射率 0.3%
高透過率を実現した光学性能。
表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出す。

極めて高い撥水／防汚機能
水滴や汚れが付着しにくく、
付着した場合でも容易に拭き取り可能。
過酷な環境下でもガラス面を
常にクリアに保つ。

精密加工による最新の薄枠設計
精密加工によるケラレの少ない
ワイド対応薄枠設計。

UV（常用）

機種専用レンズガード

レンズガード（常用）

4443

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Filters  フィルター Filters  フィルター



49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm
¥12,550 ￥12,960 ￥13,410 ￥14,520 ￥15,580 ￥17,430 ￥19,400 ￥22,430 ￥25,460

440867 440874 440881 440898 440904 440911 440928 440935 440942
CF-XCPRCPL49 CF-XCPRCPL52 CF-XCPRCPL55 CF-XCPRCPL58 CF-XCPRCPL62 CF-XCPRCPL67 CF-XCPRCPL72 CF-XCPRCPL77 CF-XCPRCPL82

¥6,000 ¥6,500 ¥7,000 ¥7,500 ¥9,000 ¥9,500 ¥10,500 ¥11,500 ¥16,000

439038 439045 439052 439069 439076 439083 439090 439106 439113
CF-SWCP49 CF-SWCP52 CF-SWCP55 CF-SWCP58 CF-SWCP62 CF-SWCP67 CF-SWCP72 CF-SWCP77 CF-SWCP82

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

フィルター径 25mm 27mm 28mm 30mm 30.5mm 37mm 40.5mm 43mm 46mm

XC-PRO
サーキュラーPL

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ¥12,550 ¥12,550 ¥12,550 ¥12,550
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440829 440836 440843 440850
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-XCPRCPL37 CF-XCPRCPL405 CF-XCPRCPL43 CF-XCPRCPL46

Sワイド
サーキュラーPL

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ¥5,800 ¥5,800 ¥5,900 ¥6,000
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440393 440409 440416 440423
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-SWCP37 CF-SWCP405 CF-SWCP43 CF-SWCP46

サーキュラーPL
価格 ※¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥4,700
品番 439557 439564 437348 439571 439588 439595 439601 437386 439618
型番 CF-CPL25D CF-CPL27D CF-CPL28D CF-CPL30D CF-CPL305D CF-CPL37D CF-CPL40D CF-CPL43D CF-CPL46D

※サーキュラー PL 25mm は、フィルター枠に前ネジ加工が施されておりませんので、レンズキャップなどを装着できません。

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm

ワイド
ND 2×

価格 ─ ─ ¥5,000 ─ ─ ─ ─ ─ ─

品番 ─ ─ 439656 ─ ─ ─ ─ ─ ─

型番 ─ ─ CF-WND255 ─ ─ ─ ─ ─ ─

ワイド
ND 4×

価格 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000
品番 439724 439731 439748 439755 439762 439779 439786 439793 439809
型番 CF-WND449 CF-WND452 CF-WND455 CF-WND458 CF-WND462 CF-WND467 CF-WND472 CF-WND477 CF-WND482

ワイド
ND 8×

価格 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000
品番 439816 439823 439830 439847 439854 439861 439878 439885 439892
型番 CF-WND849 CF-WND852 CF-WND855 CF-WND858 CF-WND862 CF-WND867 CF-WND872 CF-WND877 CF-WND882

OLYMPUS
PEN / PEN Lite シリーズ用
サーキュラーPL（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

37mm ¥3,300 440157 CF-CPL37EPL1S

PENＴＡＸ
Ｑシリーズ用サーキュラーPL
（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

40.5mm ¥3,300 440218 CF-CPL405SQ

ワイド ND 2×
58mm
CF-WND258

ワイド ND 4×
58mm
CF-WND458

ワイド ND 8×
58mm
CF-WND858

色に影響を与えずに明るさの調節をして、シャッタースピードを落とし、
滝や川の流れを絹糸のように撮影できます。減光の度合いが異なる３タイプをラインアップ。

品質にこだわる日本製
すべてのハクバフィルターは品質にこだわり国内一貫生産。
高い精度と品質でレンズと画質を保護。

25mm から 46mm までの
小口径をカバーする基本モデル

超低反射率 0.6%
高透過率を実現した光学性能。
表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出す。

極めて高い撥水／防汚機能
水滴や汚れが付着しにくく、
付着した場合でも容易に拭き取り可能。
過酷な環境下でもガラス面を
常にクリアに保つ。

精密加工による最新の薄枠設計
精密加工によるケラレの少ない
ワイド対応薄枠設計。

過酷な環境下でのレンズ保護に特化
優れた撥水性能のアッパーモデル

XC-PRO シリーズ

ワイドNDフィルター露出倍率表
ワイドNDフィルター 透過率 露出倍数 絞りまたはシャッターの調節量
2× 50% 2倍 ＋1段階
4× 25% 4倍 ＋2段階
8× 12.5% 8倍 ＋3段階

ガラスや水面の反射光を抑えたり、色本来の鮮やかさを際立たせます。
青空を順光で撮影すると、鮮やかな青空に、新緑や紅葉も色がよりきれいに
撮れます。

反射を抑えて鮮やかに
使用時未使用時

S ワイドサーキュラー PL
58mm
CF-SWCP58

XC-PRO
サーキュラー PL
58mm
CF-XCPRCPL58

サーキュラー PL
37mm
CF-CPL37D

PL フィルターとは
PLとはポラライズド・ライト（Polarized Light）の略で、偏光と訳されます。反射による
光を抑えたり、コントラストを強調する効果のあるフィルターです。水面やガラスの写り
込みを除去したり、空気中の水蒸気などの反射光をおさえて被写体がもつ本来の色を写
すことができます。金属の映り込みは偏光反射ではないので除去できません。

ND フィルターとは
NDとはニュートラルデンシティ（Neutral Density）の略で、中灰色と訳さ
れます。色に偏りのない灰色のことで、NDフィルターはレンズに入る光の
量だけを調節することができます。

サーキュラー

精密加工による薄枠設計
精密加工によるケラレを抑えるワイド対応設計。
薄枠ながら前ネジ加工により重ね付け、キャップ装着に対応。

望遠から広角まで
幅広いレンズに対応する高性能モデル

ワイドサーキュラー
S-WIDE CIRCULAR POLARIZED LIGHT CIRCULAR POLARIZED LIGHT

ND（減光）

機種専用サーキュラーPL

サーキュラーPL（偏光）

4645

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Filters  フィルター Filters  フィルター



49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm
¥12,550 ￥12,960 ￥13,410 ￥14,520 ￥15,580 ￥17,430 ￥19,400 ￥22,430 ￥25,460

440867 440874 440881 440898 440904 440911 440928 440935 440942
CF-XCPRCPL49 CF-XCPRCPL52 CF-XCPRCPL55 CF-XCPRCPL58 CF-XCPRCPL62 CF-XCPRCPL67 CF-XCPRCPL72 CF-XCPRCPL77 CF-XCPRCPL82

¥6,000 ¥6,500 ¥7,000 ¥7,500 ¥9,000 ¥9,500 ¥10,500 ¥11,500 ¥16,000

439038 439045 439052 439069 439076 439083 439090 439106 439113
CF-SWCP49 CF-SWCP52 CF-SWCP55 CF-SWCP58 CF-SWCP62 CF-SWCP67 CF-SWCP72 CF-SWCP77 CF-SWCP82

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

フィルター径 25mm 27mm 28mm 30mm 30.5mm 37mm 40.5mm 43mm 46mm

XC-PRO
サーキュラーPL

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ¥12,550 ¥12,550 ¥12,550 ¥12,550
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440829 440836 440843 440850
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-XCPRCPL37 CF-XCPRCPL405 CF-XCPRCPL43 CF-XCPRCPL46

Sワイド
サーキュラーPL

価格 ─ ─ ─ ─ ─ ¥5,800 ¥5,800 ¥5,900 ¥6,000
品番 ─ ─ ─ ─ ─ 440393 440409 440416 440423
型番 ─ ─ ─ ─ ─ CF-SWCP37 CF-SWCP405 CF-SWCP43 CF-SWCP46

サーキュラーPL
価格 ※¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥4,700
品番 439557 439564 437348 439571 439588 439595 439601 437386 439618
型番 CF-CPL25D CF-CPL27D CF-CPL28D CF-CPL30D CF-CPL305D CF-CPL37D CF-CPL40D CF-CPL43D CF-CPL46D

※サーキュラー PL 25mm は、フィルター枠に前ネジ加工が施されておりませんので、レンズキャップなどを装着できません。

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm

ワイド
ND 2×

価格 ─ ─ ¥5,000 ─ ─ ─ ─ ─ ─

品番 ─ ─ 439656 ─ ─ ─ ─ ─ ─

型番 ─ ─ CF-WND255 ─ ─ ─ ─ ─ ─

ワイド
ND 4×

価格 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000
品番 439724 439731 439748 439755 439762 439779 439786 439793 439809
型番 CF-WND449 CF-WND452 CF-WND455 CF-WND458 CF-WND462 CF-WND467 CF-WND472 CF-WND477 CF-WND482

ワイド
ND 8×

価格 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000
品番 439816 439823 439830 439847 439854 439861 439878 439885 439892
型番 CF-WND849 CF-WND852 CF-WND855 CF-WND858 CF-WND862 CF-WND867 CF-WND872 CF-WND877 CF-WND882

OLYMPUS
PEN / PEN Lite シリーズ用
サーキュラーPL（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

37mm ¥3,300 440157 CF-CPL37EPL1S

PENＴＡＸ
Ｑシリーズ用サーキュラーPL
（シルバー枠）
フィルター径 価格 品番 型番

40.5mm ¥3,300 440218 CF-CPL405SQ

ワイド ND 2×
58mm
CF-WND258

ワイド ND 4×
58mm
CF-WND458

ワイド ND 8×
58mm
CF-WND858

色に影響を与えずに明るさの調節をして、シャッタースピードを落とし、
滝や川の流れを絹糸のように撮影できます。減光の度合いが異なる３タイプをラインアップ。

品質にこだわる日本製
すべてのハクバフィルターは品質にこだわり国内一貫生産。
高い精度と品質でレンズと画質を保護。

25mm から 46mm までの
小口径をカバーする基本モデル

超低反射率 0.6%
高透過率を実現した光学性能。
表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出す。

極めて高い撥水／防汚機能
水滴や汚れが付着しにくく、
付着した場合でも容易に拭き取り可能。
過酷な環境下でもガラス面を
常にクリアに保つ。

精密加工による最新の薄枠設計
精密加工によるケラレの少ない
ワイド対応薄枠設計。

過酷な環境下でのレンズ保護に特化
優れた撥水性能のアッパーモデル

XC-PRO シリーズ

ワイドNDフィルター露出倍率表
ワイドNDフィルター 透過率 露出倍数 絞りまたはシャッターの調節量
2× 50% 2倍 ＋1段階
4× 25% 4倍 ＋2段階
8× 12.5% 8倍 ＋3段階

ガラスや水面の反射光を抑えたり、色本来の鮮やかさを際立たせます。
青空を順光で撮影すると、鮮やかな青空に、新緑や紅葉も色がよりきれいに
撮れます。

反射を抑えて鮮やかに
使用時未使用時

S ワイドサーキュラー PL
58mm
CF-SWCP58

XC-PRO
サーキュラー PL
58mm
CF-XCPRCPL58

サーキュラー PL
37mm
CF-CPL37D

PL フィルターとは
PLとはポラライズド・ライト（Polarized Light）の略で、偏光と訳されます。反射による
光を抑えたり、コントラストを強調する効果のあるフィルターです。水面やガラスの写り
込みを除去したり、空気中の水蒸気などの反射光をおさえて被写体がもつ本来の色を写
すことができます。金属の映り込みは偏光反射ではないので除去できません。

ND フィルターとは
NDとはニュートラルデンシティ（Neutral Density）の略で、中灰色と訳さ
れます。色に偏りのない灰色のことで、NDフィルターはレンズに入る光の
量だけを調節することができます。

サーキュラー

精密加工による薄枠設計
精密加工によるケラレを抑えるワイド対応設計。
薄枠ながら前ネジ加工により重ね付け、キャップ装着に対応。

望遠から広角まで
幅広いレンズに対応する高性能モデル

ワイドサーキュラー
S-WIDE CIRCULAR POLARIZED LIGHT CIRCULAR POLARIZED LIGHT

ND（減光）

機種専用サーキュラーPL

サーキュラーPL（偏光）
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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MCクローズアップ No.1使用

MCクローズアップ No.3使用 MCクローズアップ No.10使用

クローズアップフィルターなし

ライトアップされた街並みや海面、波打ち際の水の輝き、ろうそくの炎などの
ハイライト部分をキラキラ写すことができます。
ハイライト部分から光条を現わし、華やかな雰囲気を演出します。

被写体に接近して撮れないレンズでも、手軽に近接撮影ができます。
撮影距離を調節できるよう6種類をラインナップ。
カメラのレンズに重ねることで、より接近した写真が撮れます。

フィルターの使い方
フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
ハイライトから現れるクロスの角度が変えられます。

ワイドクロススクリーン 4×
58mm
CF-WCS458

ワイドクロススクリーン 6×
58mm
CF-WCS658

MC クローズアップ No.1
58mm
CF-CU158

MCクローズアップ No.10
58mm
CF-CU1058

撮影距離のめやす
No.1 約33～100cm
No.2 約24～50cm
No.3 約20～33cm
No.4 約17～25cm
No.5 約15～20cm
No.10 約8～10cm
・撮影距離は被写体からレンズ先端までを表します
・ レンズの焦点距離にかかわらず、おおよそ上記の距離が、 

ピントの合う範囲になります

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 77mm

MCクローズアップ 
No.1

価格 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800 ¥5,000

品番 434606 434613 434620 434637 435139 435146 435160

型番 CF-CU149 CF-CU152 CF-CU155 CF-CU158 CF-CU162 CF-CU167 CF-CU177

MCクローズアップ 
No.2

価格 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800 ─

品番 434644 434651 434668 434675 435177 435184 ─

型番 CF-CU249 CF-CU252 CF-CU255 CF-CU258 CF-CU262 CF-CU267 ─

MCクローズアップ 
No.3

価格 ─ ─ ¥2,200 ¥2,800 ─ ─ ¥5,000

品番 ─ ─ 434705 434712 ─ ─ 435245

型番 ─ ─ CF-CU355 CF-CU358 ─ ─ CF-CU377

MCクローズアップ 
No.4

価格 ─ ─ ─ ─ ¥3,300 ─ ─

品番 ─ ─ ─ ─ 435252 ─ ─

型番 ─ ─ ─ ─ CF-CU462 ─ ─

MCクローズアップ 
No.5

価格 ─ ¥4,000 ¥4,400 ¥4,800 ─ ─ ─

品番 ─ 438963 438970 438987 ─ ─ ─

型番 ─ CF-CU552 CF-CU555 CF-CU558 ─ ─ ─

MCクローズアップ 
No.10

価格 ─ ¥5,100 ¥5,100 ¥5,900 ─ ─ ─

品番 ─ 437010 437027 437034 ─ ─ ─

型番 ─ CF-CU1052 CF-CU1055 CF-CU1058 ─ ─ ─

※MCクローズアップNo.10は厚みを持たせてあるので、レンズに干渉して装着できない場合がございます。

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm

ワイド
クロススクリーン
4×

価格 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,000

品番 439908 439915 439922 439939 439946 439953 439960 439977 439984

型番 CF-WCS449 CF-WCS452 CF-WCS455 CF-WCS458 CF-WCS462 CF-WCS467 CF-WCS472 CF-WCS477 CF-WCS482

ワイド
クロススクリーン
6×

価格 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,000

品番 439991 440003 440010 440027 440034 440041 440058 440065 440072

型番 CF-WCS649 CF-WCS652 CF-WCS655 CF-WCS658 CF-WCS662 CF-WCS667 CF-WCS672 CF-WCS677 CF-WCS682

クロススクリーン

クローズアップ

バブルレス

画質を損ねない高光沢の液晶保護ガラス
極薄 0.20mm厚の日本メーカー製強化ガラスにARコート
や指紋防止フッ素コートを施した高機能な保護ガラス。画
質を損ねず美しく画面を保護します。

バリアングル液晶モニターにも使用できる極
薄0.20mm厚の日本メーカー製強化ガラス
を採用。

表面硬度

９H

指紋防止

表面硬度9Hでガラス表面を美しいまま保ち、
大切なカメラの液晶を傷から守ります。

反射防止(AR)コートにより外光の映り込みを
抑え、より高精細に画像を確認できます。

飛散防止

ガラス断面のラウンドエッジ加工により、角が
立たずに指触りがなめらかです。

指紋が付きにくく、拭き取りやすい特殊フッ
素コート処理。指すべりも良く快適な操作性
です。

シリコン粘着層により、貼った時に入ってしま
った気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。

シリコン粘着層の自己吸着性により、画面に
置くだけで自然に貼りつくため貼り付けが簡
単です。

飛散防止処理により万一、割れてしまっても
ガラスが飛び散らず安全です。

※表面コート・粘着層を除くガラス厚

極薄

強化ガラス
0.200.20ｍｍ

※

ラウンド
エッジ

AR
反射防止極薄0.20mm厚強化ガラス 画面が見やすい反射防止（AR）コート

傷が付きにくい表面高硬9H

指紋防止フッ素コート

指触りなめらかラウンドエッジ加工

割れても安心の飛散防止処理

貼りやすい自己吸着性気泡が消えるバブルレスタイプ

ガラスのように美しく強い
ガラスと同じ硬度でありながら割れに強い安心フィルム。
ガラスのような透明度と硬度をフィルムで実現。

気泡が消える

きれいに見える

指紋が付きにくい指紋や水をはじく

曲げに強い

傷が付きにくい高硬度9H

曲げに強く割れにくいため貼りやすく、安心してご使
用いただけます。

全光線透過率93%の高い透明度で正確な色調と明暗
の階調をストレートに映し出します。　

油や水をはじくフッ素コート処理により、フィルムに付
いた指紋汚れなどを簡単に拭き取ることができます。

指紋防止加工により指紋が付きにくく、タッチ操作を
しても指紋が目立ちにくくなっています。

貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレ
スタイプ。微細なホコリであればシリコン層が取り込み
気泡を発生させません。

エクストラハードコートによりガラス並みの表面硬度
9Hを実現。鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフ
ィルムを美しい状態のまま保ちます。

アルティマ 液晶保護ガラス

エクス-ガード 高硬度液晶保護フィルム

ブランド 対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き

Canon
 EOS Kiss X10 / X9 ¥4,600 394238 DGGU-CAEKX9 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

 EOS M6 MarkII / Kiss M / M100 / M6 / PowerShot G1 X MarkIII ¥4,600 394375 DGGU-CAEM6M2 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

Nikon  D6 / D850 / D780 ¥4,600 394382 DGGU-ND6 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

Panasonic  LUMIX GF9 / GF7 ¥4,600 394207 DGGU-PAGF9 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

ブランド 対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き

Canon

EOS-1D X MarkIII ¥3,300 346718 EXGF-CAE1DXM3 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚

EOS 5D MarkIV ¥3,200 339192 EXGF-CE5D4 コントロールパネル用フィルム1枚

EOS 90D / 80D ¥3,200 346473 EXGF-CAE90D 上面表示パネル用フィルム1枚

EOS Kiss M2 / M6 MarkII / Kiss M / PowerShot G1 X MarkIII ¥2,800 347029 EXGF-CAEKM2

EOS Kiss X10i / M200 / PowerShot G7X MarkIII ¥2,800 346824 EXGF-CAEKX10I

EOS M200 / PowerShot G7 X MarkIII ¥2,800 346527 EXGF-CAEM200

EOS R3 ¥3,200 347340 EXGF-CAER3 サブモニター用フィルム1枚

EOS R5 ¥3,200 346886 EXGF-CAER5 サブモニター用フィルム1枚

EOS R6 ¥2,800 346893 EXGF-CAER6

EOS Ra / R ¥3,200 346688 EXGF-CAERA サブモニター用フィルム1枚

FUJIFILM X-E4 / X-T4 / X100V ¥2,800 347081 EXGF-FXE4

Nikon

D6 ¥3,300 346800 EXGF-ND6 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚

D780 ¥3,200 346725 EXGF-ND780 サブモニター用フィルム1枚

Z 7II / Z 6II / Z 7 / Z 6 ¥3,200 347043 EXGF-NZ7M2 サブモニター用フィルム1枚

Z fc ¥2,800 347180 EXGF-NZFC

Z5 ¥2,800 346930 EXGF-NZ5

Z50 ¥2,800 346640 EXGF-NZ50

OLYMPUS PEN E-P7 / E-PL10 / OM-D E-M10 MarkIII ¥2,800 347166 EXGF-OEP7

Panasonic
LUMIX G9 ¥3,200 345438 EXGF-PAG9 コントロールパネル用フィルム1枚

LUMIX G100 ¥2,800 346923 EXGF-PAG100

PENTAX PENTAX KP / K-70 / K-S2 ¥2,800 345186 EXGF-PKP

RICOH GR IIIx / GR III ¥2,800 347265 EXGF-RGR3X

SIGMA
fp ¥2,800 346480 EXGF-GFP

fp L / fp ¥2,800 347135 EXGF-GFPL

SONY
α1 / α7C / α7S III /II / α9 II / α9 / α7R IV / III / α7 III / FX3 ¥2,800 347104 EXGF-SA1

VLOGCAM ZV-E10 / ZV-E10L / ZV-1 / Cyber-shot RX100VII / RX1RII / HX99 ¥2,800 347357 EXGF-SVZVE10

α6600 / α6100 / α6400 / α6000 ¥2,800 346626 EXGF-SA6600

掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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MCクローズアップ No.1使用

MCクローズアップ No.3使用 MCクローズアップ No.10使用

クローズアップフィルターなし

ライトアップされた街並みや海面、波打ち際の水の輝き、ろうそくの炎などの
ハイライト部分をキラキラ写すことができます。
ハイライト部分から光条を現わし、華やかな雰囲気を演出します。

被写体に接近して撮れないレンズでも、手軽に近接撮影ができます。
撮影距離を調節できるよう6種類をラインナップ。
カメラのレンズに重ねることで、より接近した写真が撮れます。

フィルターの使い方
フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
ハイライトから現れるクロスの角度が変えられます。

ワイドクロススクリーン 4×
58mm
CF-WCS458

ワイドクロススクリーン 6×
58mm
CF-WCS658

MC クローズアップ No.1
58mm
CF-CU158

MCクローズアップ No.10
58mm
CF-CU1058

撮影距離のめやす
No.1 約33～100cm
No.2 約24～50cm
No.3 約20～33cm
No.4 約17～25cm
No.5 約15～20cm
No.10 約8～10cm
・撮影距離は被写体からレンズ先端までを表します
・ レンズの焦点距離にかかわらず、おおよそ上記の距離が、 

ピントの合う範囲になります

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 77mm

MCクローズアップ 
No.1

価格 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800 ¥5,000

品番 434606 434613 434620 434637 435139 435146 435160

型番 CF-CU149 CF-CU152 CF-CU155 CF-CU158 CF-CU162 CF-CU167 CF-CU177

MCクローズアップ 
No.2

価格 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800 ─

品番 434644 434651 434668 434675 435177 435184 ─

型番 CF-CU249 CF-CU252 CF-CU255 CF-CU258 CF-CU262 CF-CU267 ─

MCクローズアップ 
No.3

価格 ─ ─ ¥2,200 ¥2,800 ─ ─ ¥5,000

品番 ─ ─ 434705 434712 ─ ─ 435245

型番 ─ ─ CF-CU355 CF-CU358 ─ ─ CF-CU377

MCクローズアップ 
No.4

価格 ─ ─ ─ ─ ¥3,300 ─ ─

品番 ─ ─ ─ ─ 435252 ─ ─

型番 ─ ─ ─ ─ CF-CU462 ─ ─

MCクローズアップ 
No.5

価格 ─ ¥4,000 ¥4,400 ¥4,800 ─ ─ ─

品番 ─ 438963 438970 438987 ─ ─ ─

型番 ─ CF-CU552 CF-CU555 CF-CU558 ─ ─ ─

MCクローズアップ 
No.10

価格 ─ ¥5,100 ¥5,100 ¥5,900 ─ ─ ─

品番 ─ 437010 437027 437034 ─ ─ ─

型番 ─ CF-CU1052 CF-CU1055 CF-CU1058 ─ ─ ─

※MCクローズアップNo.10は厚みを持たせてあるので、レンズに干渉して装着できない場合がございます。

フィルター径 49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm 82mm

ワイド
クロススクリーン
4×

価格 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,000

品番 439908 439915 439922 439939 439946 439953 439960 439977 439984

型番 CF-WCS449 CF-WCS452 CF-WCS455 CF-WCS458 CF-WCS462 CF-WCS467 CF-WCS472 CF-WCS477 CF-WCS482

ワイド
クロススクリーン
6×

価格 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,000

品番 439991 440003 440010 440027 440034 440041 440058 440065 440072

型番 CF-WCS649 CF-WCS652 CF-WCS655 CF-WCS658 CF-WCS662 CF-WCS667 CF-WCS672 CF-WCS677 CF-WCS682

クロススクリーン

クローズアップ

バブルレス

画質を損ねない高光沢の液晶保護ガラス
極薄 0.20mm厚の日本メーカー製強化ガラスにARコート
や指紋防止フッ素コートを施した高機能な保護ガラス。画
質を損ねず美しく画面を保護します。

バリアングル液晶モニターにも使用できる極
薄0.20mm厚の日本メーカー製強化ガラス
を採用。

表面硬度

９H

指紋防止

表面硬度9Hでガラス表面を美しいまま保ち、
大切なカメラの液晶を傷から守ります。

反射防止(AR)コートにより外光の映り込みを
抑え、より高精細に画像を確認できます。

飛散防止

ガラス断面のラウンドエッジ加工により、角が
立たずに指触りがなめらかです。

指紋が付きにくく、拭き取りやすい特殊フッ
素コート処理。指すべりも良く快適な操作性
です。

シリコン粘着層により、貼った時に入ってしま
った気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。

シリコン粘着層の自己吸着性により、画面に
置くだけで自然に貼りつくため貼り付けが簡
単です。

飛散防止処理により万一、割れてしまっても
ガラスが飛び散らず安全です。

※表面コート・粘着層を除くガラス厚

極薄

強化ガラス
0.200.20ｍｍ

※

ラウンド
エッジ

AR
反射防止極薄0.20mm厚強化ガラス 画面が見やすい反射防止（AR）コート

傷が付きにくい表面高硬9H

指紋防止フッ素コート

指触りなめらかラウンドエッジ加工

割れても安心の飛散防止処理

貼りやすい自己吸着性気泡が消えるバブルレスタイプ

ガラスのように美しく強い
ガラスと同じ硬度でありながら割れに強い安心フィルム。
ガラスのような透明度と硬度をフィルムで実現。

気泡が消える

きれいに見える

指紋が付きにくい指紋や水をはじく

曲げに強い

傷が付きにくい高硬度9H

曲げに強く割れにくいため貼りやすく、安心してご使
用いただけます。

全光線透過率93%の高い透明度で正確な色調と明暗
の階調をストレートに映し出します。　

油や水をはじくフッ素コート処理により、フィルムに付
いた指紋汚れなどを簡単に拭き取ることができます。

指紋防止加工により指紋が付きにくく、タッチ操作を
しても指紋が目立ちにくくなっています。

貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレ
スタイプ。微細なホコリであればシリコン層が取り込み
気泡を発生させません。

エクストラハードコートによりガラス並みの表面硬度
9Hを実現。鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフ
ィルムを美しい状態のまま保ちます。

アルティマ 液晶保護ガラス

エクス-ガード 高硬度液晶保護フィルム

ブランド 対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き

Canon
 EOS Kiss X10 / X9 ¥4,600 394238 DGGU-CAEKX9 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

 EOS M6 MarkII / Kiss M / M100 / M6 / PowerShot G1 X MarkIII ¥4,600 394375 DGGU-CAEM6M2 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

Nikon  D6 / D850 / D780 ¥4,600 394382 DGGU-ND6 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

Panasonic  LUMIX GF9 / GF7 ¥4,600 394207 DGGU-PAGF9 液晶クリーナー、ホコリ除去シール

掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

ブランド 対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き

Canon

EOS-1D X MarkIII ¥3,300 346718 EXGF-CAE1DXM3 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚

EOS 5D MarkIV ¥3,200 339192 EXGF-CE5D4 コントロールパネル用フィルム1枚

EOS 90D / 80D ¥3,200 346473 EXGF-CAE90D 上面表示パネル用フィルム1枚

EOS Kiss M2 / M6 MarkII / Kiss M / PowerShot G1 X MarkIII ¥2,800 347029 EXGF-CAEKM2

EOS Kiss X10i / M200 / PowerShot G7X MarkIII ¥2,800 346824 EXGF-CAEKX10I

EOS M200 / PowerShot G7 X MarkIII ¥2,800 346527 EXGF-CAEM200

EOS R3 ¥3,200 347340 EXGF-CAER3 サブモニター用フィルム1枚

EOS R5 ¥3,200 346886 EXGF-CAER5 サブモニター用フィルム1枚

EOS R6 ¥2,800 346893 EXGF-CAER6

EOS Ra / R ¥3,200 346688 EXGF-CAERA サブモニター用フィルム1枚

FUJIFILM X-E4 / X-T4 / X100V ¥2,800 347081 EXGF-FXE4

Nikon

D6 ¥3,300 346800 EXGF-ND6 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚

D780 ¥3,200 346725 EXGF-ND780 サブモニター用フィルム1枚

Z 7II / Z 6II / Z 7 / Z 6 ¥3,200 347043 EXGF-NZ7M2 サブモニター用フィルム1枚

Z fc ¥2,800 347180 EXGF-NZFC

Z5 ¥2,800 346930 EXGF-NZ5

Z50 ¥2,800 346640 EXGF-NZ50

OLYMPUS PEN E-P7 / E-PL10 / OM-D E-M10 MarkIII ¥2,800 347166 EXGF-OEP7

Panasonic
LUMIX G9 ¥3,200 345438 EXGF-PAG9 コントロールパネル用フィルム1枚

LUMIX G100 ¥2,800 346923 EXGF-PAG100

PENTAX PENTAX KP / K-70 / K-S2 ¥2,800 345186 EXGF-PKP

RICOH GR IIIx / GR III ¥2,800 347265 EXGF-RGR3X

SIGMA
fp ¥2,800 346480 EXGF-GFP

fp L / fp ¥2,800 347135 EXGF-GFPL

SONY
α1 / α7C / α7S III /II / α9 II / α9 / α7R IV / III / α7 III / FX3 ¥2,800 347104 EXGF-SA1

VLOGCAM ZV-E10 / ZV-E10L / ZV-1 / Cyber-shot RX100VII / RX1RII / HX99 ¥2,800 347357 EXGF-SVZVE10

α6600 / α6100 / α6400 / α6000 ¥2,800 346626 EXGF-SA6600

掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

4847

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Filters  フィルター Screen Protectors  液晶保護フィルム



耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

液晶保護フィルム MarkⅢ
反射光を低減し常に高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の
透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。

超低反射
高透明

キズに強い
ハードコート処理

ホコリを寄せ付けない
帯電防止処理

指紋や汚れが付きにくい
フッ素コート

気泡が消える

置くだけで貼り付く
自己吸着性

失敗しても
貼り直し可能

▪掲載メーカーは、アルファベット順です。 ▪フィルムタイプ別に色分けされています。掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

デジタルカメラ用液晶保護フィルム

▪掲載メーカーは、アルファベット順です。 ▪フィルムタイプ別に色分けされています。掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

ブランド　　　　　　　　　　対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き 種類

Canon

EOS-1D X MarkIII ¥2,300 346695 DGF2-CAE1DXM3 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

aEOS 5D MarkIV ¥2,400 347586 DGF3-CAE5DM4 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS 6D Mark II ¥2,400 347647 DGF3-CAE6DM2 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS 90D ¥2,400 347456 DGF3-CAE90D サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS Kiss X10 ¥1,640 347418 DGF3-CAEKX10 　 MARKⅢ

EOS Kiss X10i / M200 / PowerShot G7 X MarkIII ¥1,640 347593 DGF3-CAEKX10I 　 MARKⅢ

EOS R3 ¥2,400 347333 DGF3-CAER3 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS R5 ¥2,400 347494 DGF3-CAER5 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS R6 ¥1,640 347517 DGF3-CAER6 　 MARKⅢ

EOS Ra / R ¥2,200 346664 DGF2-CAERA サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

EOS M200 ¥1,300 346510 DGF2-CAEM200 　 MARKⅡ

EOS Kiss M / M100 / M6 ¥1,550 345872 DGFS-CAEKM 　 耐衝撃

EOS Kiss M2 / Kiss M / M6 MarkII ¥1,640 347425 DGF3-CAEKM2 　 MARKⅢ

PowerShot G1 X MarkIII / G9 X MarkII / G7 X MarkII ¥1,640 347432 DGF3-CAG1XM3 　 MARKⅢ

PowerShot G5 X MarkII ¥1,640 847661 DGF3-CAG5XM2 　 MARKⅢ

PowerShot G7 X MarkIII ¥1,250 346336 DGF2-CAG7XM3 　 MARKⅡ

PowerShot SX740 HS ¥1,640 347579 DGF3-CASX740 　 MARKⅢ

PowerShot SX620 HS / SX720 HS ¥1,640 347449 DGF3-CASX620 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

