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裏地

重ねると
くっつく!

くるくる

ピタ！
表地

イージーラッパー
包んでピタッ！結ばない風呂敷

くるくるっと包んでいくだけで重ねた表地と裏地がくっつき、
手に持っても手に、バッグの中でもばらけません！
柔らかいクッション素材で大切な中身を守ります。
大切なカメラも安心！

くるくる

ピタ！
包んで

ピタ！
手に持ってもばらけない！

4

sizes

XL

S

M

L

XL

L
S

M

クッション素材で大切なものを守ります。
包むだけでなく、
使い方は自由自在。

新 幹 線 迷 彩 イージーラッパー
迷彩に新幹線が隠れてる！

E5系 はやぶさ

E6系 こまち

【使用方法】
・クルクル包み、
布を重ねるだけでぴったりくっつきます。
・持ち歩いても、
バッグの中でもばらけません。
・軽く持ち上げるだけで簡単にはがせます。
【お手入れ方法】
・使用後は粘着テープ等でゴミを取り除いてください。
・汚れたら中性洗剤で手洗いし、
陰干ししてください。
カラー : 10色／裏面：グレー
（全品共通）
／素材：ポリエステル100％
Ｓサイズ
280×280mm

Ｍサイズ
350×350mm

Ｌサイズ
470×470mm

ＸLサイズ
710×710mm

ブラック

2,100円（税別）
4571284726857

3,000円（税別）
4571284726864

4,000円（税別）
4571284726871

7,750円（税別）
4571284726888

ブルー

2,100円（税別）
4571284728479

3,000円（税別）
4571284728486

4,000円（税別）
4571284728493

7,750円（税別）
4571284728509

レッド

2,100円（税別）
4571284728516

3,000円（税別）
4571284728523

4,000円（税別）
4571284728530

7,750円（税別）
4571284728547

迷彩

2,100円（税別）
4571284728417

3,000円（税別）
4571284728424

4,500円（税別）
4571284728431

8,625円（税別）
4571284728448

デジタル迷彩
モノクロ

2,100円（税別）
4571284728554

3,000円（税別）
4571284728561

4,500円（税別）
4571284728578

8,625円（税別）
4571284728585

デジタル迷彩
グリーン

2,100円（税別）
4571284726895

3,000円（税別）
4571284726901

4,500円（税別）
4571284726918

8,625円（税別）
4571284726925

デジタル迷彩
さくら

2,100円（税別）
4571284727045

3,000円（税別）
4571284727052

4,500円（税別）
4571284727069

8,625円（税別）
4571284727076

OJICO新幹線迷彩 2,100円（税別）
はやぶさ
4571284729155

3,000円（税別）
4571284729124

4,500円（税別）
4571284729131

8,625円（税別）
4571284729148

OJICO新幹線迷彩 2,100円（税別）
こまち
4571284727045

3,000円（税別）
4571284729162

4,500円（税別）
4571284729179

8,625円（税別）
4571284729186

OJICO新幹線迷彩 2,100円（税別）
ドクターイエロー
4571284729070

3,000円（税別）
4571284729087

4,500円（税別）
4571284729094

8,625円（税別）
4571284729100

【ご注意】
※ 防水仕様ではありません。
※ 重ねた部分を持ち手にしないでください。中身が落下する恐れがあります。
※ 洗濯機、ブラシ、アイロンは使用しないでください。クリーニングには出さないでください。

923形 ドクターイエロー

ブラック

ブルー

レッド

迷彩

デジタル迷彩

デジタル迷彩

モノクロ

グリーン/さくら
※在庫限りで終了

新 幹 線 迷 彩 イージーラッパー

E5系 はやぶさ

E6系 こまち

923形 ドクターイエロー

ジャパンホビーツール イージーラッパー

【動画】おどろきのイージーラッパー

EASY WRAPPER

R

オリジナルイージーラッパーの製作を承ります
国内外、様々なジャンルの企業様に、OEM商品、ノベルティとしてご利用いただいております。

PU T
IN
PR

1 PU PRINT
PU プリント
ロゴやマークが際立つ、発色と耐久性が抜群のPUプリントです。
レギュラーカラー５色からご選択いただけます。
手洗いOK。

製作ロット 300枚〜

初回のみ型代がかかります

2 ORIGINAL COLOR
オリジナルカラー
PANTONE でお好きなカラー、またはリピートデザインをご指定ください。
オリジナルカラーのイージーラッパーが作れます。
イメージに合わせ、オリジナルパターンの製作も承ります。
（見積別途）
※PUプリントとの組み合わせて、さらに個性的に！

最低ロット材料サイズ 142cm×200ｍ（20,000cm)
S サイズ M サイズ L サイズ XL サイズ
製作ロット
サイズ配分した例

3,520 枚 2,250 枚 1,260 枚
650 枚
500 枚
300 枚

560 枚
200 枚

※最低ロット材料の中で自由に配分が可能です。

3 PHOTO EASY WRAPPER

R

フォトイージーラッパー
美しい写真をそのまま再現！これまでにない鮮明プリント！
ご自身で撮影した写真で作るイージーラッパーです。
手洗いOK。
※高解像度の写真データをご用意ください。