PowerShot SX70 HS ¥1,640 347395 DGF3-CASX70 　 MARKⅢ

IXY 650 ¥1,640 347401 DGF3-CAX650 　 MARKⅢ

IXY 200 ¥1,640 347623 DGF3-CAX200 　 MARKⅢ

DJI

ACTION 2 ¥2,100 347531 DGFH-DA2 カメラユニットモニター用フィルム1枚、レンズ用フィルム1枚、
フロントタッチ画面モジュール用フィルム1枚 親水

ACTION 2 ¥2,300 347548 DGFS-DA2 カメラユニットモニター用フィルム1枚、レンズ用フィルム1枚、
フロントタッチ画面モジュール用フィルム1枚 耐衝撃

OSMO ACTION ¥2,100 346275 DGFH-DOA バックモニター用フィルム1枚、フロントモニター用フィルム1枚、
レンズ用フィルム1枚 親水

OSMO ACTION ¥2,300 346282 DGFS-DOA バックモニター用フィルム1枚、フロントモニター用フィルム1枚、
レンズ用フィルム1枚 耐衝撃

POCKET 2 / OSMO POCKET ¥1,640 347524 DGF3-DP2 レンズ用フィルム1枚 MARKⅢ

OSMO POCKET ¥1,550 345865 DGFS-DOP レンズ用フィルム1枚 耐衝撃

ブランド　　　　　　　　　　対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き 種類

FUJIFILM

GFX50S II / GFX100S ¥2,400 347241 DGF3-FGFX50SM2 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

GFX100S ¥2,200 347074 DGF2-FGFX100S サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

X-Pro2 ¥1,300 338720 DGF2-FXPRO2 　 MARKⅡ

X-T3 ¥1,300 345674 DGF2-FXT3 　 MARKⅡ

X-T2 / X-T1専用  MarkII ¥1,300 339123 DGF2-FXT2 　 MARKⅡ

X-T30 II / X-S10 / X-T30 ¥1,640 347562 DGF3-FXT30M2 　 MARKⅢ

X-E4 / X-T4 / X100V ¥1,640 347364 DGF3-FXE4 　 MARKⅢ

X-T200 / X-A7 ¥1,300 346732 DGF2-FXT200 　 MARKⅡ

X-E3 / X-T20 ¥1,300 347654 DGF3-FXE3 　 MARKⅢ

X100F / X100T ¥1,250 339826 DGF2-FX100F 　 MARKⅡ

FinePix XP140 / XP130 / XP120 ¥1,250 346046 DGFH-FXP140 　 親水

FinePix XP140 / XP130 / XP120 ¥1,550 346053 DGFS-FXP140 　 耐衝撃

instax mini Evo ¥1,640 347616 DGF3-FIEVO 　 MARKⅢ

instax mini LiPlay ¥1,640 347272 DGF3-FILP 　 MARKⅢ

instax SQUARE SQ10 ¥1,250 339994 DGF2-FISQ10 　 MARKⅡ

Nikon

D6 ¥2,300 346794 DGF2-ND6 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

D780 ¥2,400 347609 DGF3-ND780 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

D7500 ¥2,400 347500 DGF3-ND7500 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

D5600 ¥1,550 345919 DGFS-ND5600 　 耐衝撃

Z9 ¥2,400 347555 DGF3-NZ9 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

Z 7II / Z 6II / Z7 / Z6 ¥2,400 347302 DGF3-NZ7M2 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

Z5 ¥1,300 346916 DGF2-NZ5 　 MARKⅡ

Z 50 ¥1,640 347210 DGF3-NZ50 　 MARKⅢ

Z fc ¥1,640 347173 DGF3-NZFC 　 MARKⅢ

COOLPIX P950 / P1000 ¥1,640 347463 DGF3-NP950 　 MARKⅢ

COOLPIX W300 ¥1,550 345131 DGFS-NCW300 　 耐衝撃

COOLPIX W300 ¥1,250 345124 DGFH-NCW300 　 親水

COOLPIX W150 ¥1,550 346398 DGFS-NCW150 　 耐衝撃

COOLPIX W150 ¥1,250 346381 DGFH-NCW150 　 親水

OLYMPUS

OM-D E-M10 MarkIV / MarkIII / E-M5 MarkIII / E-M1 MarkIII / E-M1X ¥1,640 347289 DGF3-OEM10M4 　 MARKⅢ

PEN E-P7 / E-PL10 ¥1,640 347159 DGF3-OEP7 　 MARKⅢ

PEN E-PL9 / OM-D E-M10 MarkIII / MarkII ¥1,550 345926 DGFS-OEPL9 　 耐衝撃

Tough TG-6 ¥1,250 346305 DGFH-OTG6 　 親水

Tough TG-6 ¥1,550 346312 DGFS-OTG6 　 耐衝撃

Panasonic

LUMIX S1H ¥2,200 346497 DGF2-PAS1H コントロールパネル用フィルム1枚 MARKⅡ

LUMIX S5 / G100 ¥1,640 347296 DGF3-PAS5 　 MARKⅢ

LUMIX GH5II ¥1,640 347142 DGF3-PAGH5M2 　 MARKⅢ

LUMIX GH5S / GH5 ¥1,300 345445 DGF2-PAGH5S MARKⅡ

LUMIX GF10 / GF90 / GF9 ¥1,640 347487 DGF3-PAGF10 　 MARKⅢ

LUMIX TZ95 / FZ1000II / LX100II / TX2 / TX1 / TZ90 / FZ85 ¥1,640 347388 DGF3-PATZ95 　 MARKⅢ

PENTAX PENTAX K-3 MarkIII ¥2,400 347111 DGF3-PK3M3 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

RICOH

GR IIIx / GR III ¥1,640 347258 DGF3-RGR3X 　 MARKⅢ

WG-7 / WG-6 / G900 ¥1,250 347197 DGFH-RWG7 　 親水

WG-7 / WG-6 / G900 ¥1,550 347203 DGFS-RWG7 　 耐衝撃

WG-70 / WG-60 / WG-50 ¥1,250 346763 DGFH-RWG70 　 親水

SIGMA fp L / fp ¥1,640 347128 DGF3-GFPL 　 MARKⅢ

SONY

α1 / α7C / α7S III /II / α9 II / α9 / α7R IV / III / α7 III / FX3 ¥1,640 347098 DGF3-SA1 　 MARKⅢ

α7 IV ¥1,640 347630 DGF3-SA7M4 　 MARKⅢ

α7 III / α7R III / α9 / α7S II / α7 II ¥1,550 345957 DGFS-SA7M3 　 耐衝撃

α6600 / α6400 / α6100 / α6000 ¥1,640 347234 DGF3-SA6600 　 MARKⅢ

Cyber-shot RX100VII / VI / V / IV / RX1RII / RX1R /HX99 / WX800 / WX700 ¥1,640 347371 DGF3-SRX100M7 　 MARKⅢ

Cyber-shot WX350 ¥1,640 347470 DGF3-SWX350 　 MARKⅢ

VLOGCAM ZV-E10 / ZV-E10L / ZV-1 ¥1,640 347227 DGF3-SVZVE10 　 MARKⅢ

耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

5049

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Screen Protectors  液晶保護フィルム Screen Protectors  液晶保護フィルム



耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。

液晶保護フィルム MarkⅢ
反射光を低減し常に高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の
透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。

超低反射
高透明

キズに強い
ハードコート処理

ホコリを寄せ付けない
帯電防止処理

指紋や汚れが付きにくい
フッ素コート

気泡が消える

置くだけで貼り付く
自己吸着性

失敗しても
貼り直し可能

▪掲載メーカーは、アルファベット順です。 ▪フィルムタイプ別に色分けされています。掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

デジタルカメラ用液晶保護フィルム

▪掲載メーカーは、アルファベット順です。 ▪フィルムタイプ別に色分けされています。掲載品は取扱商品の一部です。最新のラインナップについては弊社ホームページをご覧ください。

ブランド　　　　　　　　　　対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き 種類

Canon

EOS-1D X MarkIII ¥2,300 346695 DGF2-CAE1DXM3 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

aEOS 5D MarkIV ¥2,400 347586 DGF3-CAE5DM4 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS 6D Mark II ¥2,400 347647 DGF3-CAE6DM2 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS 90D ¥2,400 347456 DGF3-CAE90D サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS Kiss X10 ¥1,640 347418 DGF3-CAEKX10 　 MARKⅢ

EOS Kiss X10i / M200 / PowerShot G7 X MarkIII ¥1,640 347593 DGF3-CAEKX10I 　 MARKⅢ

EOS R3 ¥2,400 347333 DGF3-CAER3 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS R5 ¥2,400 347494 DGF3-CAER5 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

EOS R6 ¥1,640 347517 DGF3-CAER6 　 MARKⅢ

EOS Ra / R ¥2,200 346664 DGF2-CAERA サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

EOS M200 ¥1,300 346510 DGF2-CAEM200 　 MARKⅡ

EOS Kiss M / M100 / M6 ¥1,550 345872 DGFS-CAEKM 　 耐衝撃

EOS Kiss M2 / Kiss M / M6 MarkII ¥1,640 347425 DGF3-CAEKM2 　 MARKⅢ

PowerShot G1 X MarkIII / G9 X MarkII / G7 X MarkII ¥1,640 347432 DGF3-CAG1XM3 　 MARKⅢ

PowerShot G5 X MarkII ¥1,640 847661 DGF3-CAG5XM2 　 MARKⅢ

PowerShot G7 X MarkIII ¥1,250 346336 DGF2-CAG7XM3 　 MARKⅡ

PowerShot SX740 HS ¥1,640 347579 DGF3-CASX740 　 MARKⅢ

PowerShot SX620 HS / SX720 HS ¥1,640 347449 DGF3-CASX620 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

PowerShot SX70 HS ¥1,640 347395 DGF3-CASX70 　 MARKⅢ

IXY 650 ¥1,640 347401 DGF3-CAX650 　 MARKⅢ

IXY 200 ¥1,640 347623 DGF3-CAX200 　 MARKⅢ

DJI

ACTION 2 ¥2,100 347531 DGFH-DA2 カメラユニットモニター用フィルム1枚、レンズ用フィルム1枚、
フロントタッチ画面モジュール用フィルム1枚 親水

ACTION 2 ¥2,300 347548 DGFS-DA2 カメラユニットモニター用フィルム1枚、レンズ用フィルム1枚、
フロントタッチ画面モジュール用フィルム1枚 耐衝撃

OSMO ACTION ¥2,100 346275 DGFH-DOA バックモニター用フィルム1枚、フロントモニター用フィルム1枚、
レンズ用フィルム1枚 親水

OSMO ACTION ¥2,300 346282 DGFS-DOA バックモニター用フィルム1枚、フロントモニター用フィルム1枚、
レンズ用フィルム1枚 耐衝撃

POCKET 2 / OSMO POCKET ¥1,640 347524 DGF3-DP2 レンズ用フィルム1枚 MARKⅢ

OSMO POCKET ¥1,550 345865 DGFS-DOP レンズ用フィルム1枚 耐衝撃

ブランド　　　　　　　　　　対応機種 価格 品番 型番 付属品　※全商品液晶クリーニングペーパー付き 種類

FUJIFILM

GFX50S II / GFX100S ¥2,400 347241 DGF3-FGFX50SM2 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

GFX100S ¥2,200 347074 DGF2-FGFX100S サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

X-Pro2 ¥1,300 338720 DGF2-FXPRO2 　 MARKⅡ

X-T3 ¥1,300 345674 DGF2-FXT3 　 MARKⅡ

X-T2 / X-T1専用  MarkII ¥1,300 339123 DGF2-FXT2 　 MARKⅡ

X-T30 II / X-S10 / X-T30 ¥1,640 347562 DGF3-FXT30M2 　 MARKⅢ

X-E4 / X-T4 / X100V ¥1,640 347364 DGF3-FXE4 　 MARKⅢ

X-T200 / X-A7 ¥1,300 346732 DGF2-FXT200 　 MARKⅡ

X-E3 / X-T20 ¥1,300 347654 DGF3-FXE3 　 MARKⅢ

X100F / X100T ¥1,250 339826 DGF2-FX100F 　 MARKⅡ

FinePix XP140 / XP130 / XP120 ¥1,250 346046 DGFH-FXP140 　 親水

FinePix XP140 / XP130 / XP120 ¥1,550 346053 DGFS-FXP140 　 耐衝撃

instax mini Evo ¥1,640 347616 DGF3-FIEVO 　 MARKⅢ

instax mini LiPlay ¥1,640 347272 DGF3-FILP 　 MARKⅢ

instax SQUARE SQ10 ¥1,250 339994 DGF2-FISQ10 　 MARKⅡ

Nikon

D6 ¥2,300 346794 DGF2-ND6 背面サブモニター用フィルム1枚、上面サブモニター用フィルム1枚 MARKⅡ

D780 ¥2,400 347609 DGF3-ND780 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

D7500 ¥2,400 347500 DGF3-ND7500 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

D5600 ¥1,550 345919 DGFS-ND5600 　 耐衝撃

Z9 ¥2,400 347555 DGF3-NZ9 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

Z 7II / Z 6II / Z7 / Z6 ¥2,400 347302 DGF3-NZ7M2 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

Z5 ¥1,300 346916 DGF2-NZ5 　 MARKⅡ

Z 50 ¥1,640 347210 DGF3-NZ50 　 MARKⅢ

Z fc ¥1,640 347173 DGF3-NZFC 　 MARKⅢ

COOLPIX P950 / P1000 ¥1,640 347463 DGF3-NP950 　 MARKⅢ

COOLPIX W300 ¥1,550 345131 DGFS-NCW300 　 耐衝撃

COOLPIX W300 ¥1,250 345124 DGFH-NCW300 　 親水

COOLPIX W150 ¥1,550 346398 DGFS-NCW150 　 耐衝撃

COOLPIX W150 ¥1,250 346381 DGFH-NCW150 　 親水

OLYMPUS

OM-D E-M10 MarkIV / MarkIII / E-M5 MarkIII / E-M1 MarkIII / E-M1X ¥1,640 347289 DGF3-OEM10M4 　 MARKⅢ

PEN E-P7 / E-PL10 ¥1,640 347159 DGF3-OEP7 　 MARKⅢ

PEN E-PL9 / OM-D E-M10 MarkIII / MarkII ¥1,550 345926 DGFS-OEPL9 　 耐衝撃

Tough TG-6 ¥1,250 346305 DGFH-OTG6 　 親水

Tough TG-6 ¥1,550 346312 DGFS-OTG6 　 耐衝撃

Panasonic

LUMIX S1H ¥2,200 346497 DGF2-PAS1H コントロールパネル用フィルム1枚 MARKⅡ

LUMIX S5 / G100 ¥1,640 347296 DGF3-PAS5 　 MARKⅢ

LUMIX GH5II ¥1,640 347142 DGF3-PAGH5M2 　 MARKⅢ

LUMIX GH5S / GH5 ¥1,300 345445 DGF2-PAGH5S MARKⅡ

LUMIX GF10 / GF90 / GF9 ¥1,640 347487 DGF3-PAGF10 　 MARKⅢ

LUMIX TZ95 / FZ1000II / LX100II / TX2 / TX1 / TZ90 / FZ85 ¥1,640 347388 DGF3-PATZ95 　 MARKⅢ

PENTAX PENTAX K-3 MarkIII ¥2,400 347111 DGF3-PK3M3 サブモニター用フィルム1枚 MARKⅢ

RICOH

GR IIIx / GR III ¥1,640 347258 DGF3-RGR3X 　 MARKⅢ

WG-7 / WG-6 / G900 ¥1,250 347197 DGFH-RWG7 　 親水

WG-7 / WG-6 / G900 ¥1,550 347203 DGFS-RWG7 　 耐衝撃

WG-70 / WG-60 / WG-50 ¥1,250 346763 DGFH-RWG70 　 親水

SIGMA fp L / fp ¥1,640 347128 DGF3-GFPL 　 MARKⅢ

SONY

α1 / α7C / α7S III /II / α9 II / α9 / α7R IV / III / α7 III / FX3 ¥1,640 347098 DGF3-SA1 　 MARKⅢ

α7 IV ¥1,640 347630 DGF3-SA7M4 　 MARKⅢ

α7 III / α7R III / α9 / α7S II / α7 II ¥1,550 345957 DGFS-SA7M3 　 耐衝撃

α6600 / α6400 / α6100 / α6000 ¥1,640 347234 DGF3-SA6600 　 MARKⅢ

Cyber-shot RX100VII / VI / V / IV / RX1RII / RX1R /HX99 / WX800 / WX700 ¥1,640 347371 DGF3-SRX100M7 　 MARKⅢ

Cyber-shot WX350 ¥1,640 347470 DGF3-SWX350 　 MARKⅢ

VLOGCAM ZV-E10 / ZV-E10L / ZV-1 ¥1,640 347227 DGF3-SVZVE10 　 MARKⅢ

耐指紋・反射防止
AG加工

指紋軽減マットフィルム

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

キズに強い
ハードコート処理

液晶保護フィルム MarkⅡ 液晶保護

液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

フィルム 親水タイプ

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで貼り付く
自己吸着性

指紋をはじく
フッ素系素材

ホコリを寄せ付けない

キズに強い
ハードコート処理

画面が見やすい
（AR）コート

気泡が消える
バブルレスタイプ

キズに強いハー
ドコート処理

水滴を作らず
画面が見やす
い親水性能
(防曇効果)

水で汚れが浮く
セルフクリーニ
ング効果

失敗しても
貼り直し可能

置くだけで
貼り付く
自己吸着性

気泡が入らない
抜群のエア抜け
性能

表面 表面

水を弾く 水に馴染む（親水）
一般的なフィルム 当社フィルム

表面 表面

水垢や指紋等の汚れ 水を引き込み
汚れを浮かす

セルフクリーニング効果

反射防止

帯電防止処理

キズに強い
ハードコート処理

指紋が付きにくい
指紋防止加工

気泡が消える
バブルレスタイプ

衝撃を吸収し
液晶画面を保護

置くだけで貼り付く
自己吸着性

菌の増殖を防ぐ
抗菌加工

失敗しても
貼り直し可能

水をはじく
撥水加工

最高水準の表面硬度と貼りやすさを誇るバブルレスタイプの液晶保護フィルム。表面反射を
軽減するAR( アンチリフレクション )コートにより視認性の高いクリアな画面を保ちます。

水に濡れても水滴を作りにくく画面が見やすい親水タイプの液晶保護フィルム。親水タイ
プ特有の防曇効果とセルフクリーニング効果を発揮します。

耐衝撃・防水カメラに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム。トリプルPET層が衝撃や
傷から液晶画面を守ります。

耐指紋性のあるAG（アンチグレア）加工により液晶画面の反射・ギラツキを防止するマッ
トタイプの液晶保護フィルム。
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液晶画面のコーナー部分にまで届く三角形状の平面チップ

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325935 KMC-LP13B
ガンメタリック 325836 KMC-LP13G

【レンズペン3 デジクリア】

使用例

［平面］

チップ面
実物大

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325928 KMC-LP12B
ガンメタリック 325829 KMC-LP12G

【レンズペン3】

使用例

［3D 曲面］

チップ面
実物大

ブラック ブラックガンメタリック ガンメタリック

別売 レンズペン3 シリーズ ヘッドスペア
各 ¥1,100

タイプ
品番 型番

ブラック ガンメタリック ブラック ガンメタリック
レンズペン3 専用 325973 325874 KMC-LP12ＢH KMC-LP12ＧH
レンズペン3 フィルタークリア 専用 325997 325898 KMC-LP14ＢH KMC-LP14ＧH

▪材質　本体：ABS、ブラシ　上質山羊毛 チップ面：セーム革+カーボン粉末
【レンズペン3】【レンズペン3 デジクリア】【レンズペン3 フィルタークリア】
▪サイズ（収納時突起含まず）：約L112×Φ17mm　▪重量：約16g

【レンズペン3 ミニプロ】【レンズペン3 マイクロプロ】【レンズペン3 マイクロプロ ドローン用】
▪サイズ（収納時突起含まず）：約L95×Φ15mm　▪重量：約10g

使用例

［3D 曲面】

チップ面
実物大

ブラック ガンメタリック

使用例

［3D 曲面］

チップ面
実物大

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325942 KMC-LP14B
ガンメタリック 325843 KMC-LP14G

【レンズペン3 フィルタークリア】
使用例

［平面］

チップ面
実物大

ブラックブラック ガンメタリックガンメタリック

レンズの曲面にフィットする3D形状のクリーニングチップ

平面ガラスのフィルター表面に
最適な平面チップ

ファインダーなど狭い部分やドローン、
スマホのレンズが拭ける極小チップ

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325966 KMC-LP16B
ガンメタリック 325867 KMC-LP16G

【レンズペン3 マイクロプロ】

コンパクトカメラやアクションカメラの
小型レンズにフィットする3D形状のチップ

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325959 KMC-LP15B
ガンメタリック 325850 KMC-LP15G

【レンズペン3 ミニプロ】

クリーニング液不要でカンタンにレンズからファインダーまでキレイになる人気のレンズペンシリーズ ヘッドスペア付

レンズペン3 シリーズ

ドローンのカメラレンズに最適なレンズペン

【レンズペン３ マイクロプロ ドローン用】

¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 326192 KMC-LP25DRBK

▪ キット内容
・レンズペン3マイクロプロ　ブラック
・専用ヘッドスペア

小さなレンズの指紋ヨゴ
レもきれいに

パッケージ［3D 曲面］

チップ面
実物大

【レンズペン3プロキット＋（プラス）】
一眼レフカメラのレンズ、フィルター、ファインダーがキレイになる 3 本セット

¥5,800
カラー 品番 型番
ブラック 326031 KMC-LP23BKTP

▪キット内容
レンズペン3ブラック
レンズペン3専用ヘッドスペア
レンズペン3 フィルタークリア　ブラック
レンズペン3 マイクロプロ　ブラック
ポケット付きマイクロファイバークロス

レンズペン3専用
ヘッドスペア付

イエロー グレー ブラック

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ブルー 329117 KMC-84LBL
レッド 329124 KMC-84LRD
ブラック 329131 KMC-84LBK

【ハイパワーブロアープロ 02 L】

▪サイズ：
　約180×直径65mm
▪重量：約90ｇ
▪材質：シリコンゴム

▪サイズ：
　約140×直径55mm
▪重量：約60ｇ
▪材質：シリコンゴム

【ハイパワーブロアープロ 02 M】

各 ¥1,030
カラー 品番 型番
ピンク 329162 KMC-85PK
グリーン 329292 KMC-85GR
オレンジ 329285 KMC-85OR
イエロー 329179 KMC-85YL
グレー 329186 KMC-85GY
ブラック 329193 KMC-85BK

各 ¥1,160
カラー 品番 型番
ピンク 329209 KMC-86PK
グリーン 329315 KMC-86GR
オレンジ 329308 KMC-86OR
イエロー 329216 KMC-86YL
グレー 329223 KMC-86GY
ブラック 329230 KMC-86BK

各 ¥1,290
カラー 品番 型番
ピンク 329247 KMC-87PK
グリーン 329339 KMC-87GR
オレンジ 329322 KMC-87OR
イエロー 329254 KMC-87YL
グレー 329261 KMC-87GY
ブラック 329278 KMC-87BK

▪サイズ：約99×直径46mm
▪重量：約34g
▪材質：シリコンゴム

▪サイズ：約124×直径53mm
▪重量：約49g
▪材質：シリコンゴム

▪サイズ：約146×直径53mm
▪重量：約50g
▪材質：シリコンゴム、PP、ナイロン

【シリコンブロアー ポータブル 02】

【シリコンブロアー ソフトショートノズル 02】

【シリコンブロアーブラシ 02】

便利なストラップ
ホール付

便利なストラップ
ホール付

便利なストラップ
ホール付

ブラシ部にも
ストラップホール付

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

機器を傷つけにく
いソフトノズル

機器を傷つけにく
いソフトノズル

ブラシ部は着脱可能

機器を傷つけにく
いソフトノズル

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

ブルー レッド ブラック

ブルー レッド ブラック

ピンク グリーン オレンジ

ピンク グリーン オレンジ

ピンク グリーン オレンジ

イエロー グレー ブラック

各 ¥2,400
カラー 品番 型番
ブルー 329087 KMC-84MBL
レッド 329094 KMC-84MRD
ブラック 329100 KMC-84MBK

ブロアー

イエロー グレー ブラック
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液晶画面のコーナー部分にまで届く三角形状の平面チップ

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325935 KMC-LP13B
ガンメタリック 325836 KMC-LP13G

【レンズペン3 デジクリア】

使用例

［平面］

チップ面
実物大

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325928 KMC-LP12B
ガンメタリック 325829 KMC-LP12G

【レンズペン3】

使用例

［3D 曲面］

チップ面
実物大

ブラック ブラックガンメタリック ガンメタリック

別売 レンズペン3 シリーズ ヘッドスペア
各 ¥1,100

タイプ
品番 型番

ブラック ガンメタリック ブラック ガンメタリック
レンズペン3 専用 325973 325874 KMC-LP12ＢH KMC-LP12ＧH
レンズペン3 フィルタークリア 専用 325997 325898 KMC-LP14ＢH KMC-LP14ＧH

▪材質　本体：ABS、ブラシ　上質山羊毛 チップ面：セーム革+カーボン粉末
【レンズペン3】【レンズペン3 デジクリア】【レンズペン3 フィルタークリア】
▪サイズ（収納時突起含まず）：約L112×Φ17mm　▪重量：約16g

【レンズペン3 ミニプロ】【レンズペン3 マイクロプロ】【レンズペン3 マイクロプロ ドローン用】
▪サイズ（収納時突起含まず）：約L95×Φ15mm　▪重量：約10g

使用例

［3D 曲面】

チップ面
実物大

ブラック ガンメタリック

使用例

［3D 曲面］

チップ面
実物大

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325942 KMC-LP14B
ガンメタリック 325843 KMC-LP14G

【レンズペン3 フィルタークリア】
使用例

［平面］

チップ面
実物大

ブラックブラック ガンメタリックガンメタリック

レンズの曲面にフィットする3D形状のクリーニングチップ

平面ガラスのフィルター表面に
最適な平面チップ

ファインダーなど狭い部分やドローン、
スマホのレンズが拭ける極小チップ

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325966 KMC-LP16B
ガンメタリック 325867 KMC-LP16G

【レンズペン3 マイクロプロ】

コンパクトカメラやアクションカメラの
小型レンズにフィットする3D形状のチップ

各 ¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 325959 KMC-LP15B
ガンメタリック 325850 KMC-LP15G

【レンズペン3 ミニプロ】

クリーニング液不要でカンタンにレンズからファインダーまでキレイになる人気のレンズペンシリーズ ヘッドスペア付

レンズペン3 シリーズ

ドローンのカメラレンズに最適なレンズペン

【レンズペン３ マイクロプロ ドローン用】

¥3,000
カラー 品番 型番
ブラック 326192 KMC-LP25DRBK

▪ キット内容
・レンズペン3マイクロプロ　ブラック
・専用ヘッドスペア

小さなレンズの指紋ヨゴ
レもきれいに

パッケージ［3D 曲面］

チップ面
実物大

【レンズペン3プロキット＋（プラス）】
一眼レフカメラのレンズ、フィルター、ファインダーがキレイになる 3 本セット

¥5,800
カラー 品番 型番
ブラック 326031 KMC-LP23BKTP

▪キット内容
レンズペン3ブラック
レンズペン3専用ヘッドスペア
レンズペン3 フィルタークリア　ブラック
レンズペン3 マイクロプロ　ブラック
ポケット付きマイクロファイバークロス

レンズペン3専用
ヘッドスペア付

イエロー グレー ブラック

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ブルー 329117 KMC-84LBL
レッド 329124 KMC-84LRD
ブラック 329131 KMC-84LBK

【ハイパワーブロアープロ 02 L】

▪サイズ：
　約180×直径65mm
▪重量：約90ｇ
▪材質：シリコンゴム

▪サイズ：
　約140×直径55mm
▪重量：約60ｇ
▪材質：シリコンゴム

【ハイパワーブロアープロ 02 M】

各 ¥1,030
カラー 品番 型番
ピンク 329162 KMC-85PK
グリーン 329292 KMC-85GR
オレンジ 329285 KMC-85OR
イエロー 329179 KMC-85YL
グレー 329186 KMC-85GY
ブラック 329193 KMC-85BK

各 ¥1,160
カラー 品番 型番
ピンク 329209 KMC-86PK
グリーン 329315 KMC-86GR
オレンジ 329308 KMC-86OR
イエロー 329216 KMC-86YL
グレー 329223 KMC-86GY
ブラック 329230 KMC-86BK

各 ¥1,290
カラー 品番 型番
ピンク 329247 KMC-87PK
グリーン 329339 KMC-87GR
オレンジ 329322 KMC-87OR
イエロー 329254 KMC-87YL
グレー 329261 KMC-87GY
ブラック 329278 KMC-87BK

▪サイズ：約99×直径46mm
▪重量：約34g
▪材質：シリコンゴム

▪サイズ：約124×直径53mm
▪重量：約49g
▪材質：シリコンゴム

▪サイズ：約146×直径53mm
▪重量：約50g
▪材質：シリコンゴム、PP、ナイロン

【シリコンブロアー ポータブル 02】

【シリコンブロアー ソフトショートノズル 02】

【シリコンブロアーブラシ 02】

便利なストラップ
ホール付

便利なストラップ
ホール付

便利なストラップ
ホール付

ブラシ部にも
ストラップホール付

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

機器を傷つけにく
いソフトノズル

機器を傷つけにく
いソフトノズル

ブラシ部は着脱可能

機器を傷つけにく
いソフトノズル

テーブルの上など
に立てやすい幅広
の底部

ブルー レッド ブラック

ブルー レッド ブラック

ピンク グリーン オレンジ

ピンク グリーン オレンジ

ピンク グリーン オレンジ

イエロー グレー ブラック

各 ¥2,400
カラー 品番 型番
ブルー 329087 KMC-84MBL
レッド 329094 KMC-84MRD
ブラック 329100 KMC-84MBK

ブロアー

イエロー グレー ブラック
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使用例

使用例

パッケージ パッケージ パッケージパッケージ

【スーパーマルチクリーナーW30】
¥1,320
品番 型番
329636 KMC-56

▪驚異の洗浄力パワータイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪静電気防止・抗菌効果 ▪クリーナー液30cc
▪マイクロファイバークロス

【スーパーマルチクリーナー30】
¥1,050
品番 型番
329629 KMC-55

▪天然成分100％のナチュラルタイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪静電気防止 ▪クリーナー液30cc
▪マイクロファイバークロス

【スーパーマルチクリーナー15】
¥650
品番 型番
329612 KMC-54

▪天然成分100％のナチュラルタイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪静電気防止 ▪クリーナー液15cc
▪マイクロファイバークロス

【PC マルチクリーナー 30】

¥1,200
品番 型番
329605 KMC-90

▪ 抗菌、静電気除去効果でパソコン、タブレッ
トPCなどに最適

▪天然成分100％のナチュラルタイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪クリーナー液30ml
▪マイクロファイバークロス

【レンズクリーニングティッシュ50】【除菌もできるクリーニングティッシュ100】 【レンズクリーニングティッシュ100】

パッケージ

パッケージ

【液晶クリーニングペーパー】

¥290
品番 型番
330106 KMC-34

▪内容量：20枚入　▪サイズ：90×110mm
▪ 材質：アクリル系超極細繊維不織布

【クリーニングペーパー100】

¥360
品番 型番
329773 KMC-79

▪内容量：100枚綴じ　
▪サイズ：76×117mm
▪材質：パルプ100％

¥700
品番 型番
329759 KMC-77

▪内容量：50枚入り
▪サイズ：約120×160mm
▪成分：アルコール類、水
▪材質：パルプ100%

¥1,300
品番 型番
329797 KMC-91

▪内容量：100枚入り
▪サイズ：約120×160mm
▪成分：アルコール類、水
▪材質：パルプ100%

¥1,300
品番 型番
329766 KMC-78

▪内容量：100枚入り
▪サイズ：約120×160mm
▪成分：アルコール類、水
▪材質：パルプ100%

パッケージ使用例使用例

使用例 パッケージ

【レンズクリーナーキット30】
¥450
品番 型番
329704 KMC-71

▪キット内容：
レンズクリーナー30ml
レンズクリーニングペーパー30枚綴じ（成分：水、アルコール）
▪ペーパーサイズ：60×100mm

クリーニングペーパー

レンズクリーナー

スーパーマルチクリーナー PCマルチクリーナー

※ すべての菌を
除菌できるわけでは
ありません

【DSLRボディブラシ S】

¥450
カラー 品番 型番
ブラック 331684 KMC-49-BK

▪ サイズ：約W70×H140×D27mm
▪重量：約19g　
▪材質：ポリプロピレン、ポリエチレン
※デジタル一眼レフカメラなどの電子機器の
ボディ清掃にご使用ください。レンズには使
用できません。

【DSLRボディブラシ M】
¥550
カラー 品番 型番
ブラック 331745 KMC-50-BK

【シリコンクリーナーブラシ】
¥1,150
カラー 品番 型番
ブラック 329742 KMC-88 ▪  サイズ：約W80×H185×D18mm

▪  重量：約35g
▪ 材質：ABS、ポリプロピレン、ポリエチレン
※デジタル一眼レフカメラなどの電子機器の
ボディ清掃にご使用ください。レンズには使
用できません。

▪サイズ：約L94×φ14mm（突起含まず）
▪重量：約10g
▪材質： ［本体］PP　［クリーナー］シリコン　

［ブラシ］ナイロン

使用例

シリコン部分を逆に付け替える
ことで太めと細めの拭き取り幅
に対応

スライド格納式のブラシ付

パッケージ

ボトル型ケース入

パッケージ

¥2,300
品番 型番
329698 KMC-68

▪セット内容
シリコンブロアー、レンズクリーナー15ml、クリーニン
グブラシ、クリーニングペーパー50枚綴じ、クリーニン
グクロス15×15、先細型綿棒8本

【レンズクリーニングベーシックセット】

¥800
品番 型番
329735 KMC-75

▪ セット内容
ブロアーブラシ、クリーナー液30cc、
クリーニングクロス110×110mm、
レンズクリーニングペーパー50枚

【クリーニングトラベルキット6】
¥4,300
品番 型番
329711 KMC-73

▪キット内容
ブロアー、レンズクリーナー15ml、ペン型クリーナー、レ
ンズクリーニングペーパー30枚、クリーニングクロス、先
細型綿棒
▪カラビナ付ボトル型ケース入

【カメラクリーニング６点セット】

パッケージ

溝に入った汚れを取り除くペン型クリーナー

ボディブラシシリコンクリーナーブラシ

クリーニングセット

【ノンフロンクリーンエースNFN350 2本セット】
¥1,900
品番 型番
329421 KMC-NFN350-2S
▪ノンフロンクリーンエースNF350 2本入
▪成分：DME、CO2　
▪内容量：350ml （228g）×2本
▪可燃性
▪グリーン購入法適合品

逆さにしても
液が出ません。

【ノンフロンクリーンエースNFN350】
¥980
品番 型番
329414 KMC-NFN350
▪成分：DME、CO2
▪内容量：350ml （228g）
▪可燃性
▪グリーン購入法適合品

エアダスター

パッケージパッケージ

5453

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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使用例

使用例

パッケージ パッケージ パッケージパッケージ

【スーパーマルチクリーナーW30】
¥1,320
品番 型番
329636 KMC-56

▪驚異の洗浄力パワータイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪静電気防止・抗菌効果 ▪クリーナー液30cc
▪マイクロファイバークロス

【スーパーマルチクリーナー30】
¥1,050
品番 型番
329629 KMC-55

▪天然成分100％のナチュラルタイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪静電気防止 ▪クリーナー液30cc
▪マイクロファイバークロス

【スーパーマルチクリーナー15】
¥650
品番 型番
329612 KMC-54

▪天然成分100％のナチュラルタイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪静電気防止 ▪クリーナー液15cc
▪マイクロファイバークロス

【PC マルチクリーナー 30】

¥1,200
品番 型番
329605 KMC-90

▪ 抗菌、静電気除去効果でパソコン、タブレッ
トPCなどに最適

▪天然成分100％のナチュラルタイプ
▪アルコール・アンモニア不使用
▪クリーナー液30ml
▪マイクロファイバークロス

【レンズクリーニングティッシュ50】【除菌もできるクリーニングティッシュ100】 【レンズクリーニングティッシュ100】

パッケージ

パッケージ

【液晶クリーニングペーパー】

¥290
品番 型番
330106 KMC-34

▪内容量：20枚入　▪サイズ：90×110mm
▪ 材質：アクリル系超極細繊維不織布

【クリーニングペーパー100】

¥360
品番 型番
329773 KMC-79

▪内容量：100枚綴じ　
▪サイズ：76×117mm
▪材質：パルプ100％

¥700
品番 型番
329759 KMC-77

▪内容量：50枚入り
▪サイズ：約120×160mm
▪成分：アルコール類、水
▪材質：パルプ100%

¥1,300
品番 型番
329797 KMC-91

▪内容量：100枚入り
▪サイズ：約120×160mm
▪成分：アルコール類、水
▪材質：パルプ100%

¥1,300
品番 型番
329766 KMC-78

▪内容量：100枚入り
▪サイズ：約120×160mm
▪成分：アルコール類、水
▪材質：パルプ100%

パッケージ使用例使用例

使用例 パッケージ

【レンズクリーナーキット30】
¥450
品番 型番
329704 KMC-71

▪キット内容：
レンズクリーナー30ml
レンズクリーニングペーパー30枚綴じ（成分：水、アルコール）
▪ペーパーサイズ：60×100mm

クリーニングペーパー

レンズクリーナー

スーパーマルチクリーナー PCマルチクリーナー

※ すべての菌を
除菌できるわけでは
ありません

【DSLRボディブラシ S】

¥450
カラー 品番 型番
ブラック 331684 KMC-49-BK

▪ サイズ：約W70×H140×D27mm
▪重量：約19g　
▪材質：ポリプロピレン、ポリエチレン
※デジタル一眼レフカメラなどの電子機器の
ボディ清掃にご使用ください。レンズには使
用できません。

【DSLRボディブラシ M】
¥550
カラー 品番 型番
ブラック 331745 KMC-50-BK

【シリコンクリーナーブラシ】
¥1,150
カラー 品番 型番
ブラック 329742 KMC-88 ▪  サイズ：約W80×H185×D18mm

▪  重量：約35g
▪ 材質：ABS、ポリプロピレン、ポリエチレン
※デジタル一眼レフカメラなどの電子機器の
ボディ清掃にご使用ください。レンズには使
用できません。

▪サイズ：約L94×φ14mm（突起含まず）
▪重量：約10g
▪材質： ［本体］PP　［クリーナー］シリコン　

［ブラシ］ナイロン

使用例

シリコン部分を逆に付け替える
ことで太めと細めの拭き取り幅
に対応

スライド格納式のブラシ付

パッケージ

ボトル型ケース入

パッケージ

¥2,300
品番 型番
329698 KMC-68

▪セット内容
シリコンブロアー、レンズクリーナー15ml、クリーニン
グブラシ、クリーニングペーパー50枚綴じ、クリーニン
グクロス15×15、先細型綿棒8本

【レンズクリーニングベーシックセット】

¥800
品番 型番
329735 KMC-75

▪ セット内容
ブロアーブラシ、クリーナー液30cc、
クリーニングクロス110×110mm、
レンズクリーニングペーパー50枚

【クリーニングトラベルキット6】
¥4,300
品番 型番
329711 KMC-73

▪キット内容
ブロアー、レンズクリーナー15ml、ペン型クリーナー、レ
ンズクリーニングペーパー30枚、クリーニングクロス、先
細型綿棒
▪カラビナ付ボトル型ケース入

【カメラクリーニング６点セット】

パッケージ

溝に入った汚れを取り除くペン型クリーナー

ボディブラシシリコンクリーナーブラシ

クリーニングセット

【ノンフロンクリーンエースNFN350 2本セット】
¥1,900
品番 型番
329421 KMC-NFN350-2S
▪ノンフロンクリーンエースNF350 2本入
▪成分：DME、CO2　
▪内容量：350ml （228g）×2本
▪可燃性
▪グリーン購入法適合品

逆さにしても
液が出ません。

【ノンフロンクリーンエースNFN350】
¥980
品番 型番
329414 KMC-NFN350
▪成分：DME、CO2
▪内容量：350ml （228g）
▪可燃性
▪グリーン購入法適合品

エアダスター

パッケージパッケージ

5453

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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温湿度計：庫内の温度と湿度が計れます。

本体：キャビネットはスチール製 粉体塗装仕上げ、前面ガラスは
強化ガラスを採用。

除湿ユニット：ダイヤルを回すだけの簡単設定です。稼働時には
ランプが点滅します。

棚：丈夫なスチール製を採用。

電子防湿保管庫 E-ドライボックス

▪除湿方式：乾燥剤除湿方式
▪材質： ［キャビネット］スチール製 粉体塗装［黒］

［扉］強化ガラス、マグネット式ガスケット
▪定格消費電力：20W

¥37,000
品番 型番
403510 KED-40

▪容量：約40ℓ
▪ 外寸法：約W358×H400×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H360×D310mm
▪重量：約8.5kg
▪ 付属品：鍵×2、棚×1、六角レンチ、棚マット×1、

底マット×1、アジャスター足×1（装着済み）

【E-ドライボックス KED-40】

¥46,500
品番 型番
403527 KED-60

▪容量：約60ℓ
▪ 外寸法：約W358×H590×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H550×D310mm
▪重量：約12kg
▪ 付属品：鍵×2、棚×2、六角レンチ、棚マット×2、

底マット×1、アジャスター足×1（装着済み）

【E-ドライボックス KED-60】

¥26,500
品番 型番
403503 KED-25

▪容量：約25ℓ
▪ 外寸法：約W358×H270×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H230×D310mm
▪重量：約5.6kg
▪ 付属品：鍵×2、底マット×1、

アジャスター足×1（装着済み）

【E-ドライボックス KED-25】

¥53,000
品番 型番
403534 KED-100

▪容量：約100ℓ
▪外寸法：約W358×H990×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H970×D310mm
▪重量：約24.5kg
▪ 付属品：鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、

底マット×1、アジャスター足×4

【E-ドライボックス KED-100】

カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。
ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。
防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。

カメラをディスプレイしながら
湿気やホコリから守る電子式防湿保管庫

クロス

【シリコンクロス（ネル製）】

使用例

M ¥200
品番 型番
332025 KA-37

▪サイズ：約220×220mm
▪材質：綿（シリコン加工）

L ¥520
品番 型番
332032 KA-36

▪サイズ：約340×340mm
▪材質：綿（シリコン加工）

9cm 丸型 ¥260
品番 型番
332940 KMC-CS9R

▪サイズ ： 約9cm丸型　▪材質 ： 鹿革

12×12cm ¥600
品番 型番
332957 KMC-CS12

▪サイズ ： 約12×12cm　▪材質 ： 鹿革　

SS（約500㎠）¥1,470
品番 型番
332964 KMC-CSSS

▪サイズ ： 約500㎠　▪材質 ： 鹿革　

MS（約1250㎠）¥3,770
品番 型番
332971 KMC-CSMS

▪サイズ ： 約1250㎠　▪材質 ： 鹿革　

ライトグリーン

【セーム革】

ブルー

使用例

使用例 使用例

パッケージ

▪サイズ：約150×180mm
▪ 材質 ： ［タオル面］／ポリエステル80％、

ナイロン20％　
［クロス面］／ポリエステル100％

¥590
カラー 品番 型番
ブルー 332919 KMC-58BL

【ダブルワイプクロス】

▪サイズ：約210×210mm
▪材質：ポリエステル

▪サイズ：約320×320mm
▪材質：ポリエステル

S　¥1,800
カラー 品番 型番
ライトグリーン 333862 KTR-MCS-G

M　¥2,500
カラー 品番 型番
ライトグリーン 333879 KTR-MCM-G

【メディクロス】

セーム革

天然原皮のため形状は
一定ではありません。 パッケージ使用例

▪清潔で衛生的な制菌加工済み
▪東レ製マイクロファイバー「トレシー」使用
▪ 材質： ポリエステル100％（超極細繊維）
▪ボリュームある厚手タイプ
▪洗ってくり返し使用可

パッケージ

S　各 ¥1,200
カラー 品番 型番
ライトブルー 336283 KTR-NS2S-LB
ライトイエロー 336290 KTR-NS2S-LY
グレー 336306 KTR-NS2S-GY

▪サイズ：約210×210mm　▪材質：ポリエステル

L　各 ¥2,500
カラー 品番 型番
ライトブルー 336221 KTR-NS2L-LB
ライトイエロー 336238 KTR-NS2L-LY
グレー 336245 KTR-NS2L-GY

▪サイズ：約400×400mm　▪材質：ポリエステル

M　各 ¥1,800
カラー 品番 型番
ライトブルー 336252 KTR-NS2M-LB
ライトイエロー 336269 KTR-NS2M-LY
グレー 336276 KTR-NS2M-GY

▪サイズ：約320×320mm　▪材質：ポリエステル

▪東レ製マイクロファイバー「トレシー」使用
▪ 材質： ポリエステル100％（超極細繊維）
▪ボリュームある厚手タイプ
▪洗ってくり返し使用可

ライトブルー ライトイエロー グレー

【トレシーニューソフトⅡ】

パッケージ

セーム革

▪ ソフトなクロス面と強力に拭き取れる
タオル面の 両面マイクロファイバークロス

▪洗ってくり返し使用可

5655

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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温湿度計：庫内の温度と湿度が計れます。

本体：キャビネットはスチール製 粉体塗装仕上げ、前面ガラスは
強化ガラスを採用。

除湿ユニット：ダイヤルを回すだけの簡単設定です。稼働時には
ランプが点滅します。

棚：丈夫なスチール製を採用。

電子防湿保管庫 E-ドライボックス

▪除湿方式：乾燥剤除湿方式
▪材質： ［キャビネット］スチール製 粉体塗装［黒］

［扉］強化ガラス、マグネット式ガスケット
▪定格消費電力：20W

¥37,000
品番 型番
403510 KED-40

▪容量：約40ℓ
▪ 外寸法：約W358×H400×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H360×D310mm
▪重量：約8.5kg
▪ 付属品：鍵×2、棚×1、六角レンチ、棚マット×1、

底マット×1、アジャスター足×1（装着済み）

【E-ドライボックス KED-40】

¥46,500
品番 型番
403527 KED-60

▪容量：約60ℓ
▪ 外寸法：約W358×H590×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H550×D310mm
▪重量：約12kg
▪ 付属品：鍵×2、棚×2、六角レンチ、棚マット×2、

底マット×1、アジャスター足×1（装着済み）

【E-ドライボックス KED-60】

¥26,500
品番 型番
403503 KED-25

▪容量：約25ℓ
▪ 外寸法：約W358×H270×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H230×D310mm
▪重量：約5.6kg
▪ 付属品：鍵×2、底マット×1、

アジャスター足×1（装着済み）

【E-ドライボックス KED-25】

¥53,000
品番 型番
403534 KED-100

▪容量：約100ℓ
▪外寸法：約W358×H990×D315mm（突起部を除く）
▪内寸法：約W356×H970×D310mm
▪重量：約24.5kg
▪ 付属品：鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、

底マット×1、アジャスター足×4

【E-ドライボックス KED-100】

カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。
ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。
防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。

カメラをディスプレイしながら
湿気やホコリから守る電子式防湿保管庫

クロス

【シリコンクロス（ネル製）】

使用例

M ¥200
品番 型番
332025 KA-37

▪サイズ：約220×220mm
▪材質：綿（シリコン加工）

L ¥520
品番 型番
332032 KA-36

▪サイズ：約340×340mm
▪材質：綿（シリコン加工）

9cm 丸型 ¥260
品番 型番
332940 KMC-CS9R

▪サイズ ： 約9cm丸型　▪材質 ： 鹿革

12×12cm ¥600
品番 型番
332957 KMC-CS12

▪サイズ ： 約12×12cm　▪材質 ： 鹿革　

SS（約500㎠）¥1,470
品番 型番
332964 KMC-CSSS

▪サイズ ： 約500㎠　▪材質 ： 鹿革　

MS（約1250㎠）¥3,770
品番 型番
332971 KMC-CSMS

▪サイズ ： 約1250㎠　▪材質 ： 鹿革　

ライトグリーン

【セーム革】

ブルー

使用例

使用例 使用例

パッケージ

▪サイズ：約150×180mm
▪ 材質 ： ［タオル面］／ポリエステル80％、

ナイロン20％　
［クロス面］／ポリエステル100％

¥590
カラー 品番 型番
ブルー 332919 KMC-58BL

【ダブルワイプクロス】

▪サイズ：約210×210mm
▪材質：ポリエステル

▪サイズ：約320×320mm
▪材質：ポリエステル

S　¥1,800
カラー 品番 型番
ライトグリーン 333862 KTR-MCS-G

M　¥2,500
カラー 品番 型番
ライトグリーン 333879 KTR-MCM-G

【メディクロス】

セーム革

天然原皮のため形状は
一定ではありません。 パッケージ使用例

▪清潔で衛生的な制菌加工済み
▪東レ製マイクロファイバー「トレシー」使用
▪ 材質： ポリエステル100％（超極細繊維）
▪ボリュームある厚手タイプ
▪洗ってくり返し使用可

パッケージ

S　各 ¥1,200
カラー 品番 型番
ライトブルー 336283 KTR-NS2S-LB
ライトイエロー 336290 KTR-NS2S-LY
グレー 336306 KTR-NS2S-GY

▪サイズ：約210×210mm　▪材質：ポリエステル

L　各 ¥2,500
カラー 品番 型番
ライトブルー 336221 KTR-NS2L-LB
ライトイエロー 336238 KTR-NS2L-LY
グレー 336245 KTR-NS2L-GY

▪サイズ：約400×400mm　▪材質：ポリエステル

M　各 ¥1,800
カラー 品番 型番
ライトブルー 336252 KTR-NS2M-LB
ライトイエロー 336269 KTR-NS2M-LY
グレー 336276 KTR-NS2M-GY

▪サイズ：約320×320mm　▪材質：ポリエステル

▪東レ製マイクロファイバー「トレシー」使用
▪ 材質： ポリエステル100％（超極細繊維）
▪ボリュームある厚手タイプ
▪洗ってくり返し使用可

ライトブルー ライトイエロー グレー

【トレシーニューソフトⅡ】

パッケージ

セーム革

▪ ソフトなクロス面と強力に拭き取れる
タオル面の 両面マイクロファイバークロス

▪洗ってくり返し使用可

5655
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温湿度計
【デジタル温湿度計 C-81】 【温湿度計 C-82】 【湿度計 C-83】

▪測定範囲：温度 -9.9℃～50.0℃　湿度 20～95％
▪温度計精度： ±1.0℃（-9.9～40℃）

±1.5℃（40.1～50.0℃）
▪湿度計精度： ±5%（35～85%）

±10%（20～34%、86～95%）
▪電源・電池寿命：単4乾電池×1・約1年（アルカリ乾電池）
▪外寸法：約W74×H56×D15mm（アーム型吸盤除く）

約W74×H80×D27mm（アーム型吸盤含む）
▪重量：約50g　▪材質：ABS樹脂
▪付属品：単4乾電池×1（作動確認用）

¥2,700
品番 型番
332483 KMC-81

▪外寸法： 約φ67mm×D25mm（アーム取外し時）
約W67mm×H93mm×D27mm（アーム装着時）

▪湿度計精度：±5％以内（35～85％ 範囲内）
▪温度計精度：±2℃以内（-10～45℃範囲内）
▪ 重量：

約22g（アーム取外し時）
約25g（アーム装着時）

▪ 材質：
（本体）スチロール樹脂
（アーム）ABS樹脂

¥2,200
品番 型番
333176 KMC-82

▪外寸法： 約φ67mm×D25mm（アーム取外し時）
約W67mm×H93mm×D27mm（アーム装着時）

▪湿度計精度：±5％以内（35～85％ 範囲内）
▪ 重量：

約21g（アーム取外し時）
約24g（アーム装着時）

▪ 材質：
（本体）スチロール樹脂
（アーム）ABS樹脂

¥1,800
品番 型番
333183 KMC-83

背面
背面 背面

防湿剤
【キングドライ 3パック】
¥1,140
品番 型番
330151 KMC-33S

▪ 内容量：1袋30g×4袋入×
3個パック：計12袋入　

▪ 使用量のめやす：約22Lのス
ペースに1袋

▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

【キングドライ】
¥380
品番 型番
330137 KMC-33

▪ 内容量：1袋30g×4袋入
（120g）　

▪ 使用量のめやす：約22Lのス
ペースに1袋

▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

やぶれにくいナイロン袋の防湿剤 やぶれにくいナイロン袋の防湿剤

パッケージ パッケージ

,700

透明ボックスの外から
確認できる吸盤付

透明ボックス
の外から確認
できる吸盤付

透明ボックス
の外から確認
できる吸盤付

やぶれにくいナイロン袋の防湿剤

【キングドライ 15×3】
¥230
品番 型番
330588 KMC-33-S3

やぶれにくいナイロン袋の防湿剤

【キングドライ 15×2】
¥190
品番 型番
330571 KMC-33-S2

【キングドライ カップ】
¥380
品番 型番
330908 KMC-69

▪内容量：1個25g×2個入
▪主成分：酸化カルシウム（CaO）
▪使用量のめやす：カップ1個で9.5Lの容器まで
▪有効期限：約4カ月

▪内容量：1袋15g×3袋入　
▪ 使用量のめやす：約11Lのスペースに1袋
▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

▪内容量：1袋15g×2袋入　
▪ 使用量のめやす：約11Lのスペースに1袋
▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

ドライボックス
ボックスの表面で菌が増殖するのを銀イオン（AG+）で抑制する抗菌加工仕様。
カメラやレンズなどの精密機器はもちろん、アウトドアで使用するキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利なドライボックスです。

カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CD やメモリーカードなど湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス NEO。そのまま保管庫としてもご利用いただけます。フタにはパッキンと乾燥剤が付いて
いるので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。

5.5ℓ使用例

5.5ℓ使用例

クリア

スモーク

9.5ℓ使用例

9.5ℓ使用例

クリア クリア

15ℓ使用例

15ℓ使用例

▪材質：［本体］ポリプロピレン・ABS樹脂／［パッキン］シリコーンゴム／［乾燥剤ケース］ポリプロピレン

▪材質：［本体］ポリプロピレン・ABS樹脂／［パッキン］シリコーンゴム／［乾燥剤ケース］ポリプロピレン

▪15L用　キングドライ 15×3ドライボックス用乾燥剤 ▪5.5L/9.5L用　キングドライ 15×2 ¥190
品番：330571

¥230
品番：330588別売

【ドライボックスNEO 5.5L】

【ドライボックスAG+ 5.5L】

各 ¥2,250
カラー 品番 型番
クリア 330625 KMC-36
スモーク 330656 KMC-39

▪容量：5.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H135×D220mm
▪内寸法：約W250×H105×D175mm
▪重量：約690g

¥2,600
品番 型番
333886 KMC-89AG55WG

▪容量：5.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H135×D220mm
▪内寸法：約W250×H105×D175mm
▪重量：約690g

¥3,300
品番 型番
333893 KMC-89AG95WG

▪容量：9.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H230×D220mm
▪内寸法：約W250×H200×D175mm
▪重量：約850g

¥4,800
品番 型番
333909 KMC-89AG15WG

▪容量：15L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×3入）
▪外寸法：約W470×H235×D240mm
▪内寸法：約W390×H195×D175mm
▪重量：約1,245g

【ドライボックスNEO 9.5L】

【ドライボックスAG+ 9.5L】

各 ¥2,710
カラー 品番 型番
クリア 330632 KMC-37
スモーク 330663 KMC-40

▪容量：9.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H230×D220mm
▪内寸法：約W250×H200×D175mm
▪重量：約850g

【ドライボックスNEO 15L】

【ドライボックスAG+ 15L】

各 ¥4,070
カラー 品番 型番
クリア 330649 KMC-38
スモーク 330670 KMC-41

▪容量：15L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×3入）
▪外寸法：約W470×H235×D240mm
▪内寸法：約W390×H195×D175mm
▪重量：約1,245g

キャスター付スモーク スモーク

ウォームグレー
ウォームグレー ウォームグレー

BOX の表面で
菌が増殖するのを
抑制する

銀イオンで抗菌

キャスター付

姉妹品との上手な使い方
『キングドライカップ』は吸湿力が高いので、長期間保管の場合は必要以上に湿
度が低下することがあります。これを防ぐため従来品『キングドライ』に入れ替
えていただくと安定した湿度に保てます。別売の防カビ剤『レンズフレンズ』を
併用すれば完璧なカビ対策ができます。

適正な容量の密閉容器の場合、
従来品『キングドライ』が庫内湿
度を40％まで下げるのに1週間
以上かかるのに比べておよそ2
～3日で下げる急速タイプ。

パッケージ

カップサイズ：
直径74×厚み24mm

パッケージ パッケージ
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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温湿度計
【デジタル温湿度計 C-81】 【温湿度計 C-82】 【湿度計 C-83】

▪測定範囲：温度 -9.9℃～50.0℃　湿度 20～95％
▪温度計精度： ±1.0℃（-9.9～40℃）

±1.5℃（40.1～50.0℃）
▪湿度計精度： ±5%（35～85%）

±10%（20～34%、86～95%）
▪電源・電池寿命：単4乾電池×1・約1年（アルカリ乾電池）
▪外寸法：約W74×H56×D15mm（アーム型吸盤除く）

約W74×H80×D27mm（アーム型吸盤含む）
▪重量：約50g　▪材質：ABS樹脂
▪付属品：単4乾電池×1（作動確認用）

¥2,700
品番 型番
332483 KMC-81

▪外寸法： 約φ67mm×D25mm（アーム取外し時）
約W67mm×H93mm×D27mm（アーム装着時）

▪湿度計精度：±5％以内（35～85％ 範囲内）
▪温度計精度：±2℃以内（-10～45℃範囲内）
▪ 重量：

約22g（アーム取外し時）
約25g（アーム装着時）

▪ 材質：
（本体）スチロール樹脂
（アーム）ABS樹脂

¥2,200
品番 型番
333176 KMC-82

▪外寸法： 約φ67mm×D25mm（アーム取外し時）
約W67mm×H93mm×D27mm（アーム装着時）

▪湿度計精度：±5％以内（35～85％ 範囲内）
▪ 重量：

約21g（アーム取外し時）
約24g（アーム装着時）

▪ 材質：
（本体）スチロール樹脂
（アーム）ABS樹脂

¥1,800
品番 型番
333183 KMC-83

背面
背面 背面

防湿剤
【キングドライ 3パック】
¥1,140
品番 型番
330151 KMC-33S

▪ 内容量：1袋30g×4袋入×
3個パック：計12袋入　

▪ 使用量のめやす：約22Lのス
ペースに1袋

▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

【キングドライ】
¥380
品番 型番
330137 KMC-33

▪ 内容量：1袋30g×4袋入
（120g）　

▪ 使用量のめやす：約22Lのス
ペースに1袋

▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

やぶれにくいナイロン袋の防湿剤 やぶれにくいナイロン袋の防湿剤

パッケージ パッケージ

,700

透明ボックスの外から
確認できる吸盤付

透明ボックス
の外から確認
できる吸盤付

透明ボックス
の外から確認
できる吸盤付

やぶれにくいナイロン袋の防湿剤

【キングドライ 15×3】
¥230
品番 型番
330588 KMC-33-S3

やぶれにくいナイロン袋の防湿剤

【キングドライ 15×2】
¥190
品番 型番
330571 KMC-33-S2

【キングドライ カップ】
¥380
品番 型番
330908 KMC-69

▪内容量：1個25g×2個入
▪主成分：酸化カルシウム（CaO）
▪使用量のめやす：カップ1個で9.5Lの容器まで
▪有効期限：約4カ月

▪内容量：1袋15g×3袋入　
▪ 使用量のめやす：約11Lのスペースに1袋
▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

▪内容量：1袋15g×2袋入　
▪ 使用量のめやす：約11Lのスペースに1袋
▪成分：酸化カルシウム　
▪有効期限：約11カ月

ドライボックス
ボックスの表面で菌が増殖するのを銀イオン（AG+）で抑制する抗菌加工仕様。
カメラやレンズなどの精密機器はもちろん、アウトドアで使用するキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利なドライボックスです。

カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CD やメモリーカードなど湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス NEO。そのまま保管庫としてもご利用いただけます。フタにはパッキンと乾燥剤が付いて
いるので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。

5.5ℓ使用例

5.5ℓ使用例

クリア

スモーク

9.5ℓ使用例

9.5ℓ使用例

クリア クリア

15ℓ使用例

15ℓ使用例

▪材質：［本体］ポリプロピレン・ABS樹脂／［パッキン］シリコーンゴム／［乾燥剤ケース］ポリプロピレン

▪材質：［本体］ポリプロピレン・ABS樹脂／［パッキン］シリコーンゴム／［乾燥剤ケース］ポリプロピレン

▪15L用　キングドライ 15×3ドライボックス用乾燥剤 ▪5.5L/9.5L用　キングドライ 15×2 ¥190
品番：330571

¥230
品番：330588別売

【ドライボックスNEO 5.5L】

【ドライボックスAG+ 5.5L】

各 ¥2,250
カラー 品番 型番
クリア 330625 KMC-36
スモーク 330656 KMC-39

▪容量：5.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H135×D220mm
▪内寸法：約W250×H105×D175mm
▪重量：約690g

¥2,600
品番 型番
333886 KMC-89AG55WG

▪容量：5.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H135×D220mm
▪内寸法：約W250×H105×D175mm
▪重量：約690g

¥3,300
品番 型番
333893 KMC-89AG95WG

▪容量：9.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H230×D220mm
▪内寸法：約W250×H200×D175mm
▪重量：約850g

¥4,800
品番 型番
333909 KMC-89AG15WG

▪容量：15L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×3入）
▪外寸法：約W470×H235×D240mm
▪内寸法：約W390×H195×D175mm
▪重量：約1,245g

【ドライボックスNEO 9.5L】

【ドライボックスAG+ 9.5L】

各 ¥2,710
カラー 品番 型番
クリア 330632 KMC-37
スモーク 330663 KMC-40

▪容量：9.5L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×2入）
▪外寸法：約W330×H230×D220mm
▪内寸法：約W250×H200×D175mm
▪重量：約850g

【ドライボックスNEO 15L】

【ドライボックスAG+ 15L】

各 ¥4,070
カラー 品番 型番
クリア 330649 KMC-38
スモーク 330670 KMC-41

▪容量：15L
▪乾燥剤入（キングドライ15g×3入）
▪外寸法：約W470×H235×D240mm
▪内寸法：約W390×H195×D175mm
▪重量：約1,245g

キャスター付スモーク スモーク

ウォームグレー
ウォームグレー ウォームグレー

BOX の表面で
菌が増殖するのを
抑制する

銀イオンで抗菌

キャスター付

姉妹品との上手な使い方
『キングドライカップ』は吸湿力が高いので、長期間保管の場合は必要以上に湿
度が低下することがあります。これを防ぐため従来品『キングドライ』に入れ替
えていただくと安定した湿度に保てます。別売の防カビ剤『レンズフレンズ』を
併用すれば完璧なカビ対策ができます。

適正な容量の密閉容器の場合、
従来品『キングドライ』が庫内湿
度を40％まで下げるのに1週間
以上かかるのに比べておよそ2
～3日で下げる急速タイプ。

パッケージ

カップサイズ：
直径74×厚み24mm

パッケージ パッケージ
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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アルミ額縁 レーザー
名入れ
対 応

左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

シルバー

【ペオリア】

スタンド付
（A４のみ）

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
シルバー ブラック

A4 ¥1,400 507713 507751 232×319×11 196×283
A3 ¥1,880 507720 507768 319×442×11 283×406
A3ノビ ¥2,440 507775 507782 352×505×11 316×469

▪フレーム：アルミ製　
▪前面板：PET板　
▪ 吊りヒモ：あり　
▪ スタンド：A4のみあり
▪ PP袋入

【AG-02】
※前面板のみ

レーザー
名入れ
対 応

レーザー
名入れ
対 応

▪フレーム：アルミ製
▪前面板：ガラス板（半切、全紙、A3、A3ノビはアクリル板）　▪吊りヒモ：あり　
▪スタンド：2L、6切、A4のみあり　▪紙製上下箱入（A3、A3ノビ、半切、全紙はダンボール巻き箱入）

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズシルバー ブラック ブラック

（ホワイトマット）

A4 ￥4,130 491326 491449 491388 304×393×22 300×389×2 190×277
A3 ￥6,400 491333 491456 491395 408×521×22 404×517×2 282×405
A3ノビ ￥6,950 491340 491463 491401 446×599×22 442×595×2 309×463
ワイド4切 ￥4,870 491357 491470 491418 350×465×22 346×461×2 239×350
半切 ￥7,120 491364 491487 491425 462×540×22 458×536×2 316×392
全紙 ￥9,200 491371 491494 491432 546×675×22 542×671×2 410×520

【HFA-03】

▪フレーム：アルミ製
▪前面板：アクリル板（A4、ワイド4切はガラス板）
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：なし
▪ダンボール巻き箱入

ワイドマット

シルバー

ブラック（ホワイトマット）

シルバー

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズシルバー ブラック

2L ￥1,920 489019 489118 200×250×10.5 176×226×1 120×170
6切 ￥2,440 489026 489125 272×323×10.5 248×299×1 188×239
ワイド６切 ￥2,570 489033 489132 282×384×10.5 258×360×1 188×290
４切 ￥3,090 489040 489149 343×394×10.5 319×370×1 239×290
ワイド４切 ￥3,220 489057 489156 343×454×10.5 319×430×1 239×350
半切 ￥7,380 489064 489163 436×514×10.5 412×490×1 322×400
全紙 ￥9,330 489071 489170 539×644×10.5 515×620×1 415×520
A4 ￥3,090 489088 489187 300×388×10.5 276×364×1 200×288
A3 ￥5,820 489095 489194 387×510×10.5 363×486×1 277×400
A3ノビ ￥8,160 489101 489200 423×577×10.5 399×553×1 309×463

ブラック

スタンド付
（2L、6切、A4のみ）

シルバー

【ZEROフレームG-01】

ブラウン ブラック

ナチュラル

▪フレーム：プラスチック製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：なし
▪コーナー補助金具（4入）
▪ダンボール巻箱入

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン シルバー ブラック

A4 ￥3,090 487251 487282 487312 487343 315×402×23 304×391×2 190×277
A3 ￥4,520 487268 487299 487329 487350 427×550×23 416×539×2 277×400
A3ノビ ￥5,100 487275 487305 487336 487367 473×626×23 463×617×2 309×463

ワイドマット

樹脂フレーム

パッケージ

レンズやガラスを好む乾燥性カビ類には、防湿剤だけでなく防カビ剤の併用が効果的です。

【ジャンボカビストッパー】
¥650
品番 型番
330052 P-825

▪防カビ･防湿（脱臭剤入）1袋50g×4入（200g）
▪使用量のめやす：約40Lのスペースに1個
▪成分：酸化カルシウム、活性炭
▪ 有効期限：約8カ月

【カビストッパー】
¥400
品番 型番
330045 P-82

▪防カビ･防湿（脱臭剤入）1袋25g×4入（100g）
▪使用量のめやす：約20Lのスペースに1個
▪成分：酸化カルシウム、活性炭
▪ 有効期限：約8カ月

【湿度調整シート 調湿くん】
¥830
品番 型番
330083 KMC-03

▪サイズ：約26×30㎝
▪内容量：1枚入り（約45g）
▪使用量のめやす：約50Lのスペースに1枚
▪成分：シリカゲル
▪再生サイン付：天日に干して再生可能

【レンズ専用防カビ剤 レンズフレンズ】
¥800
品番 型番
330892 KMC-62

▪内容量：1個5g×2個入　
▪ 主成分：シメン系および 

カルバミン酸系化合物
▪標準使用量：容積20Lのスペースに1個　
▪有効期間：開封後約1年

【レンズ専用防カビ剤 レンズがカビない君】
¥1,200
品番 型番
330458 KMC-23

▪内容量：1個5g×4個入　
▪ 主成分：シメン系および 

カルバミン酸系化合物　
▪標準使用量：容積20Lのスペースに1個　
▪有効期間：開封後約1年

【湿度調整剤 エースドライ100】
¥1,100
品番 型番
330922 KMC-70A100

▪内容量：1袋100g×2個入
▪標準使用量：約40Lのスペースに1袋
▪成分：シリカゲル100％
▪再生サイン付：天日に干して再生可能

【湿度調整剤 エースドライ50】
¥840
品番 型番
330915 KMC-70A50

▪内容量：1袋50g×2個入
▪標準使用量：約20Lのスペースに1袋
▪成分：シリカゲル100％
▪再生サイン付：天日に干して再生可能

パッケージ パッケージ

パッケージ パッケージ

パッケージ パッケージ

ブラック

ブラック

防カビ剤

6059

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Dry Cabinets & Supplies  保管／防湿・防カビアイテム Framing  額縁



アルミ額縁 レーザー
名入れ
対 応

左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

シルバー

【ペオリア】

スタンド付
（A４のみ）

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
シルバー ブラック

A4 ¥1,400 507713 507751 232×319×11 196×283
A3 ¥1,880 507720 507768 319×442×11 283×406
A3ノビ ¥2,440 507775 507782 352×505×11 316×469

▪フレーム：アルミ製　
▪前面板：PET板　
▪ 吊りヒモ：あり　
▪ スタンド：A4のみあり
▪ PP袋入

【AG-02】
※前面板のみ

レーザー
名入れ
対 応

レーザー
名入れ
対 応

▪フレーム：アルミ製
▪前面板：ガラス板（半切、全紙、A3、A3ノビはアクリル板）　▪吊りヒモ：あり　
▪スタンド：2L、6切、A4のみあり　▪紙製上下箱入（A3、A3ノビ、半切、全紙はダンボール巻き箱入）

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズシルバー ブラック ブラック

（ホワイトマット）

A4 ￥4,130 491326 491449 491388 304×393×22 300×389×2 190×277
A3 ￥6,400 491333 491456 491395 408×521×22 404×517×2 282×405
A3ノビ ￥6,950 491340 491463 491401 446×599×22 442×595×2 309×463
ワイド4切 ￥4,870 491357 491470 491418 350×465×22 346×461×2 239×350
半切 ￥7,120 491364 491487 491425 462×540×22 458×536×2 316×392
全紙 ￥9,200 491371 491494 491432 546×675×22 542×671×2 410×520

【HFA-03】

▪フレーム：アルミ製
▪前面板：アクリル板（A4、ワイド4切はガラス板）
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：なし
▪ダンボール巻き箱入

ワイドマット

シルバー

ブラック（ホワイトマット）

シルバー

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズシルバー ブラック

2L ￥1,920 489019 489118 200×250×10.5 176×226×1 120×170
6切 ￥2,440 489026 489125 272×323×10.5 248×299×1 188×239
ワイド６切 ￥2,570 489033 489132 282×384×10.5 258×360×1 188×290
４切 ￥3,090 489040 489149 343×394×10.5 319×370×1 239×290
ワイド４切 ￥3,220 489057 489156 343×454×10.5 319×430×1 239×350
半切 ￥7,380 489064 489163 436×514×10.5 412×490×1 322×400
全紙 ￥9,330 489071 489170 539×644×10.5 515×620×1 415×520
A4 ￥3,090 489088 489187 300×388×10.5 276×364×1 200×288
A3 ￥5,820 489095 489194 387×510×10.5 363×486×1 277×400
A3ノビ ￥8,160 489101 489200 423×577×10.5 399×553×1 309×463

ブラック

スタンド付
（2L、6切、A4のみ）

シルバー

【ZEROフレームG-01】

ブラウン ブラック

ナチュラル

▪フレーム：プラスチック製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：なし
▪コーナー補助金具（4入）
▪ダンボール巻箱入

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン シルバー ブラック

A4 ￥3,090 487251 487282 487312 487343 315×402×23 304×391×2 190×277
A3 ￥4,520 487268 487299 487329 487350 427×550×23 416×539×2 277×400
A3ノビ ￥5,100 487275 487305 487336 487367 473×626×23 463×617×2 309×463

ワイドマット

樹脂フレーム

パッケージ

レンズやガラスを好む乾燥性カビ類には、防湿剤だけでなく防カビ剤の併用が効果的です。

【ジャンボカビストッパー】
¥650
品番 型番
330052 P-825

▪防カビ･防湿（脱臭剤入）1袋50g×4入（200g）
▪使用量のめやす：約40Lのスペースに1個
▪成分：酸化カルシウム、活性炭
▪ 有効期限：約8カ月

【カビストッパー】
¥400
品番 型番
330045 P-82

▪防カビ･防湿（脱臭剤入）1袋25g×4入（100g）
▪使用量のめやす：約20Lのスペースに1個
▪成分：酸化カルシウム、活性炭
▪ 有効期限：約8カ月

【湿度調整シート 調湿くん】
¥830
品番 型番
330083 KMC-03

▪サイズ：約26×30㎝
▪内容量：1枚入り（約45g）
▪使用量のめやす：約50Lのスペースに1枚
▪成分：シリカゲル
▪再生サイン付：天日に干して再生可能

【レンズ専用防カビ剤 レンズフレンズ】
¥800
品番 型番
330892 KMC-62

▪内容量：1個5g×2個入　
▪ 主成分：シメン系および 

カルバミン酸系化合物
▪標準使用量：容積20Lのスペースに1個　
▪有効期間：開封後約1年

【レンズ専用防カビ剤 レンズがカビない君】
¥1,200
品番 型番
330458 KMC-23

▪内容量：1個5g×4個入　
▪ 主成分：シメン系および 

カルバミン酸系化合物　
▪標準使用量：容積20Lのスペースに1個　
▪有効期間：開封後約1年

【湿度調整剤 エースドライ100】
¥1,100
品番 型番
330922 KMC-70A100

▪内容量：1袋100g×2個入
▪標準使用量：約40Lのスペースに1袋
▪成分：シリカゲル100％
▪再生サイン付：天日に干して再生可能

【湿度調整剤 エースドライ50】
¥840
品番 型番
330915 KMC-70A50

▪内容量：1袋50g×2個入
▪標準使用量：約20Lのスペースに1袋
▪成分：シリカゲル100％
▪再生サイン付：天日に干して再生可能

パッケージ パッケージ

パッケージ パッケージ

パッケージ パッケージ

ブラック

ブラック

防カビ剤

6059

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Dry Cabinets & Supplies  保管／防湿・防カビアイテム Framing  額縁



※右写真の製品は太子判で、市販の専用リボンをかけたときに写真が見えるよう中ワクの上部が幅広となっております。
スタンド付（L判、ハガキ、 カビ
ネのみ）

マットを色紙がわりに
寄せ書きとしてプレゼント

壁掛けでも卓上でも使える2WAYタイプ

壁掛けでも卓上でも使える2WAYタイプ

マットを外して色紙を
入れて色紙額に

スタンド付

L判の写真立てとして

ハンカチの柄を
引き立てるフレーム

小さいハンカチも
折りたたんで額装可能

LPレコードジャケットサイズ

【肖像額縁 入山】 たいせつな肖像写真を飾る専用額縁。

【SG-02】

【TRG-01】

【HG-01】

単位：mm

サイズ 価格 品番 額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズ

L判 ¥1,140 504262 112×150×13 89×127 66×100
ハガキ ¥1,210 504088 128×171×13.5 106×149 67×102
カビネ ¥1,270 504095 141×186×13.5 119×164 73×113
太子判（無反射） ¥3,220 504118 338×428×15 288×378 226×287

▪フレーム：木製　
▪前面板：ガラス板　
▪吊りヒモ：太子判のみあり
▪ スタンド：L判、ハガキ、

カビネのみあり　
▪紙製上下箱入

ハンカチ額

Tシャツ・レコード額

肖像額縁

太子判

寄せ書きをして記念写真を入れたり、マットをはずして色紙を入れたり、幅広のL判用額として使用したりと幅広い用途にお使いいただけます。

記念のTシャツやお気に入りのLPレコードジャケットでお部屋をオシャレに演出。

25cm角のハンカチを額装するのにちょうど良いサイズ。小さめのハンカチも飾れます。

【FW-04】
単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン ブラック

2L ¥950 496550 496635 496710 199×250×12 165×217×1 115×166
6切 ¥1,210 496567 496642 496727 272×322×12 238×288×1 181×231
ワイド6切 ¥1,360 496574 496659 496734 272×375×12 238×341×1 181×283
4切 ¥1,620 496581 496666 496741 349×399×12 315×365×1 238×288
ワイド4切 ¥1,730 496598 496673 496758 349×454×12 315×420×1 238×350
A4 ¥1,390 496604 496680 496765 279×366×12 245×332×1 190×277
A3 ¥2,790 496611 496697 496772 381×504×12 347×470×1 277×400
A3ノビ ¥3,050 496628 496703 496789 419×573×12 385×539×1 309×463

▪フレーム： 木製
▪前面板：ガラス板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：2L のみあり
▪紙製上下箱入（A3、A3ノビはダンボール巻き箱入）

レーザー
名入れ
対 応

ブラウン

ナチュラル

【MM-01】 レーザー
名入れ
対 応

ナチュラル

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

2L ¥1,380 490787 490862 490947 491029 187×238×14 165×216×1 115×166
6切 ¥1,840 490794 490879 490954 491036 260×310×14 238×288×1 181×231
ワイド6切 ¥2,010 490800 490886 490961 491043 260×363×14 238×341×1 181×283
4切 ¥2,310 490817 490893 490978 491050 337×387×14 315×365×1 238×288
ワイド4切 ¥2,640 490824 490909 490985 491067 337×442×14 315×420×1 238×350
A4 ¥2,170 490831 490916 490992 491074 267×354×14 245×332×1 190×277
A4アクリル ¥2,400 491289 491296 491302 491319 267×354×14 245×332×1 190×277
A3 ¥4,090 490848 490923 491005 491081 369×492×14 347×470×1 277×400
A3ノビ ¥5,360 490855 490930 491012 491098 407×561×14 385×539×1 309×463

▪フレーム：木製
▪前面板：ガラス板（A4アクリル、A3、A3ノビはアクリル板）
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：2L、6切、A4のみあり
▪紙製上下箱入

A4
スタンド
使用例

ブラウン

ブラウン

ナチュラル

【ピクスリア】 レーザー
名入れ
対 応

ブラック

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラック

A4 ¥1,380 509526 509571 232×319×11 200×287
A3 ¥1,750 509533 509588 319×442×11 287×410
A3ノビ ¥2,050 509540 509595 352×505×11 320×473

▪フレーム：木製　
▪前面板：PET板　
▪ 吊りヒモ：あり
▪ スタンド：A4のみあり
▪PP袋入

スタンド付（A４のみ）

木製額縁 左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

レーザー
名入れ
対 応

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズ

画面サイズ
（マット不使用時）ナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

L／色紙 ¥1,700 508260 508277 508284 508291 280×310×18 270×240×1.2 78×118 230×260

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

LPレコードジャケット ¥2,600 510119 510126 510133 510140 340×340×20 310×310

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

25cm角ハンカチ ¥1,700 510157 510164 510171 510188 280×280×9.5 240×240

▪フレーム：木製　▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり　▪スタンド：あり
▪紙製箱入

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪紙製箱入

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪紙製箱入

色紙額 左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

レーザー
名入れ
対 応

【エコフレーム MD-02】
単位：mm

カラー 価格 品番 型番 額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズ

A4 ブラウン
¥1,300

488128 FMD02-BRA4
276×363×30 261×348×1 190×277A4 ホワイト 488135 FMD02-WTA4

A4 ブラック 488142 FMD02-BKA4

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板　
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：なし
▪パッケージ：紙製上下箱

スタンド付
（2Lのみ）

ブラック

ナチュラル

ナチュラル

ナチュラル

ブラック

ブラック

ブラック

ブラウン

ブラウン

ブラウン

ホワイト

ホワイト

ホワイト

6261

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Framing  額縁 Framing  額縁



※右写真の製品は太子判で、市販の専用リボンをかけたときに写真が見えるよう中ワクの上部が幅広となっております。
スタンド付（L判、ハガキ、 カビ
ネのみ）

マットを色紙がわりに
寄せ書きとしてプレゼント

壁掛けでも卓上でも使える2WAYタイプ

壁掛けでも卓上でも使える2WAYタイプ

マットを外して色紙を
入れて色紙額に

スタンド付

L判の写真立てとして

ハンカチの柄を
引き立てるフレーム

小さいハンカチも
折りたたんで額装可能

LPレコードジャケットサイズ

【肖像額縁 入山】 たいせつな肖像写真を飾る専用額縁。

【SG-02】

【TRG-01】

【HG-01】

単位：mm

サイズ 価格 品番 額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズ

L判 ¥1,140 504262 112×150×13 89×127 66×100
ハガキ ¥1,210 504088 128×171×13.5 106×149 67×102
カビネ ¥1,270 504095 141×186×13.5 119×164 73×113
太子判（無反射） ¥3,220 504118 338×428×15 288×378 226×287

▪フレーム：木製　
▪前面板：ガラス板　
▪吊りヒモ：太子判のみあり
▪ スタンド：L判、ハガキ、

カビネのみあり　
▪紙製上下箱入

ハンカチ額

Tシャツ・レコード額

肖像額縁

太子判

寄せ書きをして記念写真を入れたり、マットをはずして色紙を入れたり、幅広のL判用額として使用したりと幅広い用途にお使いいただけます。

記念のTシャツやお気に入りのLPレコードジャケットでお部屋をオシャレに演出。

25cm角のハンカチを額装するのにちょうど良いサイズ。小さめのハンカチも飾れます。

【FW-04】
単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン ブラック

2L ¥950 496550 496635 496710 199×250×12 165×217×1 115×166
6切 ¥1,210 496567 496642 496727 272×322×12 238×288×1 181×231
ワイド6切 ¥1,360 496574 496659 496734 272×375×12 238×341×1 181×283
4切 ¥1,620 496581 496666 496741 349×399×12 315×365×1 238×288
ワイド4切 ¥1,730 496598 496673 496758 349×454×12 315×420×1 238×350
A4 ¥1,390 496604 496680 496765 279×366×12 245×332×1 190×277
A3 ¥2,790 496611 496697 496772 381×504×12 347×470×1 277×400
A3ノビ ¥3,050 496628 496703 496789 419×573×12 385×539×1 309×463

▪フレーム： 木製
▪前面板：ガラス板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：2L のみあり
▪紙製上下箱入（A3、A3ノビはダンボール巻き箱入）

レーザー
名入れ
対 応

ブラウン

ナチュラル

【MM-01】 レーザー
名入れ
対 応

ナチュラル

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

2L ¥1,380 490787 490862 490947 491029 187×238×14 165×216×1 115×166
6切 ¥1,840 490794 490879 490954 491036 260×310×14 238×288×1 181×231
ワイド6切 ¥2,010 490800 490886 490961 491043 260×363×14 238×341×1 181×283
4切 ¥2,310 490817 490893 490978 491050 337×387×14 315×365×1 238×288
ワイド4切 ¥2,640 490824 490909 490985 491067 337×442×14 315×420×1 238×350
A4 ¥2,170 490831 490916 490992 491074 267×354×14 245×332×1 190×277
A4アクリル ¥2,400 491289 491296 491302 491319 267×354×14 245×332×1 190×277
A3 ¥4,090 490848 490923 491005 491081 369×492×14 347×470×1 277×400
A3ノビ ¥5,360 490855 490930 491012 491098 407×561×14 385×539×1 309×463

▪フレーム：木製
▪前面板：ガラス板（A4アクリル、A3、A3ノビはアクリル板）
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：2L、6切、A4のみあり
▪紙製上下箱入

A4
スタンド
使用例

ブラウン

ブラウン

ナチュラル

【ピクスリア】 レーザー
名入れ
対 応

ブラック

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラック

A4 ¥1,380 509526 509571 232×319×11 200×287
A3 ¥1,750 509533 509588 319×442×11 287×410
A3ノビ ¥2,050 509540 509595 352×505×11 320×473

▪フレーム：木製　
▪前面板：PET板　
▪ 吊りヒモ：あり
▪ スタンド：A4のみあり
▪PP袋入

スタンド付（A４のみ）

木製額縁 左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

レーザー
名入れ
対 応

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズ

画面サイズ
（マット不使用時）ナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

L／色紙 ¥1,700 508260 508277 508284 508291 280×310×18 270×240×1.2 78×118 230×260

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

LPレコードジャケット ¥2,600 510119 510126 510133 510140 340×340×20 310×310

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

25cm角ハンカチ ¥1,700 510157 510164 510171 510188 280×280×9.5 240×240

▪フレーム：木製　▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり　▪スタンド：あり
▪紙製箱入

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪紙製箱入

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪紙製箱入

色紙額 左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

レーザー
名入れ
対 応

【エコフレーム MD-02】
単位：mm

カラー 価格 品番 型番 額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズ

A4 ブラウン
¥1,300

488128 FMD02-BRA4
276×363×30 261×348×1 190×277A4 ホワイト 488135 FMD02-WTA4

A4 ブラック 488142 FMD02-BKA4

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板　
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：なし
▪パッケージ：紙製上下箱

スタンド付
（2Lのみ）

ブラック

ナチュラル

ナチュラル

ナチュラル

ブラック

ブラック

ブラック

ブラウン

ブラウン

ブラウン

ホワイト

ホワイト

ホワイト
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単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法
マット中抜きサイズ 画面サイズ

（マット未使用時）ベビーピンク グリーン オレンジ ナチュラル ブラウン ［マット1］ ［マット2］

L/KG（ハガキ）/2L ¥690 483833 483840 483857 483864 483871 160×212×12
KG（ハガキ） Ｌ 2Ｌ
92×140 80×120 116×167

▪フレーム：木製　▪前面板：ガラス板　▪吊りヒモ：あり　▪スタンド：あり　▪PP袋入

【ウッドフレーム コロール】 3サイズの写真が飾れる3ウェイ額縁

【ラポール】
2トーンのカラーコンビネーションが目を引く額縁です。
2LとA4はそれぞれ2サイズの写真が飾れる2ウェイ額縁です。

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズ

画面サイズ
（マット未使用時）ブルー ベージュ ウッディホワイト ホワイト

L ￥640 488180 488197 488203 488210 114×152×15 － 78×116
2L ￥900 488227 488234 488241 488258 152×203×15 94×142 116×167
A4 ￥1,300 488265 488272 488289 488296 235×322×15 172×247 199×286

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪PP袋入 スタンド付

ブルー ベージュ ウッディホワイト ホワイト L ブルー L ベージュ 2L ウッディホワイト A4 ホワイト

スタンド付

89ナチュラル

127ブラウン

ナチュラル ブラウン ホワイト
吊り金具（壁掛け）使用例

スタンド用丸棒付

【Carré fils（カレ フィス）】
ましかくサイズの写真が飾れる小さくかわいい
正方形の額縁

レーザー
名入れ
対 応

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン ホワイト

ましかく（89） ¥750 490251 490268 490275 111×111×14 78×78
ましかく（127） ¥1,080 489842 489859 149×149×14 117×117

▪フレーム：木製
▪前面板：ガラス板
▪吊り金具：あり
▪吊りヒモ：127のみあり　
▪スタンド：あり
（※89はスタンド用丸棒付属）
▪PP袋入

ましかくサイズ
●対応写真サイズ
ましかく（89）：89×89mm

（ましかくスクエアプリント）
ましかく（127）：127×127mm

（キヤノン写真用紙スクエア対応）
●スマホのカメラアプリで撮った写
真に！
● Lサイズ（短辺89mm）、2Lサイズ
（短辺127mm）プリントの端を
切ってましかくにしてもOK！

【アルベロ3】 レーザー
名入れ
対 応

レーザー
名入れ
対 応

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン

L ¥940 491227 491258 131×169×15 81×119
KG（ハガキ） ¥1,060 491265 143×193×15 93×143

▪フレーム：木製　▪前面板：ガラス板　▪吊りヒモ：なし　▪スタンド：あり　▪紙製上下箱入

スタンド付

ナチュラル

ベビーピンク

オレンジ

ブラウン

グリーン

ナチュラル ブラウン

L

L 使用例
（マット2枚使用）

KG（ハガキ） 使用例
（マット1枚使用）

2L 使用例
（マット不使用）

KG（ハガキ）

ブラウンナチュラル

スタンド付

2LL

【LARUGE（ラルジェ）】

▪フレーム：木製　▪前面板：PS板　▪吊りヒモ：あり ▪スタンド：あり　▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格
品番 額縁

外寸法
画面
サイズナチュラル ブラウン

L ￥520 487107 487138 139×177×12 79×117
2L ￥640 487121 487152 176×228×12 115×167

インテリアフォトフレーム レーザー
名入れ
対 応

左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

▪フレーム：木製　
▪前面板：ガラス板
▪吊りヒモ：なし　
▪スタンド：1面のみあり　
▪紙製上下箱入

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン

L 1 面 ￥690 491104 491166 117×155×21 81×119
2L ￥880 491135 491197 155×206×21 119×170
L 2 面タテ ￥1,130 491111 491173 237×155×21 81×119
2L ￥1,750 491142 491203 313×206×21 119×170
L 2 面ヨコ ￥1,130 491128 491180 313×117×21 119×81
2L ￥1,750 491159 491210 415×155×21 170×119

【テリア3】

L2面タテ ナチュラル 2L2面ヨコ ナチュラル

L1面 ナチュラル 2L1面 ブラウン

レーザー
名入れ
対 応

2L2面タテ ブラウン L2面ヨコ ブラウン

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

L
1面 ￥1,150 491685 491692 491708 491715 182×182×14 160×160×1 80×120
2面 ¥2,060 491722 491739 491746 491753 367×182×14 160×160×1 80×120

KG（ハガキ） 1面 ¥1,280 491760 491777 491784 491791 212×212×14 190×190×1 92×140

2L
1面 ¥1,370 491807 491814 491821 491838 242×242×14 220×220×1 120×170
2面 ¥2,580 491845 491852 491869 491876 487×242×14 220×220×1 120×170

ナチュラル L 1面

ホワイト 2L 2面

ブラウン L 2面

【テトラ】
シンプルな形状で木製の素材感が引き立つ、
写真をタテ、ヨコどちらでも飾れる正方形の額縁

ナチュラル ブラウン

ブラックホワイト

レーザー
名入れ
対 応

▪フレーム：木製　
▪前面板：ガラス板　
▪ 吊ヒモ：1面のみあり
▪ スタンド：1面のみあり
▪紙製上下箱入
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単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法
マット中抜きサイズ 画面サイズ

（マット未使用時）ベビーピンク グリーン オレンジ ナチュラル ブラウン ［マット1］ ［マット2］

L/KG（ハガキ）/2L ¥690 483833 483840 483857 483864 483871 160×212×12
KG（ハガキ） Ｌ 2Ｌ
92×140 80×120 116×167

▪フレーム：木製　▪前面板：ガラス板　▪吊りヒモ：あり　▪スタンド：あり　▪PP袋入

【ウッドフレーム コロール】 3サイズの写真が飾れる3ウェイ額縁

【ラポール】
2トーンのカラーコンビネーションが目を引く額縁です。
2LとA4はそれぞれ2サイズの写真が飾れる2ウェイ額縁です。

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズ

画面サイズ
（マット未使用時）ブルー ベージュ ウッディホワイト ホワイト

L ￥640 488180 488197 488203 488210 114×152×15 － 78×116
2L ￥900 488227 488234 488241 488258 152×203×15 94×142 116×167
A4 ￥1,300 488265 488272 488289 488296 235×322×15 172×247 199×286

▪フレーム：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪PP袋入 スタンド付

ブルー ベージュ ウッディホワイト ホワイト L ブルー L ベージュ 2L ウッディホワイト A4 ホワイト

スタンド付

89ナチュラル

127ブラウン

ナチュラル ブラウン ホワイト
吊り金具（壁掛け）使用例

スタンド用丸棒付

【Carré fils（カレ フィス）】
ましかくサイズの写真が飾れる小さくかわいい
正方形の額縁

レーザー
名入れ
対 応

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン ホワイト

ましかく（89） ¥750 490251 490268 490275 111×111×14 78×78
ましかく（127） ¥1,080 489842 489859 149×149×14 117×117

▪フレーム：木製
▪前面板：ガラス板
▪吊り金具：あり
▪吊りヒモ：127のみあり　
▪スタンド：あり
（※89はスタンド用丸棒付属）
▪PP袋入

ましかくサイズ
●対応写真サイズ
ましかく（89）：89×89mm

（ましかくスクエアプリント）
ましかく（127）：127×127mm

（キヤノン写真用紙スクエア対応）
●スマホのカメラアプリで撮った写
真に！
● Lサイズ（短辺89mm）、2Lサイズ
（短辺127mm）プリントの端を
切ってましかくにしてもOK！

【アルベロ3】 レーザー
名入れ
対 応

レーザー
名入れ
対 応

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン

L ¥940 491227 491258 131×169×15 81×119
KG（ハガキ） ¥1,060 491265 143×193×15 93×143

▪フレーム：木製　▪前面板：ガラス板　▪吊りヒモ：なし　▪スタンド：あり　▪紙製上下箱入

スタンド付

ナチュラル

ベビーピンク

オレンジ

ブラウン

グリーン

ナチュラル ブラウン

L

L 使用例
（マット2枚使用）

KG（ハガキ） 使用例
（マット1枚使用）

2L 使用例
（マット不使用）

KG（ハガキ）

ブラウンナチュラル

スタンド付

2LL

【LARUGE（ラルジェ）】

▪フレーム：木製　▪前面板：PS板　▪吊りヒモ：あり ▪スタンド：あり　▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格
品番 額縁

外寸法
画面
サイズナチュラル ブラウン

L ￥520 487107 487138 139×177×12 79×117
2L ￥640 487121 487152 176×228×12 115×167

インテリアフォトフレーム レーザー
名入れ
対 応

左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。

▪フレーム：木製　
▪前面板：ガラス板
▪吊りヒモ：なし　
▪スタンド：1面のみあり　
▪紙製上下箱入

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 画面サイズ
ナチュラル ブラウン

L 1 面 ￥690 491104 491166 117×155×21 81×119
2L ￥880 491135 491197 155×206×21 119×170
L 2 面タテ ￥1,130 491111 491173 237×155×21 81×119
2L ￥1,750 491142 491203 313×206×21 119×170
L 2 面ヨコ ￥1,130 491128 491180 313×117×21 119×81
2L ￥1,750 491159 491210 415×155×21 170×119

【テリア3】

L2面タテ ナチュラル 2L2面ヨコ ナチュラル

L1面 ナチュラル 2L1面 ブラウン

レーザー
名入れ
対 応

2L2面タテ ブラウン L2面ヨコ ブラウン

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット外寸法 マット中抜き
サイズナチュラル ブラウン ホワイト ブラック

L
1面 ￥1,150 491685 491692 491708 491715 182×182×14 160×160×1 80×120
2面 ¥2,060 491722 491739 491746 491753 367×182×14 160×160×1 80×120

KG（ハガキ） 1面 ¥1,280 491760 491777 491784 491791 212×212×14 190×190×1 92×140

2L
1面 ¥1,370 491807 491814 491821 491838 242×242×14 220×220×1 120×170
2面 ¥2,580 491845 491852 491869 491876 487×242×14 220×220×1 120×170

ナチュラル L 1面

ホワイト 2L 2面

ブラウン L 2面

【テトラ】
シンプルな形状で木製の素材感が引き立つ、
写真をタテ、ヨコどちらでも飾れる正方形の額縁

ナチュラル ブラウン

ブラックホワイト

レーザー
名入れ
対 応

▪フレーム：木製　
▪前面板：ガラス板　
▪ 吊ヒモ：1面のみあり
▪ スタンド：1面のみあり
▪紙製上下箱入
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Framing  額縁 Framing  額縁

※カラーは外枠の色を表しています。 ※ 2L には KG（ハガキ）サイズ用の、A4 には B5 サイズ用の中額がそれぞれ付いています。



ガラス部にも模様や名前をお入れする事が可能です（アクリル板を除く）。
※ 下のお写真の色が透けて見えますので、お写真の色によっては、名入れ部分が見えづらい場合がございます。

ナチュラル ブラウン

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット
外寸法

マット中抜きサイズ

ナチュラル ブラウン ホワイト ［マット1］ ［マット2］ ［マット3］

L×3面 ¥1,530 491593 491609 491616 148×302×14 127×279×1 110×80（×3） 81×240

A4多面 ¥2,050 491623 491630 491647 230×318×14 210×297×1 81×120（×4）
81×120（×2）

277×190
170×120

A3多面 ¥2,960 491654 491661 491678 317×440×14 296×420×1
80×120（×5） 80×120（×3）

277×40080×80（×2）
120×170（×3）120×170（×1）

▪フレーム：木製 ▪前面板：ガラス板 ▪吊り金具：あり　▪吊りヒモ：A4多面、A3多面のみあり　▪ スタンド：L×3面、A4多面のみあり　▪ 紙製上下箱入

はに面多3A、面多4A
それぞれ1枚用と2タイ
プの中抜きマットの計
3枚が入っています

L×3面にはLサイズ3枚用と、パノラ
マ用のマットの2枚が入っています

★：ましかくサイズ
ましかくプリントや
Lサイズの長辺
を切ってもOK!

マット 1

マット 2マット 3

マット 1

マット 3マット 2

マット 1 マット 2

パノラマ

ホワイト

スタンド使用時

L×3面使用例 A4多面使用例

A3多面使用例

【リエージュ プレジール】レーザー
名入れ
対 応

色紙

お店のサインスタンドとしても【アクリル Lフレーム】 レーザー
名入れ
対 応

L タテ
L ヨコ

背面

▪材質：アクリル　▪PP袋入

KG（ハガキ）タテ KG（ハガキ）ヨコましかく（89）

2L ヨコ

2L タテ

【インサートカラーペーパースタンド】

Lクリーム ポストカード（KG）ネイビー 2L（カビネ）ホワイト

A3ブラック

A4クリーム
ネイビー クリーム ホワイト ブラック

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズネイビー クリーム ホワイト ブラック

L ¥390 664119 664126 664133 664140 174×130×5.3 115×78
ポストカード ¥480 664157 664164 664171 664188 200×152×5.3 140×92
2L（カビネ） ¥580 664195 664201 664218 664225 235×184×5.3 165×115
A4 ¥820 664232 664249 664256 664263 340×250×5.3 277×190
A3 ¥1,720 664270 664294 664287 480×357×5.3 399×276
▪材質：紙、PPシート ▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

写真を差し込むだけで簡単に飾れるインサート式

ペーパースタンド

額縁の枠部分や前面板に名前やイラストを
レーザー加工にてお入れできます。
結婚式やお誕生、特別な行事や祝祭など
あらゆる場面でご利用いただけます。
ご注文は1枚からお受けできます。

加工例（枠部分への名入れ）
ウエルカムボードとしてもお使いいただけます。

レーザー加工が可能な商品は、下記の通りです。
アルミ額縁※1 木製額縁 インテリアフォトフレーム
▪HFA-03※2 ▪FW-04 ▪アルベロ3
▪AG-02 ▪ピクスリア ▪テリア3

▪MM-01※2 ▪テトラ
▪アクリルLフレーム
▪ウッドフレームコロール
▪カレ フィス
▪リエージュ プレジール

※1 アルミ額縁への加工は、前面板のみ可能です。
※2  アクリル板を使用しているサイズについてはガラス板への交換が必要です。
※加工サイズや位置によっては、お受けできない場合もございます。
▪詳細はお取り扱い店までお問い合わせください。

オリジナルサービス（有料）のご案内 ―レーザー名入れ―

使用例

ネイビー クリーム ホワイト ブラック Lクリーム ポストカード（KG）ネイビー 2L（カビネ）ホワイト

Vカット加工

A4ブラック
使用例

【カラーペーパースタンド】

手軽に写真が飾れる貼り付けタイプ

▪材質：紙、PPシート　▪スタンド、フック穴付　▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格
品番 額縁

外寸法
マット中抜き
サイズネイビー クリーム ホワイト ブラック

L ¥350 664607 664614 664621 664638 174×130×4.5 115×78
ポストカード ¥400 664645 664652 664669 664676 200×152×4.5 140×92
2L（カビネ） ¥500 664683 664690 664706 664713 235×184×4.5 165×115
A4 ¥730 664720 664737 664744 664751 340×250×4.5 277×190

タテ・ヨコ対応スタンド付

単位：mm

サイズ 価格 品番 推奨プリント
サイズ

ましかく（89）
¥380

507591 89×89

L
タテ 507379

89×127
ヨコ 507386

KG
（ハガキ）

タテ
￥480

507560
102×152

ヨコ 507577

2L
タテ

¥640
507393

127×178
ヨコ 507409

色紙 ￥1,660 507607 242×273

アクリルフレーム レーザー
名入れ
対 応

左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Framing  額縁 Framing  額縁



ガラス部にも模様や名前をお入れする事が可能です（アクリル板を除く）。
※ 下のお写真の色が透けて見えますので、お写真の色によっては、名入れ部分が見えづらい場合がございます。

ナチュラル ブラウン

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット
外寸法

マット中抜きサイズ

ナチュラル ブラウン ホワイト ［マット1］ ［マット2］ ［マット3］

L×3面 ¥1,530 491593 491609 491616 148×302×14 127×279×1 110×80（×3） 81×240

A4多面 ¥2,050 491623 491630 491647 230×318×14 210×297×1 81×120（×4）
81×120（×2）

277×190
170×120

A3多面 ¥2,960 491654 491661 491678 317×440×14 296×420×1
80×120（×5） 80×120（×3）

277×40080×80（×2）
120×170（×3）120×170（×1）

▪フレーム：木製 ▪前面板：ガラス板 ▪吊り金具：あり　▪吊りヒモ：A4多面、A3多面のみあり　▪ スタンド：L×3面、A4多面のみあり　▪ 紙製上下箱入

はに面多3A、面多4A
それぞれ1枚用と2タイ
プの中抜きマットの計
3枚が入っています

L×3面にはLサイズ3枚用と、パノラ
マ用のマットの2枚が入っています

★：ましかくサイズ
ましかくプリントや
Lサイズの長辺
を切ってもOK!

マット 1

マット 2マット 3

マット 1

マット 3マット 2

マット 1 マット 2

パノラマ

ホワイト

スタンド使用時

L×3面使用例 A4多面使用例

A3多面使用例

【リエージュ プレジール】レーザー
名入れ
対 応

色紙

お店のサインスタンドとしても【アクリル Lフレーム】 レーザー
名入れ
対 応

L タテ
L ヨコ

背面

▪材質：アクリル　▪PP袋入

KG（ハガキ）タテ KG（ハガキ）ヨコましかく（89）

2L ヨコ

2L タテ

【インサートカラーペーパースタンド】

Lクリーム ポストカード（KG）ネイビー 2L（カビネ）ホワイト

A3ブラック

A4クリーム
ネイビー クリーム ホワイト ブラック

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズネイビー クリーム ホワイト ブラック

L ¥390 664119 664126 664133 664140 174×130×5.3 115×78
ポストカード ¥480 664157 664164 664171 664188 200×152×5.3 140×92
2L（カビネ） ¥580 664195 664201 664218 664225 235×184×5.3 165×115
A4 ¥820 664232 664249 664256 664263 340×250×5.3 277×190
A3 ¥1,720 664270 664294 664287 480×357×5.3 399×276
▪材質：紙、PPシート ▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

写真を差し込むだけで簡単に飾れるインサート式

ペーパースタンド

額縁の枠部分や前面板に名前やイラストを
レーザー加工にてお入れできます。
結婚式やお誕生、特別な行事や祝祭など
あらゆる場面でご利用いただけます。
ご注文は1枚からお受けできます。

加工例（枠部分への名入れ）
ウエルカムボードとしてもお使いいただけます。

レーザー加工が可能な商品は、下記の通りです。
アルミ額縁※1 木製額縁 インテリアフォトフレーム
▪HFA-03※2 ▪FW-04 ▪アルベロ3
▪AG-02 ▪ピクスリア ▪テリア3

▪MM-01※2 ▪テトラ
▪アクリルLフレーム
▪ウッドフレームコロール
▪カレ フィス
▪リエージュ プレジール

※1 アルミ額縁への加工は、前面板のみ可能です。
※2  アクリル板を使用しているサイズについてはガラス板への交換が必要です。
※加工サイズや位置によっては、お受けできない場合もございます。
▪詳細はお取り扱い店までお問い合わせください。

オリジナルサービス（有料）のご案内 ―レーザー名入れ―

使用例

ネイビー クリーム ホワイト ブラック Lクリーム ポストカード（KG）ネイビー 2L（カビネ）ホワイト

Vカット加工

A4ブラック
使用例

【カラーペーパースタンド】

手軽に写真が飾れる貼り付けタイプ

▪材質：紙、PPシート　▪スタンド、フック穴付　▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格
品番 額縁

外寸法
マット中抜き
サイズネイビー クリーム ホワイト ブラック

L ¥350 664607 664614 664621 664638 174×130×4.5 115×78
ポストカード ¥400 664645 664652 664669 664676 200×152×4.5 140×92
2L（カビネ） ¥500 664683 664690 664706 664713 235×184×4.5 165×115
A4 ¥730 664720 664737 664744 664751 340×250×4.5 277×190

タテ・ヨコ対応スタンド付

単位：mm

サイズ 価格 品番 推奨プリント
サイズ

ましかく（89）
¥380

507591 89×89

L
タテ 507379

89×127
ヨコ 507386

KG
（ハガキ）

タテ
￥480

507560
102×152

ヨコ 507577

2L
タテ

¥640
507393

127×178
ヨコ 507409

色紙 ￥1,660 507607 242×273

アクリルフレーム レーザー
名入れ
対 応

左記マークのついた商品は、レーザー名入れ可能商品です。
詳しくは、66ページをご覧ください。
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Framing  額縁 Framing  額縁



【ワンタッチパネルボード】

単位：mm

サイズ 価格 品番 ボードサイズ
A4 ¥500 503555 210×297×7
A3 ¥850 503548 297×420×7
A3ノビ ¥1,100 505092 329×483×7
A2 ¥1,300 503531 420×594×7
A1 ¥2,400 503524 594×841×7
4切 ¥460 503050 242×292×7
B2 ¥1,690 503081 515×728×7
B1 ¥2,930 503098 728×1030×7

はくり紙をはがしながら少しずつ
写真を貼るのがコツです。

ノリ不要で発泡ボード板にかんたん貼りつけ

▪粘着糊付発泡ボード10mm方眼ライン入　
▪材質：ポリスチレン　▪PE袋入

【木製イーゼル X005】

各 ¥3,350
カラー 品番 型番
ナチュラル 509953 FWESL-X005NT
ブラウン 509960 FWESL-X005BR

▪使用目安サイズ：A3額縁
▪木製
▪ 外寸法（開脚時）：

約W300×H490×D260mm
▪ 額受寸法：約W300×D20※mm
※ フレーム枠の厚みが20mmまでの額縁に対応
※ ZEROフレームG-01、アルミ額縁HFA-03は不可
▪重量：約480g
▪安全耐荷重：5kg

シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル

ナチュラル

ブラウン

開脚時背面側

イーゼル

パネル

【フリーマット】

▪材質：紙　▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格
品番

マット外寸法 マット中抜き
サイズブラック

A4   ¥700 658163 277×365×2 200×288
A3 ¥1,300 658170 357×480×2 277×400
A3ノビ ¥1,700 658187 400×553×2 320×473

サイズ 価格
品番

マット外寸法 マット中抜き
サイズブラック

6切 ¥550 654424 240×290×2 181×232
4切 ¥650 654509 316×366×2 237×286
ワイド4切 ¥750 654547 316×421×2 235×350
半切 ¥1,200 654585 397×490×2 316×400

ブラック

フリーマット

【ペーパースタンド 2L（柄物シリーズ）】 和紙の質感やパターンなど特徴のある素材感の2Lサイズペーパースタンド。

▪材質：紙、PPシート　▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格 品番 額縁外寸法 マット中抜きサイズ

2L（カビネ） ¥600
チェッカーレッド

235×184×4.5 165×115
666557

チェッカーレッド

アクアリーフ ホワイトリーフフロストピンク ブラウンフルール Lアクアリーフ 2L（カビネ）フロストピンク

【ペーパースタンド ライト】

やわらかな色合いの薄手タイプペーパースタンド

単位：mm

サイズ 価格
品番 額縁

外寸法
マット中抜き
サイズアクアリーフ フロストピンク ブラウンフルール ホワイトリーフ

L ¥290 664775 664782 664799 170×130×3 115×78
2L（カビネ） ¥450 664805 664812 664829 664836 235×184×3 165×115

タテ・ヨコ対応スタンド付▪材質：紙、PPシート　▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

【ペーパースタンドスリム】

Lネイビー

2Lレッド A4ブラック

ネイビー レッド クリーム 

ホワイト

アクア

グレーリーフ ブラックリーフホワイトリーフ

ライトピンク

ピンク ブラック

ベージュ ブラウン

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズネイビー アクア レッド ライトピンク クリーム ベージュ ブラウン グレーリーフ ホワイトリーフ ブラックリーフ

L ¥410 664843 664850 664867 664874 664881 664898 664904 664911 664928 664935 166×128×4.5 122×84
2L ¥570 664942 664959 664966 664973 664980 664997 665000 665017 665024 665031 217×166×4.5 173×122

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズネイビー ピンク ホワイト ブラック

A4 ¥780 665048 665055 665062 665079 250×340×4.5 204×291
▪材質：紙、PPシート ▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

よりワイドな画面とスリムな枠で作品を引き立たせます

6867

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Framing  額縁 Framing イーゼル／パネル



【ワンタッチパネルボード】

単位：mm

サイズ 価格 品番 ボードサイズ
A4 ¥500 503555 210×297×7
A3 ¥850 503548 297×420×7
A3ノビ ¥1,100 505092 329×483×7
A2 ¥1,300 503531 420×594×7
A1 ¥2,400 503524 594×841×7
4切 ¥460 503050 242×292×7
B2 ¥1,690 503081 515×728×7
B1 ¥2,930 503098 728×1030×7

はくり紙をはがしながら少しずつ
写真を貼るのがコツです。

ノリ不要で発泡ボード板にかんたん貼りつけ

▪粘着糊付発泡ボード10mm方眼ライン入　
▪材質：ポリスチレン　▪PE袋入

【木製イーゼル X005】

各 ¥3,350
カラー 品番 型番
ナチュラル 509953 FWESL-X005NT
ブラウン 509960 FWESL-X005BR

▪使用目安サイズ：A3額縁
▪木製
▪ 外寸法（開脚時）：

約W300×H490×D260mm
▪ 額受寸法：約W300×D20※mm
※ フレーム枠の厚みが20mmまでの額縁に対応
※ ZEROフレームG-01、アルミ額縁HFA-03は不可
▪重量：約480g
▪安全耐荷重：5kg

シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル

ナチュラル

ブラウン

開脚時背面側

イーゼル

パネル

【フリーマット】

▪材質：紙　▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格
品番

マット外寸法 マット中抜き
サイズブラック

A4   ¥700 658163 277×365×2 200×288
A3 ¥1,300 658170 357×480×2 277×400
A3ノビ ¥1,700 658187 400×553×2 320×473

サイズ 価格
品番

マット外寸法 マット中抜き
サイズブラック

6切 ¥550 654424 240×290×2 181×232
4切 ¥650 654509 316×366×2 237×286
ワイド4切 ¥750 654547 316×421×2 235×350
半切 ¥1,200 654585 397×490×2 316×400

ブラック

フリーマット

【ペーパースタンド 2L（柄物シリーズ）】 和紙の質感やパターンなど特徴のある素材感の2Lサイズペーパースタンド。

▪材質：紙、PPシート　▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

単位：mm

サイズ 価格 品番 額縁外寸法 マット中抜きサイズ

2L（カビネ） ¥600
チェッカーレッド

235×184×4.5 165×115
666557

チェッカーレッド

アクアリーフ ホワイトリーフフロストピンク ブラウンフルール Lアクアリーフ 2L（カビネ）フロストピンク

【ペーパースタンド ライト】

やわらかな色合いの薄手タイプペーパースタンド

単位：mm

サイズ 価格
品番 額縁

外寸法
マット中抜き
サイズアクアリーフ フロストピンク ブラウンフルール ホワイトリーフ

L ¥290 664775 664782 664799 170×130×3 115×78
2L（カビネ） ¥450 664805 664812 664829 664836 235×184×3 165×115

タテ・ヨコ対応スタンド付▪材質：紙、PPシート　▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

【ペーパースタンドスリム】

Lネイビー

2Lレッド A4ブラック

ネイビー レッド クリーム 

ホワイト

アクア

グレーリーフ ブラックリーフホワイトリーフ

ライトピンク

ピンク ブラック

ベージュ ブラウン

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズネイビー アクア レッド ライトピンク クリーム ベージュ ブラウン グレーリーフ ホワイトリーフ ブラックリーフ

L ¥410 664843 664850 664867 664874 664881 664898 664904 664911 664928 664935 166×128×4.5 122×84
2L ¥570 664942 664959 664966 664973 664980 664997 665000 665017 665024 665031 217×166×4.5 173×122

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
サイズネイビー ピンク ホワイト ブラック

A4 ¥780 665048 665055 665062 665079 250×340×4.5 204×291
▪材質：紙、PPシート ▪スタンド、フック穴付 ▪PP袋入

よりワイドな画面とスリムな枠で作品を引き立たせます
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Framing  額縁 Framing イーゼル／パネル



二つ折り【スクウェア台紙 No.2730】

ホワイト使用例

ピンク使用例

ブラウン使用例

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
ピンク ブラウン ホワイト

2L（カビネ） 2面（角2枚） ¥1,520 648225 648232 648249 221×226
6切 2面（角2枚） ¥2,400 648256 648263 648270 310×315

▪表紙材質：PVC　▪表紙：アンコなし
▪中額中抜き：Vカット抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

ピンク使用例

ブラウン使用例 ホワイト使用例

ピンク ブラウン

ホワイト

文字拡大

二つ折り【パールSQ台紙 No.2710】

2面ブルー使用例1面ピンク使用例

▪表紙材質：ペーパークロス（非塩ビ製）
▪表紙：アンコなし　▪中額中抜き：Vカット抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番 表紙外寸法

ブルー ピンク ホワイト

2L（カビネ）
1面（角1枚） ￥920 606508 606515

221×226
2面（角2枚） ￥1,120

6切 1面（角1枚） ￥1,250 606607 310×315

A4
1面（角1枚） ￥1,720 606690 606706

333×340
2面（角2枚） ￥2,000 606713

ピンク

ペーパーレザー使用

ホワイトブルー

文字拡大

ブルー ピンク ブラウン

クリーム

2面ピンク使用例

文字拡大

3面ブルー使用例

▪表紙材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ　　　種類 価格
品番

表紙外寸法
ブルー ピンク クリーム ブラウン

L
2面（角2枚） ￥420 606058 606065 606072

163×165
3面（角3枚） ￥560 606089 606096 606102

2L（カビネ）
2面（角2枚） ￥590 606119 606126 606133 606140

221×222
3面（角3枚） ￥790 606157 606164 606171 606188

6切
2面（角2枚） ￥990 606195 606201 606218 606225

310×312
3面（角3枚） ￥1,390 606232 606249 606256 606263

【ペーパースクウェア台紙 No.1770】 2面は二つ折り、3面は三つ折り

【スクウェア台紙 No.2020】1面、2面は二つ折り、3面は三つ折り、4面は四つ折り
ペーパーレザー使用

ハクバ写真台紙全商品共通中抜きサイズ表 ※ランスタイプは除く 単位：mm

Ｌ判 115×78 2L（カビネ） 165×115 8切 195×140
6切 230×170 6切集合ワイド 130×230 4切 280×230
ポストカード（KG） 140×92 A4 277×190

写真の貼り方
最初に写真と中額の位置を決め、
中額裏の両面テープを使って貼り
合わせてください。

▪  2 面仕様の商品は 1 面でも
お使いいただけます。

ホワイト ブラウン

▪写真台紙にはタテ位置とヨコ位置があります。いずれかご指定ください。
▪詳しくはお取り扱い店までお問い合わせください。

▪表紙材質：ペーパークロス（非塩ビ製）
▪表紙：アンコなし

▪中額中抜き：Vカット抜き（1mm）　
▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ 種類
価格／品番

表紙外寸法
アクア   ピンク ホワイト ブラウン

2L
（カビネ）

1面（角1枚）
¥790 ¥790 ¥790 ¥900

226×226

634303 634310 634334 634327

2面（角2枚）
¥950 ¥950 ¥950 ¥1,050

634341 634358 634372 634365

3面（角3枚）
¥1,380 ¥1,380 ¥1,380 ¥1,580
634389 634396 634419 634402

4面（角4枚）
¥1,860 ¥1,860 ¥1,860 ¥2,150
634426 634433 634457 634440

6切

1面（角1枚）
¥1,090 ¥1,090 ¥1,090 ¥1,290

315×315

634464 634471 634495 634488

2面（角2枚）
¥1,290 ¥1,290 ¥1,290 ¥1,580
634501 634518 634532 634525

3面（角3枚）
¥1,860 ¥1,860 ¥1,860 ¥2,150
634549 634556 634570 634563

A4 
1面（角1枚）

¥1,580 ¥1,580 ¥1,580 ¥1,860

340×340
634587 634594 634617 634600

2面（角2枚）
¥1,860 ¥1,860 ¥1,860 ¥2,150
634624 634631 634655 634648

スクウェア シリーズ

ピンク

アクア

文字拡大

文字拡大

1面アクア使用例

2面ホワイト使用例

3面ピンク使用例

4面ブラウン使用例

写真台紙の紙について
弊社製品に使用する紙は、品質を重視し、検査工程を含めて選別を行い、極力塵のあるものは排除しておりますが、用紙の製造過程で除去しきれ
ないパルプ繊維や、環境に配慮するためリサイクル品を採用することによる塵の混入が避けられない場合があります。あらかじめご了承ください。
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二つ折り【スクウェア台紙 No.2730】

ホワイト使用例

ピンク使用例

ブラウン使用例

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
ピンク ブラウン ホワイト

2L（カビネ） 2面（角2枚） ¥1,520 648225 648232 648249 221×226
6切 2面（角2枚） ¥2,400 648256 648263 648270 310×315

▪表紙材質：PVC　▪表紙：アンコなし
▪中額中抜き：Vカット抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

ピンク使用例

ブラウン使用例 ホワイト使用例

ピンク ブラウン

ホワイト

文字拡大

二つ折り【パールSQ台紙 No.2710】

2面ブルー使用例1面ピンク使用例

▪表紙材質：ペーパークロス（非塩ビ製）
▪表紙：アンコなし　▪中額中抜き：Vカット抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番 表紙外寸法

ブルー ピンク ホワイト

2L（カビネ）
1面（角1枚） ￥920 606508 606515

221×226
2面（角2枚） ￥1,120

6切 1面（角1枚） ￥1,250 606607 310×315

A4
1面（角1枚） ￥1,720 606690 606706

333×340
2面（角2枚） ￥2,000 606713

ピンク

ペーパーレザー使用

ホワイトブルー

文字拡大

ブルー ピンク ブラウン

クリーム

2面ピンク使用例

文字拡大

3面ブルー使用例

▪表紙材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ　　　種類 価格
品番

表紙外寸法
ブルー ピンク クリーム ブラウン

L
2面（角2枚） ￥420 606058 606065 606072

163×165
3面（角3枚） ￥560 606089 606096 606102

2L（カビネ）
2面（角2枚） ￥590 606119 606126 606133 606140

221×222
3面（角3枚） ￥790 606157 606164 606171 606188

6切
2面（角2枚） ￥990 606195 606201 606218 606225

310×312
3面（角3枚） ￥1,390 606232 606249 606256 606263

【ペーパースクウェア台紙 No.1770】 2面は二つ折り、3面は三つ折り

【スクウェア台紙 No.2020】1面、2面は二つ折り、3面は三つ折り、4面は四つ折り
ペーパーレザー使用

ハクバ写真台紙全商品共通中抜きサイズ表 ※ランスタイプは除く 単位：mm

Ｌ判 115×78 2L（カビネ） 165×115 8切 195×140
6切 230×170 6切集合ワイド 130×230 4切 280×230
ポストカード（KG） 140×92 A4 277×190

写真の貼り方
最初に写真と中額の位置を決め、
中額裏の両面テープを使って貼り
合わせてください。

▪  2 面仕様の商品は 1 面でも
お使いいただけます。

ホワイト ブラウン

▪写真台紙にはタテ位置とヨコ位置があります。いずれかご指定ください。
▪詳しくはお取り扱い店までお問い合わせください。

▪表紙材質：ペーパークロス（非塩ビ製）
▪表紙：アンコなし

▪中額中抜き：Vカット抜き（1mm）　
▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ 種類
価格／品番

表紙外寸法
アクア   ピンク ホワイト ブラウン

2L
（カビネ）

1面（角1枚）
¥790 ¥790 ¥790 ¥900

226×226

634303 634310 634334 634327

2面（角2枚）
¥950 ¥950 ¥950 ¥1,050

634341 634358 634372 634365

3面（角3枚）
¥1,380 ¥1,380 ¥1,380 ¥1,580
634389 634396 634419 634402

4面（角4枚）
¥1,860 ¥1,860 ¥1,860 ¥2,150
634426 634433 634457 634440

6切

1面（角1枚）
¥1,090 ¥1,090 ¥1,090 ¥1,290

315×315

634464 634471 634495 634488

2面（角2枚）
¥1,290 ¥1,290 ¥1,290 ¥1,580
634501 634518 634532 634525

3面（角3枚）
¥1,860 ¥1,860 ¥1,860 ¥2,150
634549 634556 634570 634563

A4 
1面（角1枚）

¥1,580 ¥1,580 ¥1,580 ¥1,860

340×340
634587 634594 634617 634600

2面（角2枚）
¥1,860 ¥1,860 ¥1,860 ¥2,150
634624 634631 634655 634648

スクウェア シリーズ

ピンク

アクア

文字拡大

文字拡大

1面アクア使用例

2面ホワイト使用例

3面ピンク使用例

4面ブラウン使用例

写真台紙の紙について
弊社製品に使用する紙は、品質を重視し、検査工程を含めて選別を行い、極力塵のあるものは排除しておりますが、用紙の製造過程で除去しきれ
ないパルプ繊維や、環境に配慮するためリサイクル品を採用することによる塵の混入が避けられない場合があります。あらかじめご了承ください。
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2面使用例

3面使用例

【No.860】  茶／2面は二つ折り、3面は三つ折り  和紙付   

各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

文字拡大

サイズ 種類 価格 品番 表紙外寸法

６切
2面（タテ・タテ） ¥2,430 650099

328×273
3面（タテ・タテ・タテ） ¥3,430 650105

単位：mm

▪表紙材質：PVC
▪表紙：両面アンコ入り
▪中額中抜き：Vカット抜き

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
ブラウン ホワイト

6切
2面（タテ・タテ） ¥2,630 648188 648195

328×273
3面（タテ・タテ・タテ） ¥3,330 648201 648218

▪表紙材質：PVC　▪表紙：アンコ入り
▪中額中抜き：Vカット抜き　

高級普通台紙

【No.890】  2面は二つ折り、3面は三つ折り  和紙付

3面ブラウン使用例

文字拡大

ホワイトブラウン

2面ホワイト使用例

使用例

【No.540】  白／二つ折り  和紙付

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
２L（カビネ） 1面 ￥520 650891 650907 245×194
6切 1面 ￥690 650914 326×266

▪表紙材質：紙　
▪中額中抜き：ビク抜き

単位：mm

文字拡大

【No.790】  クリーム／二つ折り

使用例

単位：mm

サイズ 種類 価格 品番（タテ）　品番（ヨコ） 表紙外寸法

2L
（カビネ）

1面 ￥330 647907 647914
245×194

2面（ヨコ・ヨコ） ￥430 647921

6切 
1面 ￥530 647938 647945

326×266
2面（ヨコ・ヨコ） ￥680 647952

▪表紙材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

無地台紙

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
クリーム

6切 2面（角2枚） ¥2,150 642148 311×314

▪表紙材質：綿、紙　▪表紙：アンコなし
▪中額中抜き：ビク抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

【クロスSQ台紙 No.121 】  二つ折り

【ジョイフル ハネムーン】  二つ折り

【マリアージュ】  二つ折り

使用例

ブルームグリーン
使用例

アクア使用例

文字拡大

文字拡大

コサージュブルー

文字拡大

ブルームグリーン

文字拡大

アクア

文字拡大

リースホワイト

ピンク

文字拡大

ブーケホワイト

クリーム

クリーム

婚礼用台紙

▪表紙材質：PVC　▪表紙：片面アンコ入り
▪中額中抜き：Vカット抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

紙製の表紙と中額に色を塗ったりレースを貼るなど手作り
の1枚が作れます

各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法コサージュ
ブルー

ブルーム
グリーン

リース
ホワイト

ブーケ
ホワイト

2L（カビネ） 2面（角2枚） ¥2,190 652710 652727 652734 652741 230×220
6切 2面（角2枚） ¥3,610 652758 652765 320×310

▪表紙材質：紙　▪表紙：アンコなし
▪中額中抜き：ビク抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
アクア ピンク クリーム

2L（カビネ） 2面（角2枚） ¥1,020 652680 652697 652703 222×221
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2面使用例

3面使用例

【No.860】  茶／2面は二つ折り、3面は三つ折り  和紙付   

各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

文字拡大

サイズ 種類 価格 品番 表紙外寸法

６切
2面（タテ・タテ） ¥2,430 650099

328×273
3面（タテ・タテ・タテ） ¥3,430 650105

単位：mm

▪表紙材質：PVC
▪表紙：両面アンコ入り
▪中額中抜き：Vカット抜き

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
ブラウン ホワイト

6切
2面（タテ・タテ） ¥2,630 648188 648195

328×273
3面（タテ・タテ・タテ） ¥3,330 648201 648218

▪表紙材質：PVC　▪表紙：アンコ入り
▪中額中抜き：Vカット抜き　

高級普通台紙

【No.890】  2面は二つ折り、3面は三つ折り  和紙付

3面ブラウン使用例

文字拡大

ホワイトブラウン

2面ホワイト使用例

使用例

【No.540】  白／二つ折り  和紙付

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
２L（カビネ） 1面 ￥520 650891 650907 245×194
6切 1面 ￥690 650914 326×266

▪表紙材質：紙　
▪中額中抜き：ビク抜き

単位：mm

文字拡大

【No.790】  クリーム／二つ折り

使用例

単位：mm

サイズ 種類 価格 品番（タテ）　品番（ヨコ） 表紙外寸法

2L
（カビネ）

1面 ￥330 647907 647914
245×194

2面（ヨコ・ヨコ） ￥430 647921

6切 
1面 ￥530 647938 647945

326×266
2面（ヨコ・ヨコ） ￥680 647952

▪表紙材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

無地台紙

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
クリーム

6切 2面（角2枚） ¥2,150 642148 311×314

▪表紙材質：綿、紙　▪表紙：アンコなし
▪中額中抜き：ビク抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

【クロスSQ台紙 No.121 】  二つ折り

【ジョイフル ハネムーン】  二つ折り

【マリアージュ】  二つ折り

使用例

ブルームグリーン
使用例

アクア使用例

文字拡大

文字拡大

コサージュブルー

文字拡大

ブルームグリーン

文字拡大

アクア

文字拡大

リースホワイト

ピンク

文字拡大

ブーケホワイト

クリーム

クリーム

婚礼用台紙

▪表紙材質：PVC　▪表紙：片面アンコ入り
▪中額中抜き：Vカット抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

紙製の表紙と中額に色を塗ったりレースを貼るなど手作り
の1枚が作れます

各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法コサージュ
ブルー

ブルーム
グリーン

リース
ホワイト

ブーケ
ホワイト

2L（カビネ） 2面（角2枚） ¥2,190 652710 652727 652734 652741 230×220
6切 2面（角2枚） ¥3,610 652758 652765 320×310

▪表紙材質：紙　▪表紙：アンコなし
▪中額中抜き：ビク抜き　▪仕様：タテヨコ兼用

単位：mm

サイズ 種類 価格
品番

表紙外寸法
アクア ピンク クリーム

2L（カビネ） 2面（角2枚） ¥1,020 652680 652697 652703 222×221

7271

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Mounting  写真台紙 Mounting  写真台紙



ポケットに写真を差し込むだけのお手軽な台紙

お手軽写真台紙 ランス

2面　L 5枚セット 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ￥1,290
ブルー 601329 601350

143×104 117×78ピンク 601336 601367
クリーム 601343 601374

※5枚まとめて袋入れ　※メッセージカード5枚入

【ランス ドゥ】  2面は二つ折り、3面は三つ折り

使用例

使用例

メッセージカード

ネイビー ブルー

ミドリ

レッド ピンク

ブラウンオレンジ

ベージュ

イエロー

ホワイトクリーム

文字拡大
フランス語で
「十人十色」

▪材質：紙

▪材質：紙

ネイビー ブルー

ミドリ

ピンク

クリーム メッセージカード

2面　L 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ￥280

ネイビー 601107 601213

143×104 117×78

ブルー 601114 601220
レッド 601121 601237
ピンク 601138 601244
ミドリ 601145 601251
オレンジ 601152 601268
イエロー 601169 601275
ブラウン 601190 601305
ベージュ 601183 601299
クリーム 601176 601282
ホワイト 601206 601312

タテ

▪タテ・ヨコともに飾り角の2面付です。

ヨコ

2面　ポストカード（KGサイズ） 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

ポストカード
（KGサイズ） ￥320

ネイビー 601381 601435 161×114 136×88
ブルー 601398 601442
ピンク 601404 601459
ミドリ 601411 601466
クリーム 601428 601473 タテ

▪タテ・ヨコともに飾り角の2面付です。

ヨコ

▪材質：紙

ネイビー ブルー ミドリピンク

ブラウン ベージュ メッセージカードホワイトクリーム

2面　2L（カビネ） 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

2L
（カビネ） ￥360

ネイビー 601480 601565

188×138 162×112
ブルー 601497 601572
ピンク 601503 601589
ミドリ 601510 601596
ブラウン 601541 601626
ベージュ 601534 601619
クリーム 601527 601602
ホワイト 601558 601633

タテ

▪タテ・ヨコともに飾り角の2面付です。

ヨコ

使用例

【No.718】  クリーム／二つ折り  和紙付

単位：mm

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
2L（カビネ） 1面 ￥500 618082 618099 245×194
6切 1面 ￥790 618105 618112 326×266

文字拡大

使用例

文字拡大

【No.710】  白／二つ折り

各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

普通台紙

使用例

中額の縁は
金線仕上げ

入学式、結婚式、日常のお祝いまで幅広くお使いいただけます。

【No.700】  白／二つ折り  和紙付

単位：mm

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
2L（カビネ） 1面 ¥510 607338 607345

245×194
2L（カビネ） 2面（タテ・タテ） ¥630 607352 607369
8切 1面 ¥590 607376 607383 280×248
6切 1面 ¥720 607390 607406

326×266
6切 2面（タテ・タテ） ¥930 607413 607420
6切 集合ワイド 1面 ¥720 607437 266×326

2L（カビネ） 1面（5枚セット） ¥2,290 607444 607451 245×194

使用例

【No.712】  クリーム／三つ折り  和紙付

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
L 1面 ￥300 612264 612271 190×127

ポストカード
（KG） 1面 ￥360

612288 216×165
612295 162×222

2L（カビネ） 1面 ¥430
612301 255×180

612318 194×245

8切 1面 ￥550
612325 297×213

612332 232×301
6切 1面 ￥590 612349 612356 326×266
6切 集合ワイド 1面 ￥590 612363 266×326
A4 1面 ￥600 612370 250×337

2L（カビネ） 1面
（5枚セット） ￥2,000

612387 255×180
612394 194×245

単位：mm

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

台紙の縁は金縁仕上げ
（L判、ポストカードは除く）

文字拡大

文字拡大

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
L 1面 ￥280 647761 647778 181×142
ポストカード（KGサイズ） 1面 ￥350 647785 647792 208×154

2L（カビネ）
1面 ￥390 647808 647815

245×194
2面（角2枚） ￥480 647822 647839

6切
1面 ￥590 647846 647853

326×266
2面（角2枚） ￥720 647860 647877

A4 1面 ￥630 647884 647891 337×250

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

単位：mm

7473

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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ポケットに写真を差し込むだけのお手軽な台紙

お手軽写真台紙 ランス

2面　L 5枚セット 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ￥1,290
ブルー 601329 601350

143×104 117×78ピンク 601336 601367
クリーム 601343 601374

※5枚まとめて袋入れ　※メッセージカード5枚入

【ランス ドゥ】  2面は二つ折り、3面は三つ折り

使用例

使用例

メッセージカード

ネイビー ブルー

ミドリ

レッド ピンク

ブラウンオレンジ

ベージュ

イエロー

ホワイトクリーム

文字拡大
フランス語で
「十人十色」

▪材質：紙

▪材質：紙

ネイビー ブルー

ミドリ

ピンク

クリーム メッセージカード

2面　L 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ￥280

ネイビー 601107 601213

143×104 117×78

ブルー 601114 601220
レッド 601121 601237
ピンク 601138 601244
ミドリ 601145 601251
オレンジ 601152 601268
イエロー 601169 601275
ブラウン 601190 601305
ベージュ 601183 601299
クリーム 601176 601282
ホワイト 601206 601312

タテ

▪タテ・ヨコともに飾り角の2面付です。

ヨコ

2面　ポストカード（KGサイズ） 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

ポストカード
（KGサイズ） ￥320

ネイビー 601381 601435 161×114 136×88
ブルー 601398 601442
ピンク 601404 601459
ミドリ 601411 601466
クリーム 601428 601473 タテ

▪タテ・ヨコともに飾り角の2面付です。

ヨコ

▪材質：紙

ネイビー ブルー ミドリピンク

ブラウン ベージュ メッセージカードホワイトクリーム

2面　2L（カビネ） 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

2L
（カビネ） ￥360

ネイビー 601480 601565

188×138 162×112
ブルー 601497 601572
ピンク 601503 601589
ミドリ 601510 601596
ブラウン 601541 601626
ベージュ 601534 601619
クリーム 601527 601602
ホワイト 601558 601633

タテ

▪タテ・ヨコともに飾り角の2面付です。

ヨコ

使用例

【No.718】  クリーム／二つ折り  和紙付

単位：mm

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
2L（カビネ） 1面 ￥500 618082 618099 245×194
6切 1面 ￥790 618105 618112 326×266

文字拡大

使用例

文字拡大

【No.710】  白／二つ折り

各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

普通台紙

使用例

中額の縁は
金線仕上げ

入学式、結婚式、日常のお祝いまで幅広くお使いいただけます。

【No.700】  白／二つ折り  和紙付

単位：mm

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
2L（カビネ） 1面 ¥510 607338 607345

245×194
2L（カビネ） 2面（タテ・タテ） ¥630 607352 607369
8切 1面 ¥590 607376 607383 280×248
6切 1面 ¥720 607390 607406

326×266
6切 2面（タテ・タテ） ¥930 607413 607420
6切 集合ワイド 1面 ¥720 607437 266×326

2L（カビネ） 1面（5枚セット） ¥2,290 607444 607451 245×194

使用例

【No.712】  クリーム／三つ折り  和紙付

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
L 1面 ￥300 612264 612271 190×127

ポストカード
（KG） 1面 ￥360

612288 216×165
612295 162×222

2L（カビネ） 1面 ¥430
612301 255×180

612318 194×245

8切 1面 ￥550
612325 297×213

612332 232×301
6切 1面 ￥590 612349 612356 326×266
6切 集合ワイド 1面 ￥590 612363 266×326
A4 1面 ￥600 612370 250×337

2L（カビネ） 1面
（5枚セット） ￥2,000

612387 255×180
612394 194×245

単位：mm

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

台紙の縁は金縁仕上げ
（L判、ポストカードは除く）

文字拡大

文字拡大

サイズ 種類 価格 品番（タテ） 品番（ヨコ） 表紙外寸法
L 1面 ￥280 647761 647778 181×142
ポストカード（KGサイズ） 1面 ￥350 647785 647792 208×154

2L（カビネ）
1面 ￥390 647808 647815

245×194
2面（角2枚） ￥480 647822 647839

6切
1面 ￥590 647846 647853

326×266
2面（角2枚） ￥720 647860 647877

A4 1面 ￥630 647884 647891 337×250

▪材質：紙　▪中額中抜き：ビク抜き

単位：mm

7473

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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【葬儀台紙 No.116 藤】  二つ折り  和紙付

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

メモリアル台紙

【長寿祝い台紙 還暦・古希・米寿】  二つ折り

【メモリアル台紙】  二つ折り  和紙付

長寿祝い台紙
各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

文字拡大

文字拡大

文字拡大

模様拡大

還暦

想 りんどう

蓮 うすべに

古希 米寿

単位：mm

サイズ 価格 品名 品番 表紙外寸法 中額

2L（カビネ） ￥1,800
還暦 631579

221×225古希 631586
米寿 631593

単位：mm

サイズ 価格 品名 品番 表紙外寸法

2L（カビネ）
1面 ¥760

想（おもう）りんどう 649444
194×244

蓮（はす）うすべに 649451

▪表紙材質：ペーパークロス（非塩ビ製）　▪中額中抜き：Vカット抜き
▪表紙：アンコなし　▪中額（3枚入）：2L 1枚用、L 2枚用、色紙　▪仕様：タテヨコ兼用

▪表紙材質：紙
▪中額中抜き：Vカット抜き

使用例

メッセージカード
ローズ トパーズ

【ランス ルーチェ】二つ折り

【シーン ランス】二つ折り

イタリア語で
「幸福な日」

マリン

▪タテ・ヨコともに飾り角2面付です。

ヨコタテ

2面 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ¥330
マリン 602104 602135

143×104 117×78ローズ 602111 602142
トパーズ 602128 602159

2L
（カビネ） ¥430

マリン 602166 602197
188×138 162×112ローズ 602173 602203

トパーズ 602180 602210

▪材質：紙　▪やさしいマーブル模様紙を使用

【ランス ドゥ】  3面　三つ折り

【ランス】  二つ折り

3面 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ¥390
ブルー 601640 601671

143×104 117×78ピンク 601657 601688
クリーム 601664 601695

2L
（カビネ） ¥480

ブルー 601701 601732
188×138 162×112ピンク 601718 601749

クリーム 601725 601756

▪材質：紙

▪タテ・ヨコともに飾り角の3面付です。

タテ ヨコ

メッセージカードブルー ピンク クリーム

使用例

メッセージカードブラックオレンジ

2面　ましかく（ましかく89） 単位：mm

サイズ 価格 カラー 品番 表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）

ましかく89
（89×89） ￥220

オレンジ 667042
101×103 78×78

ブラック 667066

▪対応写真サイズ
ましかく89 ： 89×89mm（ましかくスクエアプリント）

ましかくサイズ（89） 対応
スマホのカメラアプリで撮った写真に！
Lサイズ（短辺89mm）、
プリントの端を切ってましかくにしてもOK！

使用例 ▪材質：紙

2面 単位：mm

サイズ 価格 品名 品番 表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）

L ￥330

マリー ネイビー 600940

105×143 78×117

ベイビー ブルー 600957
thank レッド 600964
ハピバ オレンジ 600971
cheers イエロー 600988
ミズヒキ ホワイト 600995
アリガトウピンク 600926
オメデトウクリーム 600933

▪材質：紙

マリー ネイビー

ハピバ オレンジ

アリガトウ ピンク

ベイビー ブルー thank レッド

使用例

cheers イエロー

オメデトウ クリーム

ミズヒキ ホワイト

メッセージカード

▪角丸の2面付です。
ヨコ

単位：mm

サイズ 価格 品番（ヨコ） 表紙外寸法
6切 1面 ¥690 649437 266×326

▪材質：紙
▪中額中抜き：ビク抜き

7675

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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【葬儀台紙 No.116 藤】  二つ折り  和紙付

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

メモリアル台紙

【長寿祝い台紙 還暦・古希・米寿】  二つ折り

【メモリアル台紙】  二つ折り  和紙付

長寿祝い台紙
各台紙の中抜きサイズは69ページのサイズ表をご参照下さい。

文字拡大

文字拡大

文字拡大

模様拡大

還暦

想 りんどう

蓮 うすべに

古希 米寿

単位：mm

サイズ 価格 品名 品番 表紙外寸法 中額

2L（カビネ） ￥1,800
還暦 631579

221×225古希 631586
米寿 631593

単位：mm

サイズ 価格 品名 品番 表紙外寸法

2L（カビネ）
1面 ¥760

想（おもう）りんどう 649444
194×244

蓮（はす）うすべに 649451

▪表紙材質：ペーパークロス（非塩ビ製）　▪中額中抜き：Vカット抜き
▪表紙：アンコなし　▪中額（3枚入）：2L 1枚用、L 2枚用、色紙　▪仕様：タテヨコ兼用

▪表紙材質：紙
▪中額中抜き：Vカット抜き

使用例

メッセージカード
ローズ トパーズ

【ランス ルーチェ】二つ折り

【シーン ランス】二つ折り

イタリア語で
「幸福な日」

マリン

▪タテ・ヨコともに飾り角2面付です。

ヨコタテ

2面 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ¥330
マリン 602104 602135

143×104 117×78ローズ 602111 602142
トパーズ 602128 602159

2L
（カビネ） ¥430

マリン 602166 602197
188×138 162×112ローズ 602173 602203

トパーズ 602180 602210

▪材質：紙　▪やさしいマーブル模様紙を使用

【ランス ドゥ】  3面　三つ折り

【ランス】  二つ折り

3面 単位：mm

サイズ 価格 カラー
品番

表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）タテ ヨコ

L ¥390
ブルー 601640 601671

143×104 117×78ピンク 601657 601688
クリーム 601664 601695

2L
（カビネ） ¥480

ブルー 601701 601732
188×138 162×112ピンク 601718 601749

クリーム 601725 601756

▪材質：紙

▪タテ・ヨコともに飾り角の3面付です。

タテ ヨコ

メッセージカードブルー ピンク クリーム

使用例

メッセージカードブラックオレンジ

2面　ましかく（ましかく89） 単位：mm

サイズ 価格 カラー 品番 表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）

ましかく89
（89×89） ￥220

オレンジ 667042
101×103 78×78

ブラック 667066

▪対応写真サイズ
ましかく89 ： 89×89mm（ましかくスクエアプリント）

ましかくサイズ（89） 対応
スマホのカメラアプリで撮った写真に！
Lサイズ（短辺89mm）、
プリントの端を切ってましかくにしてもOK！

使用例 ▪材質：紙

2面 単位：mm

サイズ 価格 品名 品番 表紙外寸法 画面サイズ
（中抜きサイズ）

L ￥330

マリー ネイビー 600940

105×143 78×117

ベイビー ブルー 600957
thank レッド 600964
ハピバ オレンジ 600971
cheers イエロー 600988
ミズヒキ ホワイト 600995
アリガトウピンク 600926
オメデトウクリーム 600933

▪材質：紙

マリー ネイビー

ハピバ オレンジ

アリガトウ ピンク

ベイビー ブルー thank レッド

使用例

cheers イエロー

オメデトウ クリーム

ミズヒキ ホワイト

メッセージカード

▪角丸の2面付です。
ヨコ

単位：mm

サイズ 価格 品番（ヨコ） 表紙外寸法
6切 1面 ¥690 649437 266×326

▪材質：紙
▪中額中抜き：ビク抜き

7675

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Mounting  写真台紙 Mounting  写真台紙



写真を配るときや送るときに保護する乳白色半透明ポリエチレンの袋です。
切手など湿気を防ぎたいものの一時保管にも。使いやすい30枚をパックにしました。

使用例

【クリアポケット】1枚ぴったり収納できるジャストサイズ

単位：mm

▪材質:PP

サイズ 枚数 価格 品番 型番 袋寸法
名刺

30枚入

¥160 611377 KOP-57 57×95
B7（L） ¥200 611353 KOP-93 93×130
A6（KG） ¥260 611339 KOP-110 110×150
B6（2L） ¥330 611322 KOP-130 130×185
A5

20枚入
¥320 611391 KOP-150 150×210

B5 ¥400 611315 KOP-190 190×260
A4 ¥480 611308 KOP-220 220×300
B4

10枚入
¥460 611292 KOP-260 260×365

A3 ¥560 611384 KOP-300 300×420

台紙袋

6切2L

【スクウェア台紙袋 ポートレート】

単位：mm

サイズ 価格 品番 袋寸法
2L（カビネ） ¥850 657050 270×255
6切 ¥1,100 657067 360×350

▪材質：紙　▪  5枚入　▪収納可能台紙：スクウェアシリーズ

【普通台紙袋 ポートレート】

サイズ 価格 品番 袋寸法
2L（カビネ） ¥850 657074 290×230

▪材質：紙　▪  5枚入
▪ 収納可能台紙：婚礼用台紙、高級普通台紙、普通台紙

単位：mm

2L

使用例

L PC 2L

【ショーレックス袋】

サイズ 価格 品番 型番 袋寸法
L ¥220 669183 P-S1-L 150×110
PC（ポストカード） ¥230 669190 P-S1-PC 180×110
2L（カビネ） ¥300 669206 P-S1-2L 200×150

▪材質:乳白色半透明ポリエチレン　▪30枚入

単位：mm

単位：mm

サイズ 価格 品番 表紙外寸法
L ￥570 649406 184×140

▪材質：紙
▪中額中抜き：Vカット抜き

【遺影用 マウントスタンド No.113】ブラウン／二つ折り

スタンド使用例文字拡大

▪表紙、中額への名入れ印刷も承っております。
▪詳細はお取り扱い店までお問い合わせください。

お客様のご希望により、オリジナル台紙も作成いたします。
婚礼、ポートレートはもちろん、特別な行事、祝祭にもご利用ください。

写真台紙の中額中抜きのご変更を承っております。お客様のご希望にあわせ
て、抜型の変更（例．角・角・角→角・角・だ円）や中抜きサイズの変更が可能です。
▪詳細はお取り扱い店までお問い合わせください。

名入れ印刷

額

和紙
表
紙

特別製台紙の製作 中抜きサイズの変更

オリジナルサービス（有料）のご案内 カタログ掲載商品の変更も承ります。

遺影用マウントスタンド 

サイズ 価格 品番（ヨコ） 袋寸法
大名刺 ¥1,430 657005 75×105
2L（カビネ） ¥2,750 657029 135×200
グランドカビネ ¥3,190 657043 135×230
大8切 ¥3,850 657036 165×225

▪材質：紙　▪  100枚入

単位：mm

写真袋／差し込みホルダー
【写真袋】 【差し込みホルダー】

使用例

単位：mm

サイズ 枚数 価格 品番（タテ） 袋寸法
名刺1/2 100枚入 ¥1,650 656008 85×60
大手札

50枚入
¥1,650 656022 152×105

大カビネ ¥3,030 656039 205×145

▪材質：紙　

7877

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Mounting  写真台紙 Mounting  写真台紙／写真収納用品

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は茶色の品番の前に会社コード4960369、黒色の品番の前に会社コード4977187を入れてください。



写真を配るときや送るときに保護する乳白色半透明ポリエチレンの袋です。
切手など湿気を防ぎたいものの一時保管にも。使いやすい30枚をパックにしました。

使用例

【クリアポケット】1枚ぴったり収納できるジャストサイズ

単位：mm

▪材質:PP

サイズ 枚数 価格 品番 型番 袋寸法
名刺

30枚入

¥160 611377 KOP-57 57×95
B7（L） ¥200 611353 KOP-93 93×130
A6（KG） ¥260 611339 KOP-110 110×150
B6（2L） ¥330 611322 KOP-130 130×185
A5

20枚入
¥320 611391 KOP-150 150×210

B5 ¥400 611315 KOP-190 190×260
A4 ¥480 611308 KOP-220 220×300
B4

10枚入
¥460 611292 KOP-260 260×365

A3 ¥560 611384 KOP-300 300×420

台紙袋

6切2L

【スクウェア台紙袋 ポートレート】

単位：mm

サイズ 価格 品番 袋寸法
2L（カビネ） ¥850 657050 270×255
6切 ¥1,100 657067 360×350

▪材質：紙　▪  5枚入　▪収納可能台紙：スクウェアシリーズ

【普通台紙袋 ポートレート】

サイズ 価格 品番 袋寸法
2L（カビネ） ¥850 657074 290×230

▪材質：紙　▪  5枚入
▪ 収納可能台紙：婚礼用台紙、高級普通台紙、普通台紙

単位：mm

2L

使用例

L PC 2L

【ショーレックス袋】

サイズ 価格 品番 型番 袋寸法
L ¥220 669183 P-S1-L 150×110
PC（ポストカード） ¥230 669190 P-S1-PC 180×110
2L（カビネ） ¥300 669206 P-S1-2L 200×150

▪材質:乳白色半透明ポリエチレン　▪30枚入

単位：mm

単位：mm

サイズ 価格 品番 表紙外寸法
L ￥570 649406 184×140

▪材質：紙
▪中額中抜き：Vカット抜き

【遺影用 マウントスタンド No.113】ブラウン／二つ折り

スタンド使用例文字拡大

▪表紙、中額への名入れ印刷も承っております。
▪詳細はお取り扱い店までお問い合わせください。

お客様のご希望により、オリジナル台紙も作成いたします。
婚礼、ポートレートはもちろん、特別な行事、祝祭にもご利用ください。

写真台紙の中額中抜きのご変更を承っております。お客様のご希望にあわせ
て、抜型の変更（例．角・角・角→角・角・だ円）や中抜きサイズの変更が可能です。
▪詳細はお取り扱い店までお問い合わせください。

名入れ印刷

額

和紙
表
紙

特別製台紙の製作 中抜きサイズの変更

オリジナルサービス（有料）のご案内 カタログ掲載商品の変更も承ります。

遺影用マウントスタンド 

サイズ 価格 品番（ヨコ） 袋寸法
大名刺 ¥1,430 657005 75×105
2L（カビネ） ¥2,750 657029 135×200
グランドカビネ ¥3,190 657043 135×230
大8切 ¥3,850 657036 165×225

▪材質：紙　▪  100枚入

単位：mm

写真袋／差し込みホルダー
【写真袋】 【差し込みホルダー】

使用例

単位：mm

サイズ 枚数 価格 品番（タテ） 袋寸法
名刺1/2 100枚入 ¥1,650 656008 85×60
大手札

50枚入
¥1,650 656022 152×105

大カビネ ¥3,030 656039 205×145

▪材質：紙　

7877

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Mounting  写真台紙 Mounting  写真台紙／写真収納用品

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は茶色の品番の前に会社コード4960369、黒色の品番の前に会社コード4977187を入れてください。



オフホワイトローズ青空と家フラワーパステル

フラワーピンクラベンダー キャンディ2 フラワーホワイト

【Pポケットアルバム NP】
薄くて持ち運びがしやすいポケットアルバム

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
フラワーパステル 青空と家 海と鳥

L 20 ¥250
526905

 L サイズ：20 枚 W104×H141×D8
APNP-L20-UTT

L 40 ¥330
526981

 L サイズ：40 枚 W145×H197×D8
APNP-L40-UTT

KG（ハガキ） ¥280
527568 527063

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）  KG サイズ：20 枚 W120×H165×D8

APNP-KG20-AZI APNP-PC20-UTT

2L ¥330
527834 527599 527148

 2L サイズ：20 枚 W145×H197×D8
APNP-2L20-FPT APNP-2L20-AZI APNP-2L20-UTT

▪材質：PP、紙

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
ラベンダー フラワーピンク キャンディ2

L 20 ¥250
526912 526936 526943

 L サイズ：20 枚 W104×H141×D8
APNP-L20-LVD APNP-L20-FWP APNP-L20-CA2

L 40 ¥330
526998 527018 527025

 L サイズ：40 枚 W145×H197×D8
APNP-L40-LVD APNP-L40-FWP APNP-L40-CA2

KG（ハガキ） ¥280
527070 527094 527100

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）  KG サイズ：20 枚 W120×H165×D8

APNP-PC20-LVD APNP-PC20-FWP APNP-PC20-CA2

2L ¥330
527155 527179 527186

 2L サイズ：20 枚 W145×H197×D8
APNP-2L20-LVD APNP-2L20-FWP APNP-2L20-CA2

Pポケットアルバム NP

サイズ 価格 仕様 表紙サイズ（mm）
フラワーホワイト

L 20 ¥250
526967

 L サイズ：20 枚 W104×H141×D8
APNP-L20-FWW

L 40 ¥330
527049

 L サイズ：40 枚 W145×H197×D8
APNP-L40-FWW

KG（ハガキ） ¥280
527124

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）  KG サイズ：20 枚 W120×H165×D8

APNP-PC20-FWW

2L ¥330
527209

 2L サイズ：20 枚 W145×H197×D8
APNP-2L20-FWW

海と鳥

L56ネイビー 黒ポケット L56ホワイト 白ポケット L56ブラック 黒ポケット

L80小花ブルー
※小花ブルーはＬ80のみ

白ポケット L80小花ピンク
※小 花ピンクはL56、
Ｌ80のみ

白ポケット L80小花イエロー
※小花イエローは
L80のみ

白ポケット

▪サックケース付　
▪インデックスシール付
▪CDまたはDVD：2枚収納　
▪主な材質：PP

プリントと
いっしょに
画像データCD
も収納！

ＣＤポケット付

【ビュート＋（プラス）】

L480
ブラック

A4（タテ） A4（ヨコ） A3 A3ノビ

サイズ 価格 品番 型番 仕様 ポケットサイズ（mm） 表紙サイズ（mm）

A4（タテ） ¥1,670 518740 ADP4-A4TBK A4またはワイド6切40枚
（1シートあたり2枚×20シート）収納 約W220×H310 W236×H320×D20

A4（ヨコ） ¥1,670 518757 ADP4-A4YBK A4（ヨコ）またはワイド6切40枚
（1シートあたり2枚×20シート）収納 約W315×H215 W331×H225×D20

A3 ¥2,190 518764 ADP4-A3BK A3　20枚
（1シートあたり2枚×10シート）収納 約W315×H420 W331×H433×D16

A3ノビ ¥2,580 518771 ADP4-A3NBK A3ノビ　20枚
（1シートあたり2枚×10シート）収納 約W340×H485 W363×H499×D16

【プロフェッショナルプリントアルバム IV】
写真の美しさを引き立たせるポケットアルバム

▪材質：PP　▪PPサックケース付

ポケットアルバム

サックケース付

A4 ワイド
6切

A4 ワイド6切

A3 A3

A3
ノビ

A3
ノビ

黒台紙を使用したポケット
見出し裏面はタイトルを記入可能

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ
（mm）ネイビー ホワイト ブラック 小花ブルー 小花ピンク 小花イエロー

L 56 ¥550
535501 535525 535532 535556 Lサイズ：56枚

※KG（ハガキ）サイズ：28枚
W153×H200×
D14ABP-L56NV ABP-L56WT ABP-L56BK ABP-L56KPK

L 80 ¥580
535563 535587 535594 535600 535617 535846 Lサイズ：80枚

※KG（ハガキ）サイズ：40枚
W153×H200×
D18ABP-L80NV ABP-L80WT ABP-L80BK ABP-L80KBL ABP-L80KPK ABP-L80KYL

L 160 ¥770
535655 Lサイズ：160枚

※KG（ハガキ）サイズ：80枚
W153×H200×
D35ABP-L160BK

L 480 ¥1,670
535709 535716 Lサイズ：480枚

※パノラマサイズ：160枚
W153×H294×
D60ABP-L480WT ABP-L480BK

2L 80 ¥770
535761 535785 535792 2Lサイズ：80枚

※LLサイズ、カビネサイズにも対応
W153×H200×
D35ABP-2L80NV ABP-2L80WT ABP-2L80BK

2L 160 ¥1,470
535822 535839 2Lサイズ：160枚

※LLサイズ、カビネサイズにも対応
W212×H281×
D35ABP-2L160WT ABP-2L160BK

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）

8079

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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オフホワイトローズ青空と家フラワーパステル

フラワーピンクラベンダー キャンディ2 フラワーホワイト

【Pポケットアルバム NP】
薄くて持ち運びがしやすいポケットアルバム

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
フラワーパステル 青空と家 海と鳥

L 20 ¥250
526905

 L サイズ：20 枚 W104×H141×D8
APNP-L20-UTT

L 40 ¥330
526981

 L サイズ：40 枚 W145×H197×D8
APNP-L40-UTT

KG（ハガキ） ¥280
527568 527063

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）  KG サイズ：20 枚 W120×H165×D8

APNP-KG20-AZI APNP-PC20-UTT

2L ¥330
527834 527599 527148

 2L サイズ：20 枚 W145×H197×D8
APNP-2L20-FPT APNP-2L20-AZI APNP-2L20-UTT

▪材質：PP、紙

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
ラベンダー フラワーピンク キャンディ2

L 20 ¥250
526912 526936 526943

 L サイズ：20 枚 W104×H141×D8
APNP-L20-LVD APNP-L20-FWP APNP-L20-CA2

L 40 ¥330
526998 527018 527025

 L サイズ：40 枚 W145×H197×D8
APNP-L40-LVD APNP-L40-FWP APNP-L40-CA2

KG（ハガキ） ¥280
527070 527094 527100

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）  KG サイズ：20 枚 W120×H165×D8

APNP-PC20-LVD APNP-PC20-FWP APNP-PC20-CA2

2L ¥330
527155 527179 527186

 2L サイズ：20 枚 W145×H197×D8
APNP-2L20-LVD APNP-2L20-FWP APNP-2L20-CA2

Pポケットアルバム NP

サイズ 価格 仕様 表紙サイズ（mm）
フラワーホワイト

L 20 ¥250
526967

 L サイズ：20 枚 W104×H141×D8
APNP-L20-FWW

L 40 ¥330
527049

 L サイズ：40 枚 W145×H197×D8
APNP-L40-FWW

KG（ハガキ） ¥280
527124

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）  KG サイズ：20 枚 W120×H165×D8

APNP-PC20-FWW

2L ¥330
527209

 2L サイズ：20 枚 W145×H197×D8
APNP-2L20-FWW

海と鳥

L56ネイビー 黒ポケット L56ホワイト 白ポケット L56ブラック 黒ポケット

L80小花ブルー
※小花ブルーはＬ80のみ

白ポケット L80小花ピンク
※小 花ピンクはL56、
Ｌ80のみ

白ポケット L80小花イエロー
※小花イエローは
L80のみ

白ポケット

▪サックケース付　
▪インデックスシール付
▪CDまたはDVD：2枚収納　
▪主な材質：PP

プリントと
いっしょに
画像データCD
も収納！

ＣＤポケット付

【ビュート＋（プラス）】

L480
ブラック

A4（タテ） A4（ヨコ） A3 A3ノビ

サイズ 価格 品番 型番 仕様 ポケットサイズ（mm） 表紙サイズ（mm）

A4（タテ） ¥1,670 518740 ADP4-A4TBK A4またはワイド6切40枚
（1シートあたり2枚×20シート）収納 約W220×H310 W236×H320×D20

A4（ヨコ） ¥1,670 518757 ADP4-A4YBK A4（ヨコ）またはワイド6切40枚
（1シートあたり2枚×20シート）収納 約W315×H215 W331×H225×D20

A3 ¥2,190 518764 ADP4-A3BK A3　20枚
（1シートあたり2枚×10シート）収納 約W315×H420 W331×H433×D16

A3ノビ ¥2,580 518771 ADP4-A3NBK A3ノビ　20枚
（1シートあたり2枚×10シート）収納 約W340×H485 W363×H499×D16

【プロフェッショナルプリントアルバム IV】
写真の美しさを引き立たせるポケットアルバム

▪材質：PP　▪PPサックケース付

ポケットアルバム

サックケース付

A4 ワイド
6切

A4 ワイド6切

A3 A3

A3
ノビ

A3
ノビ

黒台紙を使用したポケット
見出し裏面はタイトルを記入可能

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ
（mm）ネイビー ホワイト ブラック 小花ブルー 小花ピンク 小花イエロー

L 56 ¥550
535501 535525 535532 535556 Lサイズ：56枚

※KG（ハガキ）サイズ：28枚
W153×H200×
D14ABP-L56NV ABP-L56WT ABP-L56BK ABP-L56KPK

L 80 ¥580
535563 535587 535594 535600 535617 535846 Lサイズ：80枚

※KG（ハガキ）サイズ：40枚
W153×H200×
D18ABP-L80NV ABP-L80WT ABP-L80BK ABP-L80KBL ABP-L80KPK ABP-L80KYL

L 160 ¥770
535655 Lサイズ：160枚

※KG（ハガキ）サイズ：80枚
W153×H200×
D35ABP-L160BK

L 480 ¥1,670
535709 535716 Lサイズ：480枚

※パノラマサイズ：160枚
W153×H294×
D60ABP-L480WT ABP-L480BK

2L 80 ¥770
535761 535785 535792 2Lサイズ：80枚

※LLサイズ、カビネサイズにも対応
W153×H200×
D35ABP-2L80NV ABP-2L80WT ABP-2L80BK

2L 160 ¥1,470
535822 535839 2Lサイズ：160枚

※LLサイズ、カビネサイズにも対応
W212×H281×
D35ABP-2L160WT ABP-2L160BK

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ）
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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プリントをシステマティックに収納できます。

ブルー ホワイト ブラック

省資源化対応

【SF-1 プリントファイル】 ●写真はL（E）用です

▪30穴バインダー　▪PPサックケース付　▪材質 バインダー：PP、台紙：紙、PP

【SF-1 プリントファイル替台紙】別売
L（E）用
品番：520460

▪L（E）用10シート
　（1シートあたり12枚収納可能）　ネガケース付

各 ¥1,200

収納方向

4切用
品番：520484

▪4切用10シート
　（1シートあたり2枚収納可能）　ネガケース付

収納方向

2L（カビネ）用
品番：520477

▪2L（カビネ）用10シート
　（1シートあたり4枚収納可能）　ネガケース付

収納方向

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー ホワイト ブラック

L（E）

¥2,900

520712 520705 520736 L（E）用台紙：120枚収納 
10シート（1シートあたり12枚収納可能）　ネガケース付

W310×H322×D302L（カビネ） 520811 520804 2L（カビネ）用台紙：40枚収納 
10シート（1シートあたり4枚収納可能）　ネガケース付

4切 520910 520903 520897 4切用台紙：20枚収納 
10シート（1シートあたり2枚収納可能）　ネガケース付

フォトシステムファイル

ブルー ブラック

【SF-6 ポストカードファイル】
省資源化対応

▪30穴バインダー　▪PPサックケース付　▪材質 バインダー︰PP　台紙︰紙、PP

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー ブラック

ポストカード ¥2,900 520941 520972 ポストカード用台紙：80枚収納
10シート（1シートあたり8枚収納可能） W310×H322×D30

【システムバインダー（表紙のみ）】

価格
品番

ブルー ホワイト ブラック
¥2,150 520613 520606 520675
仕様　SFシリーズ共通バインダー（表紙のみ）
表紙サイズ　W310×H322×D30mm

▪ 30穴バインダー　
▪ PPサックケース付

【SF-6 ポストカードファイル替台紙】別売

▪ ポストカード用10シート 
（1シートあたり8枚収納可能） 
　Cタイプ収納可能

ポストカード用
品番：520965
¥1,200

収納方向

▪材質：PP、紙

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
フラワーブルー チーズ 青空の丘

L ¥250
527636 527216  L サイズ：20 枚 W144×H104×D8
APNP-LY-FBL APNP-LY-AZO

KG（ハガキ） ¥280
527667 527674 527292

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ） KG サイズ：20 枚 W169×H117×D8

APNP-KGY-FBL APNP-KGY-CHS APNP-KGY-AZO

2L ¥330
527698 527704 527377

2L サイズ：20 枚 W195×H142×D8
APNP-2LY-FBL APNP-2LY-CHS APNP-2LY-AZO

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
ピンクブーケ 窓辺のカメラ フラワーズ

L ¥250
527247 527278  L サイズ：20 枚 W144×H104×D8
APNP-LY-PBQ APNP-LY-FWS

KG（ハガキ） ¥280
527322 527339 527353

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ） KG サイズ：20 枚 W169×H117×D8

APNP-KGY-PBQ APNP-KGY-MCM APNP-KGY-FWS

2L ¥330
527407 527414 527438

2L サイズ：20 枚 W195×H142×D8
APNP-2LY-PBQ APNP-2LY-MCM APNP-2LY-FWS

【Pポケットアルバム NP ヨコ】

ピンクブーケ 窓辺のカメラ フラワーズ

フラワーブルー チーズ 青空の丘

価格
品番／型番

表紙サイズ（mm）
双葉ホワイト

¥290
524338

W156×H197×D5
AP-M04W

▪材質：紙、PVC

双葉ホワイト

収納例

Lサイズ
40枚

2L
（カビネ）
サイズ
20枚

ポストカード
サイズ
20枚

2L
（カビネ）

【ミニピタットアルバム】静電吸着シートで3サイズのプリントやチケットなどが入れられるポケット式アルバム

ミニピタットアルバム

8281

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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プリントをシステマティックに収納できます。

ブルー ホワイト ブラック

省資源化対応

【SF-1 プリントファイル】 ●写真はL（E）用です

▪30穴バインダー　▪PPサックケース付　▪材質 バインダー：PP、台紙：紙、PP

【SF-1 プリントファイル替台紙】別売
L（E）用
品番：520460

▪L（E）用10シート
　（1シートあたり12枚収納可能）　ネガケース付

各 ¥1,200

収納方向

4切用
品番：520484

▪4切用10シート
　（1シートあたり2枚収納可能）　ネガケース付

収納方向

2L（カビネ）用
品番：520477

▪2L（カビネ）用10シート
　（1シートあたり4枚収納可能）　ネガケース付

収納方向

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー ホワイト ブラック

L（E）

¥2,900

520712 520705 520736 L（E）用台紙：120枚収納 
10シート（1シートあたり12枚収納可能）　ネガケース付

W310×H322×D302L（カビネ） 520811 520804 2L（カビネ）用台紙：40枚収納 
10シート（1シートあたり4枚収納可能）　ネガケース付

4切 520910 520903 520897 4切用台紙：20枚収納 
10シート（1シートあたり2枚収納可能）　ネガケース付

フォトシステムファイル

ブルー ブラック

【SF-6 ポストカードファイル】
省資源化対応

▪30穴バインダー　▪PPサックケース付　▪材質 バインダー︰PP　台紙︰紙、PP

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー ブラック

ポストカード ¥2,900 520941 520972 ポストカード用台紙：80枚収納
10シート（1シートあたり8枚収納可能） W310×H322×D30

【システムバインダー（表紙のみ）】

価格
品番

ブルー ホワイト ブラック
¥2,150 520613 520606 520675
仕様　SFシリーズ共通バインダー（表紙のみ）
表紙サイズ　W310×H322×D30mm

▪ 30穴バインダー　
▪ PPサックケース付

【SF-6 ポストカードファイル替台紙】別売

▪ ポストカード用10シート 
（1シートあたり8枚収納可能） 
　Cタイプ収納可能

ポストカード用
品番：520965
¥1,200

収納方向

▪材質：PP、紙

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
フラワーブルー チーズ 青空の丘

L ¥250
527636 527216  L サイズ：20 枚 W144×H104×D8
APNP-LY-FBL APNP-LY-AZO

KG（ハガキ） ¥280
527667 527674 527292

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ） KG サイズ：20 枚 W169×H117×D8

APNP-KGY-FBL APNP-KGY-CHS APNP-KGY-AZO

2L ¥330
527698 527704 527377

2L サイズ：20 枚 W195×H142×D8
APNP-2LY-FBL APNP-2LY-CHS APNP-2LY-AZO

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
ピンクブーケ 窓辺のカメラ フラワーズ

L ¥250
527247 527278  L サイズ：20 枚 W144×H104×D8
APNP-LY-PBQ APNP-LY-FWS

KG（ハガキ） ¥280
527322 527339 527353

KG
（ハガキ）

KG
（ハガキ） KG サイズ：20 枚 W169×H117×D8

APNP-KGY-PBQ APNP-KGY-MCM APNP-KGY-FWS

2L ¥330
527407 527414 527438

2L サイズ：20 枚 W195×H142×D8
APNP-2LY-PBQ APNP-2LY-MCM APNP-2LY-FWS

【Pポケットアルバム NP ヨコ】

ピンクブーケ 窓辺のカメラ フラワーズ

フラワーブルー チーズ 青空の丘

価格
品番／型番

表紙サイズ（mm）
双葉ホワイト

¥290
524338

W156×H197×D5
AP-M04W

▪材質：紙、PVC

双葉ホワイト

収納例

Lサイズ
40枚

2L
（カビネ）
サイズ
20枚

ポストカード
サイズ
20枚

2L
（カビネ）

【ミニピタットアルバム】静電吸着シートで3サイズのプリントやチケットなどが入れられるポケット式アルバム

ミニピタットアルバム

8281

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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【A-L6W】4穴L判6枚用
メモ欄なしタイプ

【A-L6WR】セット品
全国建設業協同組合連合会指定品
建設業協会推奨品

表紙 替台紙

【A-L8W】
4穴L判8枚用

4穴A4タテタイプ 価格 品番 仕様 製品内容 表紙サイズ（mm）

セット品 A-L6WR セット品 
L判300枚収容（1シートあたり6枚収納） ¥2,200 521573 L判6枚用（メモ欄あり） 表紙5組・とじひも5本

台紙50枚
W213×H300

表紙 表紙 A4タテ共通タイプ ¥1,700 521092 表紙25組
とじひも25本

替台紙

A-L6WR 替台紙 4穴L判6枚用 ¥2,000 521566 L判6枚用（メモ欄あり） 50枚1組

A-L6W 替台紙（メモ欄なしタイプ） 4穴L判6枚用 ¥2,000 521481 L判6枚用 50枚1組

A-L8W 4穴L判8枚用 ¥2,100 521368 L判8枚用 50枚1組

セット品  ▪とじひも：スフ＋PP（ウルシ先 ゼラチン）　▪表紙：再生紙使用　▪中台紙：再生紙・ポリオレフィン系フィルム
スペア品  ▪中台紙：再生紙・ポリオレフィン系フィルム

工事用アルバム

ネガフォトアルバム（ネガフィルム／ベタ焼プリント用）

【クリアネガフォトアルバム】

ブラック

▪ 4穴バインダー式　▪ 紙製サックケース付　▪ ネガ／ベタ焼見開き収納タイプ

サイズ 価格 品番
ブラック 仕様 表紙サイズ（mm）

35mm ¥2,300 511000 420コマ収納（1シート42コマ×10シート） W270×H315×D25

▪    35mm 210コマ分
（1シート42コマ×5シート）

【クリアネガフォトアルバム用 替台紙】　¥740別売

【ネガティブアルバム プロフェッショナル35mm･120】

サイズ 価格
品番

クリアタイプ 仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー

35mm
¥2,300

515084 1260コマ収納（1シート42コマ×30シート）
W270×H315×D25

120 515046 6×6判360コマ収納（1シート12コマ×30シート）または
6×7・6×9判 240コマ収納（1シート8コマ×30シート）

▪4穴バインダー式　▪ 紙製サックケース付　▪ データラベル付

▪   35mm 420コマ分
（1シート42コマ×10シート）

35mm用
品番：515077/クリア

▪6×6判 120コマ分（1シート12コマ×10シート）
▪6×7･6×9判 80コマ分（1シート8コマ×10シート）

120用
品番：515053/クリア

【ネガティブアルバム用 スペアシート】　各¥680別売

ネガティブアルバム（ネガフィルム用）

35mm用
品番：511024

ブルー

収納方向 収納方向

収納方向

バインダーはロック付
ワンプッシュで開きます

【レポートアルバム GRANDE EL600】

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ネイビー ホワイト

L（E） ¥7,500 519631 519648 L（E）判600枚収納
（12×50シート） W330×H333×D58

▪ 4穴バインダー式（ロック付）　▪ 材質：表紙/カードボード
▪ フリーサイズネガシート付　▪ 紙製サックケース付

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブラウン

L（E） ¥7,500 520217 L（E）判600枚収納
（12×50シート） W320×H325×D60

▪ 4穴バインダー式　▪ 材質：表紙/カードボード
▪ 紙製サックケース付

【レポートアルバム 600】

ネイビー ホワイト

レポートアルバム
【レポートアルバム DX】

▪ 4穴バインダー式　▪ 材質：表紙/カードボード
▪ フリーサイズネガシート付　▪ 紙製サックケース付

レッドブルー ブラック サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー レッド ブラック

L ¥2,100 520064 520057 520071 L判120枚収納
（12×10シート） W305×H325×D27

省資源化対応

収納方向

▪カビネ判 40枚分
（1シート4枚収納×
10シート）

カビネ用
品番：520149

収納方向

▪4切判 20枚分
（1シート2枚収納×
10シート）

4切用
品番：520194

別売 【レポートアルバムDX用替台紙】　各¥1,150

収納方向

▪L判 120枚分
（1シート12枚収納×
10シート）

L用
品番：520095

※L判用はレポートアルバム GRANDE 
EL600／レポートアルバム 600共用（ ）

ブラウン

8483

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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【A-L6W】4穴L判6枚用
メモ欄なしタイプ

【A-L6WR】セット品
全国建設業協同組合連合会指定品
建設業協会推奨品

表紙 替台紙

【A-L8W】
4穴L判8枚用

4穴A4タテタイプ 価格 品番 仕様 製品内容 表紙サイズ（mm）

セット品 A-L6WR セット品 
L判300枚収容（1シートあたり6枚収納） ¥2,200 521573 L判6枚用（メモ欄あり） 表紙5組・とじひも5本

台紙50枚
W213×H300

表紙 表紙 A4タテ共通タイプ ¥1,700 521092 表紙25組
とじひも25本

替台紙

A-L6WR 替台紙 4穴L判6枚用 ¥2,000 521566 L判6枚用（メモ欄あり） 50枚1組

A-L6W 替台紙（メモ欄なしタイプ） 4穴L判6枚用 ¥2,000 521481 L判6枚用 50枚1組

A-L8W 4穴L判8枚用 ¥2,100 521368 L判8枚用 50枚1組

セット品  ▪とじひも：スフ＋PP（ウルシ先 ゼラチン）　▪表紙：再生紙使用　▪中台紙：再生紙・ポリオレフィン系フィルム
スペア品  ▪中台紙：再生紙・ポリオレフィン系フィルム

工事用アルバム

ネガフォトアルバム（ネガフィルム／ベタ焼プリント用）

【クリアネガフォトアルバム】

ブラック

▪ 4穴バインダー式　▪ 紙製サックケース付　▪ ネガ／ベタ焼見開き収納タイプ

サイズ 価格 品番
ブラック 仕様 表紙サイズ（mm）

35mm ¥2,300 511000 420コマ収納（1シート42コマ×10シート） W270×H315×D25

▪    35mm 210コマ分
（1シート42コマ×5シート）

【クリアネガフォトアルバム用 替台紙】　¥740別売

【ネガティブアルバム プロフェッショナル35mm･120】

サイズ 価格
品番

クリアタイプ 仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー

35mm
¥2,300

515084 1260コマ収納（1シート42コマ×30シート）
W270×H315×D25

120 515046 6×6判360コマ収納（1シート12コマ×30シート）または
6×7・6×9判 240コマ収納（1シート8コマ×30シート）

▪4穴バインダー式　▪ 紙製サックケース付　▪ データラベル付

▪   35mm 420コマ分
（1シート42コマ×10シート）

35mm用
品番：515077/クリア

▪6×6判 120コマ分（1シート12コマ×10シート）
▪6×7･6×9判 80コマ分（1シート8コマ×10シート）

120用
品番：515053/クリア

【ネガティブアルバム用 スペアシート】　各¥680別売

ネガティブアルバム（ネガフィルム用）

35mm用
品番：511024

ブルー

収納方向 収納方向

収納方向

バインダーはロック付
ワンプッシュで開きます

【レポートアルバム GRANDE EL600】

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ネイビー ホワイト

L（E） ¥7,500 519631 519648 L（E）判600枚収納
（12×50シート） W330×H333×D58

▪ 4穴バインダー式（ロック付）　▪ 材質：表紙/カードボード
▪ フリーサイズネガシート付　▪ 紙製サックケース付

サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブラウン

L（E） ¥7,500 520217 L（E）判600枚収納
（12×50シート） W320×H325×D60

▪ 4穴バインダー式　▪ 材質：表紙/カードボード
▪ 紙製サックケース付

【レポートアルバム 600】

ネイビー ホワイト

レポートアルバム
【レポートアルバム DX】

▪ 4穴バインダー式　▪ 材質：表紙/カードボード
▪ フリーサイズネガシート付　▪ 紙製サックケース付

レッドブルー ブラック サイズ 価格
品番

仕様 表紙サイズ（mm）
ブルー レッド ブラック

L ¥2,100 520064 520057 520071 L判120枚収納
（12×10シート） W305×H325×D27

省資源化対応

収納方向

▪カビネ判 40枚分
（1シート4枚収納×
10シート）

カビネ用
品番：520149

収納方向

▪4切判 20枚分
（1シート2枚収納×
10シート）

4切用
品番：520194

別売 【レポートアルバムDX用替台紙】　各¥1,150

収納方向

▪L判 120枚分
（1シート12枚収納×
10シート）

L用
品番：520095

※L判用はレポートアルバム GRANDE 
EL600／レポートアルバム 600共用（ ）

ブラウン

8483

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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ホワイト ブラック

ホワイト

スチールブルー ダークレッド チェリーピンク

アーミーグリーン ホワイト ブラック

ホワイト

ホワイト

ホワイト

【ポータブルメディアケースW SDXC/SDHC/SD/MicroSDカード用】
各¥1,200
カラー 品番 型番
ホワイト 371390 DMC-20WSDWT
ブラック 371406 DMC-20WSDBK

▪外寸法：W90×H66×D22mm　
▪重量：約30g
▪材質：PP（アウター）、EVA（インナー）
▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード8枚、

MicroSDカード8枚収納

【ポータブルメディアケースS SDXC/SDHC/SD/MicroSDカード用】

【ハードメモリーカードケース SD4】

▪外寸法：W48×H66×D20mm　
▪重量：約17g
▪ 材質：PP（アウター）、EVA（インナー）
▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード 4枚、

MicroSDカード 4枚収納
▪ストラップ通し付

▪外寸法：W70×H78×D30mm
▪重量：約80g（ストラップ含まず）
▪ 材質：（本体）ABS、（トレイ）TPR、
（パッキン）シリコン

▪付属品：ハンドストラップ
▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード 4枚、

MicroSDカード 4枚収納
▪ストラップ通し付

各 ¥800
カラー 品番 型番
スチールブルー 371277 DMC-20SSDBL
ダークレッド 371284 DMC-20SSDRD
チェリーピンク 371291 DMC-20SSDPK
アーミーグリーン 371307 DMC-20SSDGR
ホワイト 371314 DMC-20SSDWT
ブラック 371321 DMC-20SSDBK

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
ブルー 371536 DMC-22SD4BL
レッド 371543 DMC-22SD4RD

【ポータブルメディアケースW CFカード用】
各¥1,200
カラー 品番 型番
ホワイト 371413 DMC-20WCFWT

▪外寸法：W90×H66×D22mm　
▪重量：約30g
▪材質：PP（アウター）、EVA（インナー）
▪仕様：CFカード 4枚収納

メモリーカードケース

収納例
ブルー

レッド

▪外寸法：W142×H82×D29mm
▪重量：約120g
▪ 材質：（本体）ABS、（トレイ）TPR、
（パッキン）シリコン

▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード 12枚、
MicroSDカード 12枚収納

▪ストラップ通し付

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ブルー 371550 DMC-22SD12BL
レッド 371567 DMC-22SD12RD

【ハードメモリーカードケース SD12】

収納例
ブルー

レッド

▪外寸法：W126×H82×D27mm
▪重量：約100g
▪ 材質：（本体）ABS、（トレイ）TPR、
（パッキン）シリコン

▪ 仕様：XQDカード6枚または
CFexpress TypeBカード6枚収納

▪ストラップ通し付

各 ¥2,500
カラー 品番 型番
ブルー 371574 DMC-22XQD6BL
レッド 371581 DMC-22XQD6RD

【ハードメモリーカードケース XQD6】

収納例
ブルー

レッド

東レ製マイクロファイバー「トレシー」使用

2組入 M ¥460
品番 型番
424010 P-80WM

M ¥350
品番 型番
424041 P-80M

M ¥600
品番 型番
424058 KFB-01

2組入 L ¥460
品番 型番
424027 P-80WL

L ¥350
品番 型番
424034 P-80L

L ¥630
品番 型番
424065 KFB-04

M ¥2,180
品番 型番
423990 KTR-GVM

編集用品

使用例
使用例

【トレシーグローブ】

【静電気防止手袋】 【編集用手袋】 

使用例

▪サイズ：W105×H220mm
▪材質　手の平部分：ポリエステル

80%、ナイロン20%
　手の甲部分：ポリエステル100%

L ¥2,180
品番 型番
424003 KTR-GVL

▪サイズ：W120×H240mm
▪材質　手の平部分：ポリエステル

80%、ナイロン20%
　手の甲部分：ポリエステル100%

▪ サイズ：W100×H235mm
▪材質：ルアナ100％

『ルアナ』は東レの超制電性繊維です。

▪ サイズ：W105×H245mm　
▪ 材質：ルアナ100％

『ルアナ』は東レの超制電性繊維です。

▪ サイズ：W85×H230mm ▪材質：綿100％

▪ サイズ：W100×H240mm ▪材質：綿100％

【クリップルーペ 1.5×】
¥3,600
品番 型番
423396 KLU-CLP15

メガネ使用例

周辺が歪まないので目が疲れにくい非球面レンズのルーペ。フィルムや写真のチェックから小さな文字や地図など日常でも役立ち、部分的な確認もできる倍率5倍の副レンズ付。

【非球面ルーペL 1.5x】
¥4,300
品番 型番
423365 KLU-APL15

▪倍率：主レンズ1.5倍／副レンズ5.0倍
▪レンズサイズ：主レンズ125×61mm／副レンズФ22mm
▪重量：約100g　▪材質：アクリル樹脂

【非球面ルーペM 2.0x】
¥4,000
品番 型番
423372 KLU-APM20

▪倍率：主レンズ2.0倍／副レンズ5.0倍
▪レンズサイズ：主レンズ105×51mm／副レンズФ22mm
▪重量：約90g　▪材質：アクリル樹脂

【非球面ルーペS 2.5x】
¥3,500
品番 型番
423389 KLU-APS25

▪倍率：主レンズ2.5倍／副レンズ5.0倍
▪レンズサイズ：主レンズ85×41mm／副レンズФ22mm
▪重量：約60g　▪材質：アクリル樹脂

1.5倍の非球面レンズ 2.0倍の非球面レンズ 2.5倍の非球面レンズ

帽子装着例

ルーペ

▪倍率：1.5倍　▪レンズサイズ：74×28mm
▪サイズ：（使用時）約W75×H100×D50mm

（折りたたみ時）約W75×H25×D65mm
▪クリップ取付最大幅：約7mm　▪重量：約18g
▪材質： [レンズ]アクリル樹脂　[フレーム]ABS樹脂

小型ながら両目で拡大して見えるクリップ式ルーペ。
メガネや帽子に留めて見ながら両手で作業が可能。
クリップで付けたままでも小さくなる折りたたみ式。

5.0倍の副レンズ
5.0倍の副レンズ

5.0倍の副レンズ

折りたたみ時

8685

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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ホワイト ブラック

ホワイト

スチールブルー ダークレッド チェリーピンク

アーミーグリーン ホワイト ブラック

ホワイト

ホワイト

ホワイト

【ポータブルメディアケースW SDXC/SDHC/SD/MicroSDカード用】
各¥1,200
カラー 品番 型番
ホワイト 371390 DMC-20WSDWT
ブラック 371406 DMC-20WSDBK

▪外寸法：W90×H66×D22mm　
▪重量：約30g
▪材質：PP（アウター）、EVA（インナー）
▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード8枚、

MicroSDカード8枚収納

【ポータブルメディアケースS SDXC/SDHC/SD/MicroSDカード用】

【ハードメモリーカードケース SD4】

▪外寸法：W48×H66×D20mm　
▪重量：約17g
▪ 材質：PP（アウター）、EVA（インナー）
▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード 4枚、

MicroSDカード 4枚収納
▪ストラップ通し付

▪外寸法：W70×H78×D30mm
▪重量：約80g（ストラップ含まず）
▪ 材質：（本体）ABS、（トレイ）TPR、
（パッキン）シリコン

▪付属品：ハンドストラップ
▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード 4枚、

MicroSDカード 4枚収納
▪ストラップ通し付

各 ¥800
カラー 品番 型番
スチールブルー 371277 DMC-20SSDBL
ダークレッド 371284 DMC-20SSDRD
チェリーピンク 371291 DMC-20SSDPK
アーミーグリーン 371307 DMC-20SSDGR
ホワイト 371314 DMC-20SSDWT
ブラック 371321 DMC-20SSDBK

各 ¥1,700
カラー 品番 型番
ブルー 371536 DMC-22SD4BL
レッド 371543 DMC-22SD4RD

【ポータブルメディアケースW CFカード用】
各¥1,200
カラー 品番 型番
ホワイト 371413 DMC-20WCFWT

▪外寸法：W90×H66×D22mm　
▪重量：約30g
▪材質：PP（アウター）、EVA（インナー）
▪仕様：CFカード 4枚収納

メモリーカードケース

収納例
ブルー

レッド

▪外寸法：W142×H82×D29mm
▪重量：約120g
▪ 材質：（本体）ABS、（トレイ）TPR、
（パッキン）シリコン

▪ 仕様：SDXC/SDHC/SDカード 12枚、
MicroSDカード 12枚収納

▪ストラップ通し付

各 ¥2,700
カラー 品番 型番
ブルー 371550 DMC-22SD12BL
レッド 371567 DMC-22SD12RD

【ハードメモリーカードケース SD12】

収納例
ブルー

レッド

▪外寸法：W126×H82×D27mm
▪重量：約100g
▪ 材質：（本体）ABS、（トレイ）TPR、
（パッキン）シリコン

▪ 仕様：XQDカード6枚または
CFexpress TypeBカード6枚収納

▪ストラップ通し付

各 ¥2,500
カラー 品番 型番
ブルー 371574 DMC-22XQD6BL
レッド 371581 DMC-22XQD6RD

【ハードメモリーカードケース XQD6】

収納例
ブルー

レッド

東レ製マイクロファイバー「トレシー」使用

2組入 M ¥460
品番 型番
424010 P-80WM

M ¥350
品番 型番
424041 P-80M

M ¥600
品番 型番
424058 KFB-01

2組入 L ¥460
品番 型番
424027 P-80WL

L ¥350
品番 型番
424034 P-80L

L ¥630
品番 型番
424065 KFB-04

M ¥2,180
品番 型番
423990 KTR-GVM

編集用品

使用例
使用例

【トレシーグローブ】

【静電気防止手袋】 【編集用手袋】 

使用例

▪サイズ：W105×H220mm
▪材質　手の平部分：ポリエステル

80%、ナイロン20%
　手の甲部分：ポリエステル100%

L ¥2,180
品番 型番
424003 KTR-GVL

▪サイズ：W120×H240mm
▪材質　手の平部分：ポリエステル

80%、ナイロン20%
　手の甲部分：ポリエステル100%

▪ サイズ：W100×H235mm
▪材質：ルアナ100％

『ルアナ』は東レの超制電性繊維です。

▪ サイズ：W105×H245mm　
▪ 材質：ルアナ100％

『ルアナ』は東レの超制電性繊維です。

▪ サイズ：W85×H230mm ▪材質：綿100％

▪ サイズ：W100×H240mm ▪材質：綿100％

【クリップルーペ 1.5×】
¥3,600
品番 型番
423396 KLU-CLP15

メガネ使用例

周辺が歪まないので目が疲れにくい非球面レンズのルーペ。フィルムや写真のチェックから小さな文字や地図など日常でも役立ち、部分的な確認もできる倍率5倍の副レンズ付。

【非球面ルーペL 1.5x】
¥4,300
品番 型番
423365 KLU-APL15

▪倍率：主レンズ1.5倍／副レンズ5.0倍
▪レンズサイズ：主レンズ125×61mm／副レンズФ22mm
▪重量：約100g　▪材質：アクリル樹脂

【非球面ルーペM 2.0x】
¥4,000
品番 型番
423372 KLU-APM20

▪倍率：主レンズ2.0倍／副レンズ5.0倍
▪レンズサイズ：主レンズ105×51mm／副レンズФ22mm
▪重量：約90g　▪材質：アクリル樹脂

【非球面ルーペS 2.5x】
¥3,500
品番 型番
423389 KLU-APS25

▪倍率：主レンズ2.5倍／副レンズ5.0倍
▪レンズサイズ：主レンズ85×41mm／副レンズФ22mm
▪重量：約60g　▪材質：アクリル樹脂

1.5倍の非球面レンズ 2.0倍の非球面レンズ 2.5倍の非球面レンズ

帽子装着例

ルーペ

▪倍率：1.5倍　▪レンズサイズ：74×28mm
▪サイズ：（使用時）約W75×H100×D50mm

（折りたたみ時）約W75×H25×D65mm
▪クリップ取付最大幅：約7mm　▪重量：約18g
▪材質： [レンズ]アクリル樹脂　[フレーム]ABS樹脂

小型ながら両目で拡大して見えるクリップ式ルーペ。
メガネや帽子に留めて見ながら両手で作業が可能。
クリップで付けたままでも小さくなる折りたたみ式。

5.0倍の副レンズ
5.0倍の副レンズ

5.0倍の副レンズ

折りたたみ時

8685

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 205121 ODCSB03NV
レッド 205138 ODCSB03RD
ブラック 205145 ODCSB03BK

▪内寸法：約Ｗ210×Ｈ130×Ｄ90ｍｍ
▪外寸法：約W230×H150×D125mm
▪重量：約200g　▪材質：ナイロン　
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

レッド

125mm

150
mm

230mm

背面

【アウトドアプロダクツ カメラショルダーバッグ03】

ネイビー

ブラック

収納内容例

【アウトドアプロダクツ カメラポーチ05】

【アウトドアプロダクツ カメラポーチ04】

【アウトドアプロダクツ カメラポーチ06】

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 291087 ODCＰ０5BK

▪ 参考収容寸法：
（前ポケット）約Ｗ80×Ｈ150×Ｄ15ｍｍ
（メインポケット）約Ｗ75×Ｈ145×Ｄ45ｍｍ

▪外寸法 ： 約W95×H165×D75mm
▪重量：約90g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：カラビナ　▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 290929 ODCＰ０４NV
レッド 290936 ODCＰ０４RD
ヘザーグレー 290943 ODCP04ＨＧ
ブラック 290950 ODCＰ０４BK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 291261 ODCＰ０6NV
レッド 291285 ODCP06RD
ヘザーグレー 291308 ODCP06ＨＧ
ブラック 291322 ODCＰ０6BK

収納例背面

ストラップホールド付

背面

収納例

背面

収納例

ネイビー

ネイビー

レッド

レッド

ヘザーグレー

ヘザーグレー

ブラック

ブラック

ハンドストラップ
▪全長：約225mm
▪ストラップ部長さ：約175mm
▪ストラップ部幅：約12mm　
▪先ヒモ幅：5mm　▪重量：約5g
▪材質：ポリエステル

ケース
▪参考収容寸法：約W120×Ｈ75×Ｄ55mm
▪外寸法：約W155×Ｈ90×Ｄ75mm
▪重量：約60g　▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり ▪開閉方式：面ファスナー式

▪ 参考収容寸法：
（前ポケット）約Ｗ70×Ｈ140×Ｄ15mm
（メインポケット）約Ｗ65×Ｈ135×Ｄ40mm

▪外寸法：約W90×H160×D65mm
▪重量：約80g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：カラビナ ▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式

ブラック

【アウトドアプロダクツ  カメラデイパック03】

収納内容例

背面

汚れを軽減するフット
スタンド

汚れを軽減するフット
スタンド

背面

12インチノートPCが
入る上部収納部

前面ファスナーポケット

アウトドアプロダクツ  シリーズ
1973年にアルトシュール兄弟によって製造がスタートしたアウトドアプロダクツ。
洗練されたデザイン、高い耐久性、さらに生産工程の無駄を省き実現したバリュープライスで
一気に世界中で親しまれるブランドへ。
現在では60カ国を越える国で愛用されています。

【アウトドアプロダクツ    カメラショルダーバッグ05】

▪カメラ収納部内寸法：約W270×H125×D130mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W210×H300×D15mm
▪外寸法：約W290×H430×D150mm
▪重量：約490g　▪容量：約13L
▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2、上下仕切り（位置調節不可）

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 206876 ODCDP03NV
ヘザーグレー 206883 ODCDP03HG
ブラック 206890 ODCDP03BK

▪カメラ収納部内寸法：約W320×H210×D105mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W300×H210×D15mm
▪外寸法：約W370×H230×D140mm
▪重量：約470g
▪材質：ポリエステル　▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 206906 ODCSB05NV
ヘザーグレー 206913 ODCSB05HG
ブラック 206920 ODCSB05BK

収納内容例

430mm

150mm

140
mm

230
mm

290mm

370mm

ネイビー

ヘザーグレー

ブラック

ヘザーグレー

ブラック

ネイビー

12

12

140mm

210mm

160mm

ネイビー

ブラック

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 205305 ODCSB04NV
ブラック 205336 ODCSB04BK

▪内寸法：約W145×H200×D110mm
▪外寸法：約W160×H210×D140mm
▪重量：約210g
▪材質：ナイロン
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

背面

収納内容例

【アウトドアプロダクツ カメラショルダーバッグ04】

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長160cm
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オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 205121 ODCSB03NV
レッド 205138 ODCSB03RD
ブラック 205145 ODCSB03BK

▪内寸法：約Ｗ210×Ｈ130×Ｄ90ｍｍ
▪外寸法：約W230×H150×D125mm
▪重量：約200g　▪材質：ナイロン　
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

レッド

125mm

150
mm

230mm

背面

【アウトドアプロダクツ カメラショルダーバッグ03】

ネイビー

ブラック

収納内容例

【アウトドアプロダクツ カメラポーチ05】

【アウトドアプロダクツ カメラポーチ04】

【アウトドアプロダクツ カメラポーチ06】

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 291087 ODCＰ０5BK

▪ 参考収容寸法：
（前ポケット）約Ｗ80×Ｈ150×Ｄ15ｍｍ
（メインポケット）約Ｗ75×Ｈ145×Ｄ45ｍｍ

▪外寸法 ： 約W95×H165×D75mm
▪重量：約90g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：カラビナ　▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 290929 ODCＰ０４NV
レッド 290936 ODCＰ０４RD
ヘザーグレー 290943 ODCP04ＨＧ
ブラック 290950 ODCＰ０４BK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 291261 ODCＰ０6NV
レッド 291285 ODCP06RD
ヘザーグレー 291308 ODCP06ＨＧ
ブラック 291322 ODCＰ０6BK

収納例背面

ストラップホールド付

背面

収納例

背面

収納例

ネイビー

ネイビー

レッド

レッド

ヘザーグレー

ヘザーグレー

ブラック

ブラック

ハンドストラップ
▪全長：約225mm
▪ストラップ部長さ：約175mm
▪ストラップ部幅：約12mm　
▪先ヒモ幅：5mm　▪重量：約5g
▪材質：ポリエステル

ケース
▪参考収容寸法：約W120×Ｈ75×Ｄ55mm
▪外寸法：約W155×Ｈ90×Ｄ75mm
▪重量：約60g　▪材質：ポリエステル
▪ベルト通し：あり ▪開閉方式：面ファスナー式

▪ 参考収容寸法：
（前ポケット）約Ｗ70×Ｈ140×Ｄ15mm
（メインポケット）約Ｗ65×Ｈ135×Ｄ40mm

▪外寸法：約W90×H160×D65mm
▪重量：約80g ▪材質：ポリエステル
▪付属品：カラビナ ▪ベルト通し：あり
▪開閉方式：ファスナー式

ブラック

【アウトドアプロダクツ  カメラデイパック03】

収納内容例

背面

汚れを軽減するフット
スタンド

汚れを軽減するフット
スタンド

背面

12インチノートPCが
入る上部収納部

前面ファスナーポケット

アウトドアプロダクツ  シリーズ
1973年にアルトシュール兄弟によって製造がスタートしたアウトドアプロダクツ。
洗練されたデザイン、高い耐久性、さらに生産工程の無駄を省き実現したバリュープライスで
一気に世界中で親しまれるブランドへ。
現在では60カ国を越える国で愛用されています。

【アウトドアプロダクツ    カメラショルダーバッグ05】

▪カメラ収納部内寸法：約W270×H125×D130mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W210×H300×D15mm
▪外寸法：約W290×H430×D150mm
▪重量：約490g　▪容量：約13L
▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2、上下仕切り（位置調節不可）

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 206876 ODCDP03NV
ヘザーグレー 206883 ODCDP03HG
ブラック 206890 ODCDP03BK

▪カメラ収納部内寸法：約W320×H210×D105mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W300×H210×D15mm
▪外寸法：約W370×H230×D140mm
▪重量：約470g
▪材質：ポリエステル　▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 206906 ODCSB05NV
ヘザーグレー 206913 ODCSB05HG
ブラック 206920 ODCSB05BK

収納内容例

430mm

150mm

140
mm

230
mm

290mm

370mm

ネイビー

ヘザーグレー

ブラック

ヘザーグレー

ブラック

ネイビー

12

12

140mm

210mm

160mm

ネイビー

ブラック

オープン価格※

カラー 品番 型番
ネイビー 205305 ODCSB04NV
ブラック 205336 ODCSB04BK

▪内寸法：約W145×H200×D110mm
▪外寸法：約W160×H210×D140mm
▪重量：約210g
▪材質：ナイロン
▪付属品：中仕切り×1、ショルダーベルト

背面

収納内容例

【アウトドアプロダクツ カメラショルダーバッグ04】

モデル身長170cm

モデル身長170cm

モデル身長160cm
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インナーソフトボックスの特長

マルチインナーボックスの特長

著名なカメラバッグデザイナーでありプロカメラマンでもある半杭誠一郎氏によるデザインと、
ハクバブランドのカメラバッグづくりとのコラボレーションにより、新たなカメラバッグブランド『IND2』が誕生しました。
貫かれているのは、一切の装飾や無駄を廃し、究極の機能美を目指すというデザインコンセプト。
クラシックカメラにも似た味わい深さと、行き届いた道具としての機能がもたらすよろこびを通して、
あなたのカメラライフにアクセントを与えます。

IND2（インダツー）  シリーズ

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336917 IND2-A100

▪内寸法：約Ｗ210×Ｈ14０×Ｄ105ｍｍ
▪外寸法：約W240×H170×D120mm
▪重量：約185g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336979 IND2-A150

▪内寸法：約Ｗ220×Ｈ120×Ｄ90ｍｍ
▪外寸法：約W260×H160×D115mm
▪重量：約325g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×3

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336924 IND2-A200

▪内寸法：約Ｗ250×Ｈ15０×Ｄ120ｍｍ
▪外寸法：約W280×H180×D140mm
▪重量：約220g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336948 IND2-A250

▪内寸法：約Ｗ240×Ｈ145×Ｄ105ｍｍ
▪外寸法：約W280×H185×D125mm
▪重量：約400g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×3

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336931 IND2-A300

▪内寸法：約Ｗ290×Ｈ16０×Ｄ135ｍｍ
▪外寸法：約W320×H190×D155mm
▪重量：約260g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336955 IND2-A350

▪内寸法：約Ｗ280×Ｈ16０×Ｄ120ｍｍ
▪外寸法：約W320×H200×D140mm
▪重量：約520g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×3

前面にはレンズペンや
クリーニング用品など
小型で薄い物の収納に
適したポケットを装備

背面にはメディアケー
スやフィルターなど薄
い物の収納に適した
ポケット付

前後左右には、バッグ
の中から取り出す際
や ちょっとした 移 動
に便利なハンドル付

底面には硬質ボードを
内蔵しており重いカメ
ラを収納しても型崩れ
せずに快適に使用可能

普段お使いのバッグ
に入れるだけでカメ
ラバッグとしての機
能と安心を追加

２方向から取り出せ
る革新的な構造

本体には硬質ボー
ドを内蔵しており型
崩れせず快適に使
用可能

収納量を犠牲にし
ない薄くしっかりと
したクッションを全
面に内蔵

【IND2 A100 インナーソフトボックス】
標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A150 マルチインナーボックス】
標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A200 インナーソフトボックス】
標準レンズ付き中型一眼レフカメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A250 マルチインナーボックス】
標準レンズ付き高級ミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A300 インナーソフトボックス】
標準レンズ付きプロ用一眼レフと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A350 マルチインナーボックス】
標準レンズ付きプロ用一眼レフと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

モデル身長180cmオレンジ イエロー ブルーブラック

【IND2 バンジーストラップ2】
オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 374711 IND2-BGST2BK
イエロー 374728 IND2-BGST2YL
オレンジ 374735 IND2-BGST2OR
ブルー 374759 IND2-BGST2BL
▪全長： （先ヒモタイプ）約1,000～約1,350mm 

（丸リングタイプ）約920～約1,270mm
▪ストラップ部長さ：約430～780mm
▪ストラップ部幅：約30mm　▪先ヒモ幅：約8mm
▪重量：約110g　▪材質：ポリエステル、本革　
▪付属品： 先ヒモ先端パーツ２個、丸リング先端

パーツ２個

カメラを安定して保持

撮影ポジションへ瞬時に移行可能

バンジーシステムを搭載 バンジーシステム

先ヒモ先端パーツ 丸リング先端パーツ
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インナーソフトボックスの特長

マルチインナーボックスの特長

著名なカメラバッグデザイナーでありプロカメラマンでもある半杭誠一郎氏によるデザインと、
ハクバブランドのカメラバッグづくりとのコラボレーションにより、新たなカメラバッグブランド『IND2』が誕生しました。
貫かれているのは、一切の装飾や無駄を廃し、究極の機能美を目指すというデザインコンセプト。
クラシックカメラにも似た味わい深さと、行き届いた道具としての機能がもたらすよろこびを通して、
あなたのカメラライフにアクセントを与えます。

IND2（インダツー）  シリーズ

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336917 IND2-A100

▪内寸法：約Ｗ210×Ｈ14０×Ｄ105ｍｍ
▪外寸法：約W240×H170×D120mm
▪重量：約185g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336979 IND2-A150

▪内寸法：約Ｗ220×Ｈ120×Ｄ90ｍｍ
▪外寸法：約W260×H160×D115mm
▪重量：約325g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×3

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336924 IND2-A200

▪内寸法：約Ｗ250×Ｈ15０×Ｄ120ｍｍ
▪外寸法：約W280×H180×D140mm
▪重量：約220g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336948 IND2-A250

▪内寸法：約Ｗ240×Ｈ145×Ｄ105ｍｍ
▪外寸法：約W280×H185×D125mm
▪重量：約400g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×3

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336931 IND2-A300

▪内寸法：約Ｗ290×Ｈ16０×Ｄ135ｍｍ
▪外寸法：約W320×H190×D155mm
▪重量：約260g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 336955 IND2-A350

▪内寸法：約Ｗ280×Ｈ16０×Ｄ120ｍｍ
▪外寸法：約W320×H200×D140mm
▪重量：約520g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×3

前面にはレンズペンや
クリーニング用品など
小型で薄い物の収納に
適したポケットを装備

背面にはメディアケー
スやフィルターなど薄
い物の収納に適した
ポケット付

前後左右には、バッグ
の中から取り出す際
や ちょっとした 移 動
に便利なハンドル付

底面には硬質ボードを
内蔵しており重いカメ
ラを収納しても型崩れ
せずに快適に使用可能

普段お使いのバッグ
に入れるだけでカメ
ラバッグとしての機
能と安心を追加

２方向から取り出せ
る革新的な構造

本体には硬質ボー
ドを内蔵しており型
崩れせず快適に使
用可能

収納量を犠牲にし
ない薄くしっかりと
したクッションを全
面に内蔵

【IND2 A100 インナーソフトボックス】
標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A150 マルチインナーボックス】
標準レンズ付きミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A200 インナーソフトボックス】
標準レンズ付き中型一眼レフカメラと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A250 マルチインナーボックス】
標準レンズ付き高級ミラーレス一眼と
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A300 インナーソフトボックス】
標準レンズ付きプロ用一眼レフと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

【IND2 A350 マルチインナーボックス】
標準レンズ付きプロ用一眼レフと
交換レンズ1本の収納を想定したサイズ

モデル身長180cmオレンジ イエロー ブルーブラック

【IND2 バンジーストラップ2】
オープン価格※

カラー 品番 型番
ブラック 374711 IND2-BGST2BK
イエロー 374728 IND2-BGST2YL
オレンジ 374735 IND2-BGST2OR
ブルー 374759 IND2-BGST2BL
▪全長： （先ヒモタイプ）約1,000～約1,350mm 

（丸リングタイプ）約920～約1,270mm
▪ストラップ部長さ：約430～780mm
▪ストラップ部幅：約30mm　▪先ヒモ幅：約8mm
▪重量：約110g　▪材質：ポリエステル、本革　
▪付属品： 先ヒモ先端パーツ２個、丸リング先端

パーツ２個

カメラを安定して保持

撮影ポジションへ瞬時に移行可能

バンジーシステムを搭載 バンジーシステム

先ヒモ先端パーツ 丸リング先端パーツ
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スカンジナヴィアの森の奥深く
その瞬間を美しく生きる
トナカイをイメージして生まれた
カメラアクセサリーブランド「Chululu（チュルル）」

Chululu（チュルル）  シリーズ

背面にキャリーバーホルダー付タブレットが入るスリーブ

▪内寸法：約Ｗ305×H240×D140mm
▪インナーケース内寸法：約Ｗ215×Ｈ140×Ｄ105ｍｍ
▪PC収納部参考収容寸法：約Ｗ280×Ｈ195×Ｄ10ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ320×H255×D150mm　▪重量：約380g
▪材質：ＲENUポリエステル、ポリエステル
▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×1

ネイビー

マスタード

ブラック

オリーブ

150mm

255
mm

320mm

【Chululu（チュルル）  レニュー ショルダーバッグ M】

各 ¥7,600
カラー 品番 型番
ネイビー 207965 SCH-RESBMNV
マスタード 207972 SCH-RESBMＭＴ
オリーブ 207989 SCH-RESBMOV
ブラック 207996 SCH-RESBMBK

モデル身長160cm

収納内容例

収納内容例

【Chululu（チュルル）  ホリデイ ショルダーバッグ 02】

▪カメラ収納部内寸法：約W240×H170×D125mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W230×H160×D10mm
▪外寸法:約W345×H250×D145mm
▪重量：約335g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

各 ¥6,100
カラー 品番 型番
ネイビー 206937 SCH-HDSB02NV
グレー 206944 SCH-HDSB02GY

145mm

250
mm

345mm

ネイビー

グレー

モデル身長160cm

カメラ以外もたっぷり収納

【Chululu（チュルル）  ホリデイ マルチポーチ M】

各 ¥4,600
カラー 品番 型番
ネイビー 336801 SCH-HDIPMNV
スティールブルー 336818 SCH-HDIPMSB

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
ネイビー 335484 SCH-HDMPMNV
スティールブルー 335491 SCH-HDMPMSB
マスタード 335514 SCH-HDMPMMT
ヘザーグレー 335538 SCH-HDMPMHG
ブラック 335545 SCH-HDMPMBK

背面

収納内容例

背面

取り出しに便利な
サイドハンドル

収納例

ネイビー

ネイビー スティールブルー

スティールブルー

ヘザーグレーマスタード ブラック

長さ調節可能なストラップ
（モデル身長155cm）

▪内寸法：約W210×H125×D100mm
▪外寸法：約W225×H135×D115mm
▪重量：約160g　▪材質：ポリエステル、PVC

▪メインポケット参考収容寸法：約W130×H80×D45mm
▪前面ポケット参考収容寸法：約W145×H80×D10mm
▪外寸法：約W165×H105×D65mm
▪重量：約90g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：ストラップ

【Chululu（チュルル）  ホリデイ インナーポーチ M】

【Chululu（チュルル）  レニュー デイパック M】

収納内容例

収納内容例

背面下部にポケット付

サイドポケット付

ノートPCが入るスリーブ

ノートPCが入るスリーブ

【Chululu（チュルル）  レニュー トートバッグ M】

390
mm

135mm

140mm

345
mm

300mm

350mm

ネイビー

ネイビー

マスタード

マスタード

ブラック

ブラック

オリーブ

オリーブ

▪内寸法：約Ｗ290×H380×D125mm
▪インナーケース内寸法：約Ｗ215×Ｈ140×Ｄ105ｍｍ
▪PC収納部参考収容寸法：約Ｗ240×Ｈ350×Ｄ20ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ300×H390×D135mm　▪容量：約13L
▪重量：約500g　▪材質：ＲENUポリエステル、ポリエステル
▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×1

各 ¥9,100
カラー 品番 型番
ネイビー 207880 SCH-REDPMNV
マスタード 207897 SCH-REDPMＭＴ
オリーブ 207903 SCH-REDPMOV
ブラック 207910 SCH-REDPMBK

▪内寸法：約Ｗ330×H340×D130mｍ
▪インナーケース内寸法：約Ｗ215×Ｈ140×Ｄ105ｍｍ
▪PC収納部参考収容寸法：約Ｗ305×Ｈ260×Ｄ20ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ350×H345×D140mm　▪重量：約480g
▪材質：ＲENUポリエステル、ポリエステル
▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×１

各 ¥9,100
カラー 品番 型番
ネイビー 207927 SCH-RETTMNV
マスタード 207934 SCH-RETTMＭＴ
オリーブ 207941 SCH-RETTMOV
ブラック 207958 SCH-RETTMBK

モデル身長160cm

ヨコ、タテどちら向き
でも使えるインナー
ボックス

モデル身長160cm

14

13

ヨコ、タテどちら向き
でも使えるインナー
ボックス
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ Camera Bags & Cases  カメラバッグ

●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
※オープン価格と表記されている商品については、お取り扱い店にお問い合せください。



スカンジナヴィアの森の奥深く
その瞬間を美しく生きる
トナカイをイメージして生まれた
カメラアクセサリーブランド「Chululu（チュルル）」

Chululu（チュルル）  シリーズ

背面にキャリーバーホルダー付タブレットが入るスリーブ

▪内寸法：約Ｗ305×H240×D140mm
▪インナーケース内寸法：約Ｗ215×Ｈ140×Ｄ105ｍｍ
▪PC収納部参考収容寸法：約Ｗ280×Ｈ195×Ｄ10ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ320×H255×D150mm　▪重量：約380g
▪材質：ＲENUポリエステル、ポリエステル
▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×1

ネイビー

マスタード

ブラック

オリーブ

150mm

255
mm

320mm

【Chululu（チュルル）  レニュー ショルダーバッグ M】

各 ¥7,600
カラー 品番 型番
ネイビー 207965 SCH-RESBMNV
マスタード 207972 SCH-RESBMＭＴ
オリーブ 207989 SCH-RESBMOV
ブラック 207996 SCH-RESBMBK

モデル身長160cm

収納内容例

収納内容例

【Chululu（チュルル）  ホリデイ ショルダーバッグ 02】

▪カメラ収納部内寸法：約W240×H170×D125mm
▪PC収納部参考収容寸法：約W230×H160×D10mm
▪外寸法:約W345×H250×D145mm
▪重量：約335g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：中仕切り×2

各 ¥6,100
カラー 品番 型番
ネイビー 206937 SCH-HDSB02NV
グレー 206944 SCH-HDSB02GY

145mm

250
mm

345mm

ネイビー

グレー

モデル身長160cm

カメラ以外もたっぷり収納

【Chululu（チュルル）  ホリデイ マルチポーチ M】

各 ¥4,600
カラー 品番 型番
ネイビー 336801 SCH-HDIPMNV
スティールブルー 336818 SCH-HDIPMSB

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
ネイビー 335484 SCH-HDMPMNV
スティールブルー 335491 SCH-HDMPMSB
マスタード 335514 SCH-HDMPMMT
ヘザーグレー 335538 SCH-HDMPMHG
ブラック 335545 SCH-HDMPMBK

背面

収納内容例

背面

取り出しに便利な
サイドハンドル

収納例

ネイビー

ネイビー スティールブルー

スティールブルー

ヘザーグレーマスタード ブラック

長さ調節可能なストラップ
（モデル身長155cm）

▪内寸法：約W210×H125×D100mm
▪外寸法：約W225×H135×D115mm
▪重量：約160g　▪材質：ポリエステル、PVC

▪メインポケット参考収容寸法：約W130×H80×D45mm
▪前面ポケット参考収容寸法：約W145×H80×D10mm
▪外寸法：約W165×H105×D65mm
▪重量：約90g　▪材質：ポリエステル
▪付属品：ストラップ

【Chululu（チュルル）  ホリデイ インナーポーチ M】

【Chululu（チュルル）  レニュー デイパック M】

収納内容例

収納内容例

背面下部にポケット付

サイドポケット付

ノートPCが入るスリーブ

ノートPCが入るスリーブ

【Chululu（チュルル）  レニュー トートバッグ M】

390
mm

135mm

140mm

345
mm

300mm

350mm

ネイビー

ネイビー

マスタード

マスタード

ブラック

ブラック

オリーブ

オリーブ

▪内寸法：約Ｗ290×H380×D125mm
▪インナーケース内寸法：約Ｗ215×Ｈ140×Ｄ105ｍｍ
▪PC収納部参考収容寸法：約Ｗ240×Ｈ350×Ｄ20ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ300×H390×D135mm　▪容量：約13L
▪重量：約500g　▪材質：ＲENUポリエステル、ポリエステル
▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×1

各 ¥9,100
カラー 品番 型番
ネイビー 207880 SCH-REDPMNV
マスタード 207897 SCH-REDPMＭＴ
オリーブ 207903 SCH-REDPMOV
ブラック 207910 SCH-REDPMBK

▪内寸法：約Ｗ330×H340×D130mｍ
▪インナーケース内寸法：約Ｗ215×Ｈ140×Ｄ105ｍｍ
▪PC収納部参考収容寸法：約Ｗ305×Ｈ260×Ｄ20ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ350×H345×D140mm　▪重量：約480g
▪材質：ＲENUポリエステル、ポリエステル
▪付属品：カメラインナーケース、中仕切り×１

各 ¥9,100
カラー 品番 型番
ネイビー 207927 SCH-RETTMNV
マスタード 207934 SCH-RETTMＭＴ
オリーブ 207941 SCH-RETTMOV
ブラック 207958 SCH-RETTMBK

モデル身長160cm

ヨコ、タテどちら向き
でも使えるインナー
ボックス

モデル身長160cm

14

13

ヨコ、タテどちら向き
でも使えるインナー
ボックス

9291

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ Camera Bags & Cases  カメラバッグ

●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
※オープン価格と表記されている商品については、お取り扱い店にお問い合せください。



【Chululu（チュルル）  カメラトート】

【Chululu（チュルル）  カメラケースM】

【Chululu（チュルル）  カメラケースS】

▪内寸法：約Ｗ235×Ｈ195×Ｄ115ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ320×H220×D145mm
　　　　（ハンドル含まず）
▪重量：約520g ▪材質：ポリエステル、PVC
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーベルト

各 ¥7,800
カラー 品番 型番
ネイビー 335453 SCH-CTTNV
チャコール 335477 SCH-CTTCG

▪内寸法：約W145×H１4０×D105mm
▪外寸法：約W155×H１5０×D120mm
▪重量：約100g　▪材質：ポリエステル

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
ネイビー 335392 SCH-CCMNV
チャコール 335415 SCH-CCMCG
ブラック 335583 SCH-CCMBK

▪内寸法：約W13０×H95×D90mm
▪外寸法：約W14０×H105×D105mm
▪重量：約80g　▪材質：ポリエステル

各 ¥2,800
カラー 品番 型番
ネイビー 335422 SCH-CCSNV
チャコール 335446 SCH-CCSCG
ブラック 335590 SCH-CCSBK

220mm

145mm320mm

ネイビー

ネイビー

チャコール

チャコール

ブラック

ブラック

チャコール

ネイビー

モデル身長155cm

スリーブポケット付

収納内容例

ストラップホールド付背面ポケット

ストラップホールド付背面ポケット

収納内容例

収納内容例

【Chululu（チュルル）  PCインナーケース 13.3 インチ & マルチポーチ】

【Chululu（チュルル）  PCインナーケース 11.6 インチ & マルチポーチ】

【Chululu（チュルル）  PC インナーバッグ 11.6インチ】

【Chululu（チュルル）  タブレットスリーブ 11インチ】

13.3 インチまでのノートPCを収納

バックパックなどに入れても中身が取り出し
やすいタテ向き使用が可能

11.6 インチノートPCと周
辺アクセサリーを収納

11インチまでのタブレット
PCを収納

マルチポーチ収納例

マルチポーチ収納例

バックパックなどに入れて
も中身が取り出しやすいタ
テ型

逆さにしても滑り出ないス
トッパー付

ブルー

ブルー

ブルー

ブルー

ラベンダー

ピンク

ピンク

ピンク

パステルピンク

メランジグレー

メランジグレー

メランジグレー

メランジグレー

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 335552 SCH-PCMPSTBL
ラベンダー 360189 SCH-PCMPSTLV
パステルピンク 360196 SCH-PCMPSTPP
メランジグレー 333923 SCH-PCMPSTMG
ブラック 336214 SCH-PCMPSTBK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 328073 SCH-PCMP116BL
ピンク 328165 SCH-PCMP116PK
メランジグレー 328080 SCH-PCMP116MG
ブラック 328097 SCH-PCMP116BK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 328103 SCH-PIB116BL
ピンク 328172 SCH-PIB116PK
メランジグレー 328110 SCH-PIB116MG
ブラック 328127 SCH-PIB116BK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 328134 SCH-TS11BL
ピンク 328189 SCH-TS11PK
メランジグレー 328141 SCH-TS11MG
ブラック 328158 SCH-TS11BK

マルチポーチ
▪内寸法：約W160×H80×D50ｍｍ
▪外寸法：約W170×H90×D60mm
▪重量：約85g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

マルチポーチ
▪内寸法：約W160×H80×D50mm
▪外寸法：約W170×H90×D60mm
▪重量：約85g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

PCインナーケース
▪参考収容寸法：約W325×H230×D20ｍｍ
▪外寸法：約W355×H255×D25mm
▪重量：約245g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

PCインナーケース
▪参考収容寸法：約W305×H210×D20mm
▪外寸法：約W325×H230×D30mm
▪重量：約180g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W210×H305×D20mm
▪外寸法 ：約W230×H325×D35mm

（ハンドル含まず）
▪重量：約340g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W180×H255×D10mm
▪外寸法：約W190×H265×D20mm
▪重量：約130g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【Chululu（チュルル）  フォトフレーム P01】
３サイズの写真を飾れるインテリアフォトフレーム

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
小サイズ

マット中抜き
中サイズ

マット
なしブラウン ベージュ グレー ホワイト

L／KG（ハガキ）／2L ￥1,170 487817 487824 487831 487848 140×190×22 83×121（L） 94×142（KG/ ハガキ） 111×160（2L）
B5/A4/ クリアファイル ¥1,930 488302 488319 488326 488333 230×320×22 172×247（B5） 190×277（A4） 200×290（クリアファイル）

スタンド付

ブラウン ベージュ グレー ホワイト

Ｌ使用例
（マット２枚使用）

B5サイズ使用例
（マット２枚使用）

ＫＧ（ハガキ）使用例
（マット１枚使用）

A4サイズ使用例
（マット１枚使用）

２Ｌ使用例
（マット不使用）

クリアファイル使用例
（マット不使用）

▪材質：プラスチック製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪パッケージ：紙箱

9493

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ／ PC ケース Cases & Framing  PC ケース／額縁

※オープン価格と表記されている商品については、お取り扱い店にお問い合せください。



【Chululu（チュルル）  カメラトート】

【Chululu（チュルル）  カメラケースM】

【Chululu（チュルル）  カメラケースS】

▪内寸法：約Ｗ235×Ｈ195×Ｄ115ｍｍ
▪外寸法：約Ｗ320×H220×D145mm
　　　　（ハンドル含まず）
▪重量：約520g ▪材質：ポリエステル、PVC
▪付属品：中仕切り×2、ショルダーベルト

各 ¥7,800
カラー 品番 型番
ネイビー 335453 SCH-CTTNV
チャコール 335477 SCH-CTTCG

▪内寸法：約W145×H１4０×D105mm
▪外寸法：約W155×H１5０×D120mm
▪重量：約100g　▪材質：ポリエステル

各 ¥3,100
カラー 品番 型番
ネイビー 335392 SCH-CCMNV
チャコール 335415 SCH-CCMCG
ブラック 335583 SCH-CCMBK

▪内寸法：約W13０×H95×D90mm
▪外寸法：約W14０×H105×D105mm
▪重量：約80g　▪材質：ポリエステル

各 ¥2,800
カラー 品番 型番
ネイビー 335422 SCH-CCSNV
チャコール 335446 SCH-CCSCG
ブラック 335590 SCH-CCSBK

220mm

145mm320mm

ネイビー

ネイビー

チャコール

チャコール

ブラック

ブラック

チャコール

ネイビー

モデル身長155cm

スリーブポケット付

収納内容例

ストラップホールド付背面ポケット

ストラップホールド付背面ポケット

収納内容例

収納内容例

【Chululu（チュルル）  PCインナーケース 13.3 インチ & マルチポーチ】

【Chululu（チュルル）  PCインナーケース 11.6 インチ & マルチポーチ】

【Chululu（チュルル）  PC インナーバッグ 11.6インチ】

【Chululu（チュルル）  タブレットスリーブ 11インチ】

13.3 インチまでのノートPCを収納

バックパックなどに入れても中身が取り出し
やすいタテ向き使用が可能

11.6 インチノートPCと周
辺アクセサリーを収納

11インチまでのタブレット
PCを収納

マルチポーチ収納例

マルチポーチ収納例

バックパックなどに入れて
も中身が取り出しやすいタ
テ型

逆さにしても滑り出ないス
トッパー付

ブルー

ブルー

ブルー

ブルー

ラベンダー

ピンク

ピンク

ピンク

パステルピンク

メランジグレー

メランジグレー

メランジグレー

メランジグレー

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 335552 SCH-PCMPSTBL
ラベンダー 360189 SCH-PCMPSTLV
パステルピンク 360196 SCH-PCMPSTPP
メランジグレー 333923 SCH-PCMPSTMG
ブラック 336214 SCH-PCMPSTBK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 328073 SCH-PCMP116BL
ピンク 328165 SCH-PCMP116PK
メランジグレー 328080 SCH-PCMP116MG
ブラック 328097 SCH-PCMP116BK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 328103 SCH-PIB116BL
ピンク 328172 SCH-PIB116PK
メランジグレー 328110 SCH-PIB116MG
ブラック 328127 SCH-PIB116BK

オープン価格※

カラー 品番 型番
ブルー 328134 SCH-TS11BL
ピンク 328189 SCH-TS11PK
メランジグレー 328141 SCH-TS11MG
ブラック 328158 SCH-TS11BK

マルチポーチ
▪内寸法：約W160×H80×D50ｍｍ
▪外寸法：約W170×H90×D60mm
▪重量：約85g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

マルチポーチ
▪内寸法：約W160×H80×D50mm
▪外寸法：約W170×H90×D60mm
▪重量：約85g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

PCインナーケース
▪参考収容寸法：約W325×H230×D20ｍｍ
▪外寸法：約W355×H255×D25mm
▪重量：約245g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

PCインナーケース
▪参考収容寸法：約W305×H210×D20mm
▪外寸法：約W325×H230×D30mm
▪重量：約180g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W210×H305×D20mm
▪外寸法 ：約W230×H325×D35mm

（ハンドル含まず）
▪重量：約340g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

▪参考収容寸法：約W180×H255×D10mm
▪外寸法：約W190×H265×D20mm
▪重量：約130g
▪材質：ポリエステル、ポリクロロプレン

【Chululu（チュルル）  フォトフレーム P01】
３サイズの写真を飾れるインテリアフォトフレーム

単位：mm

サイズ 価格
品番

額縁外寸法 マット中抜き
小サイズ

マット中抜き
中サイズ

マット
なしブラウン ベージュ グレー ホワイト

L／KG（ハガキ）／2L ￥1,170 487817 487824 487831 487848 140×190×22 83×121（L） 94×142（KG/ ハガキ） 111×160（2L）
B5/A4/ クリアファイル ¥1,930 488302 488319 488326 488333 230×320×22 172×247（B5） 190×277（A4） 200×290（クリアファイル）

スタンド付

ブラウン ベージュ グレー ホワイト

Ｌ使用例
（マット２枚使用）

B5サイズ使用例
（マット２枚使用）

ＫＧ（ハガキ）使用例
（マット１枚使用）

A4サイズ使用例
（マット１枚使用）

２Ｌ使用例
（マット不使用）

クリアファイル使用例
（マット不使用）

▪材質：プラスチック製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪パッケージ：紙箱
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。

Camera Bags & Cases  カメラバッグ／ PC ケース Cases & Framing  PC ケース／額縁

※オープン価格と表記されている商品については、お取り扱い店にお問い合せください。
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L 40 リーフ

L 40 レイクブルー

L 80ドット

L 80 フォレストグリーン

L 120 リーフ

L 120 マリーゴールド

2L 40ドット

2L 40 アイボリー

【Chululu（チュルル）  ポケットアルバム STOFF（ストフ）】
やさしい手触りの布表紙ポケットアルバム

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
ドット リーフ

L 40 ¥1,150
534801 534818

L L  L サイズ：40 枚 W190×H117×D29
ACHL-STFL40DT ACHL-STFL40LF

L 80 ¥1,600
534825 534832 L L

L L  L サイズ：80 枚 W210×H202×D29
ACHL-STFL80DT ACHL-STFL80LF

L 120 ¥2,040
534849 534856 L L

L L

L L
 L サイズ：120 枚 W210×H295×D29

ACHL-STFL120DT ACHL-STFL120LF

2L 40 ¥1,500
534870

 2L 2L  2L サイズ：40 枚 W240×H155×D29
ACHL-STF2L40LF

▪表紙材質：綿（ドット、リーフはポリエステル）、紙　　▪シート材質：PP、紙

【Chululu（チュルル）  フォトフレーム P02】
3サイズの写真を4面に飾れるインテリアフォトフレーム

単位：mm

サイズ 価格
品番／型番

額縁外寸法 マット中抜き
Lサイズ

マット中抜き
KG（ハガキ）サイ
ズ

マット不使用
2Lサイズホワイト ブラウン

L／KG（ハガキ）／2L ¥3,300
488340 488357 約W360×H360×

D20 83×120 95×142 118×168
FCHL-P02WT-4 FCHL-P28BR-4

ホワイト ブラウン

▪材質：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪パッケージ：紙箱

スタンド付

3サイズの写真を4面に額装
シーンごとや成長記録にも

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
レイクブルー フォレストグリーン マリーゴールド アイボリー

L 40 ￥1,280
535860 535877 535884 535891

L L  L サイズ：40 枚 W190×H117×D26
ACHL-STFL40LB ACHL-STFL40FG ACHL-STFL40MG ACHL-STFL40IV

L 80 ¥1,800
535907 535914 535921 535938 L L

L L  L サイズ：80 枚 W210×H202×D26
ACHL-STFL80LB ACHL-STFL80FG ACHL-STFL80MG ACHL-STFL80IV

L 120 ¥2,190
535945 535952 535969 535976 L L

L L

L L
 L サイズ：120 枚 W210×H295×D26

ACHL-STFL120LB ACHL-STFL120FG ACHL-STFL120MG ACHL-STFL120IV

2L 40 ¥1,670
535983 535990 536003 536010

 2L 2L  2L サイズ：40 枚 W240×H155×D26
ACHL-STF2L40LB ACHL-STF2L40FG ACHL-STF2L40MG ACHL-STF2L40IV
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●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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L 40 リーフ

L 40 レイクブルー

L 80ドット

L 80 フォレストグリーン

L 120 リーフ

L 120 マリーゴールド

2L 40ドット

2L 40 アイボリー

【Chululu（チュルル）  ポケットアルバム STOFF（ストフ）】
やさしい手触りの布表紙ポケットアルバム

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
ドット リーフ

L 40 ¥1,150
534801 534818

L L  L サイズ：40 枚 W190×H117×D29
ACHL-STFL40DT ACHL-STFL40LF

L 80 ¥1,600
534825 534832 L L

L L  L サイズ：80 枚 W210×H202×D29
ACHL-STFL80DT ACHL-STFL80LF

L 120 ¥2,040
534849 534856 L L

L L

L L
 L サイズ：120 枚 W210×H295×D29

ACHL-STFL120DT ACHL-STFL120LF

2L 40 ¥1,500
534870

 2L 2L  2L サイズ：40 枚 W240×H155×D29
ACHL-STF2L40LF

▪表紙材質：綿（ドット、リーフはポリエステル）、紙　　▪シート材質：PP、紙

【Chululu（チュルル）  フォトフレーム P02】
3サイズの写真を4面に飾れるインテリアフォトフレーム

単位：mm

サイズ 価格
品番／型番

額縁外寸法 マット中抜き
Lサイズ

マット中抜き
KG（ハガキ）サイ
ズ

マット不使用
2Lサイズホワイト ブラウン

L／KG（ハガキ）／2L ¥3,300
488340 488357 約W360×H360×

D20 83×120 95×142 118×168
FCHL-P02WT-4 FCHL-P28BR-4

ホワイト ブラウン

▪材質：木製
▪前面板：PS板
▪吊りヒモ：あり
▪スタンド：あり
▪パッケージ：紙箱

スタンド付

3サイズの写真を4面に額装
シーンごとや成長記録にも

サイズ 価格
品番／型番

仕様 表紙サイズ（mm）
レイクブルー フォレストグリーン マリーゴールド アイボリー

L 40 ￥1,280
535860 535877 535884 535891

L L  L サイズ：40 枚 W190×H117×D26
ACHL-STFL40LB ACHL-STFL40FG ACHL-STFL40MG ACHL-STFL40IV

L 80 ¥1,800
535907 535914 535921 535938 L L

L L  L サイズ：80 枚 W210×H202×D26
ACHL-STFL80LB ACHL-STFL80FG ACHL-STFL80MG ACHL-STFL80IV

L 120 ¥2,190
535945 535952 535969 535976 L L

L L

L L
 L サイズ：120 枚 W210×H295×D26

ACHL-STFL120LB ACHL-STFL120FG ACHL-STFL120MG ACHL-STFL120IV

2L 40 ¥1,670
535983 535990 536003 536010

 2L 2L  2L サイズ：40 枚 W240×H155×D26
ACHL-STF2L40LB ACHL-STF2L40FG ACHL-STF2L40MG ACHL-STF2L40IV

9695

●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。●表示価格は税抜きです。 ●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4977187を入れてください。
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写真 ・ プリントサイズ一覧
サイズ名称 寸法（mm）
ましかく（89） 89×89
ましかく（127） 127×127
L 89×127
ポストカード 100×148
KG（ハガキ） 102×152

サイズ名称 寸法（mm）
カビネ 120×165
2L 127×178
A4（A4 D） 210×297
A3 297×420
A3ノビ 329×483

サイズ名称 寸法（mm）
パノラマ 89×254
大名刺 65×90
大手札 102×127
8切（やつぎり） 165×216
6切（むつぎり） 203×254

サイズ名称 寸法（mm）
ワイド6切（むつぎり） 203×305
4切（よつぎり） 254×305
ワイド4切（よつぎり） 254×365
半切 356×432
全紙 457×560

※印画紙、プリント用紙の寸法はメーカーによって多少異なります。
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