製作ロット 200枚〜

初回のみセッティング料がかかります

簡易型

CAMOUFLAGE TENT
for photographer

簡易型
１人用
テント

気配を消して野鳥の姿をカメラに収めたい時の必須アイテム
中に座ってカメラを構える１人用の撮影用テント
設置と収納はワンタッチ・軽量で持ち運びラクラク

★フレキシブルワイヤーフレームだから、ワンタッチで広がる＆畳める！
★両サイドにメッシュの通風窓付きで暑くなりにくい！
テント収納時：カメラ置き場にもなります
★四隅をペグで固定すればより安定します。
★フロントファスナーは内外両側から開閉可能。
＜付属品＞固定用ペグ４本／収納袋
サイズ：（設置時）100×100×高さ145cm （収納時） 約 ○50×厚さ5cm／重さ：1750g
定価：11,500円（税別）／JAN：4571284726062
ジャパンホビーツール テント

【動画】カモフラテントの使い方

オランダからやってきた

from the Netherlands

カメラを守る
シリコン製プロテクションツール
一眼レフ用 高級シリコン製カメラカバー

その悩み、イージーカバーで解決です。
あなたのカメラをしっかり守ります。
使用例：カモフラージュ

かぶせるだけ！
機種ごとの専用設計だから
ピッタリフィットします！
一眼レフカメラ用 カメラカバー

イージーカバー

イージーカバーはホコリや汚れ、衝撃などからカメラを守る高級シリコンカバーです。
アウトドアやハードな環境でのご使用にお勧めです。
定価：4,740円（税別）

セット内容
・イージーカバー本体
・クリーニングクロス
・液晶保護フィルム

※Nikon D4/D4s & D5、Canon１DXMark2 は定価：6,100円（税別）

■本品は軽度の衝撃からカメラの傷付きを防ぐもので、落下や衝突などの衝撃からカメラを守る物ではありません。
■本品は防水カバーではありません。防水・防滴性能はカメラ自体の機能にゆだねますので十分ご注意ください。
■本品を雨天、水気の多い環境でご使用後は、早めにカメラからイージーカバーを外し十分乾燥させてください。

●対応機種＆カラー

●専用設計でぴったりフィット

イージーカバーは機種ごとに専用設計だからぴったりフィット。
素材は伸縮性に優れた高級シリコン。抜群のフィット感を実現！

● ブラック ● レッド ●イエロー ● カモフラージュ

Canon

●カバー上から全ての操作が可能

EOS-1D X / 1DX MarkⅡ

カバーを掛けたら全ての操作がカバー上からストレ スフリーで行えます。
高級シリコン素材は使い込むほどに手に馴染みます。
屋外撮影はカメラを傷つけないよう神経を使うもの。
イージーカバーを装着すれば、大幅なストレス軽減が可能です。
●カモフラージュ

●●●

EOS 7D MarkⅡ

●●●

EOS 6D MarkⅡ

●●●

EOS 80D

●●●

EOS 5D Mark4Ⅳ

●ハードな環境でこそ本領発揮

EOS RP

●●●
●●●

EOS 6D

●レッド

●●●

EOS R

●●●

EOS Kiss M

●

EOS X9

●●●

EOS X10

●●●

EOS Kiss X9i

●●●

EOS M5

●

EOS 8000D

●●●

EOS Kiss X8i
EOS 9000D

EOS Kiss X 90

●●●
●●●
●●●

Nikon
D5

●●●

D4 / D4S

●ブラック

●●●

Z6 / Z7

●●●

Z50

●●●

D850

●●●

D810

●●●

D750

●●●

D500

●●●

D7500

●●●

D7100/D7200
D5600

●イエロー

●●●
●●●

D5500

●●●

D3500

●●●

D3400

●●●

D3300

●●●

SONY
α7RⅣ / α9 Ⅱ

●カモフラージュ

α7 III / α7R III /α９
α6600

●●
●●
●●

α6500

●●

α6000/α6100/
α6300/α6400

●●

Panasonic
●ブラック

GH5/GH5S

●●

FUJIFILM
X-T3

使い方
■カメラからレンズとストラップを外し、
必ずボディキャップをします。(写真1)
■保護フィルムを液晶モニタ表面に貼付
けます。(写真2)
保護フィルムの①を剥がし液晶に貼っ
た後、②を剥がします。
■イージーカバーをカメラにかぶせます。
アクセサリーシュー部分にもゴムをか
ぶせます。(写真3)
※十分伸縮しますが、グリップ側から先
に入れるとスムーズに装着できます。

1

2

●●

3

※写真はCanon EOS 7D
ジャパンホビーツール イージーカバー

【動画】イージーカバーの使い方

オランダからやってきた

from the Netherlands

EASYCOVER

カメラを守るアイテムが揃う イージーカバーブランド

レンズに被せるだけで、
傷や衝撃から守ります。

レンズオーク
Lens Oak

ブラック

フォレストカモフラージュ

ネオプレーン、ナイロン製
※レンズは付属しません

Canon

Tamrom

EF 70-200mm f/2.8 IS II USM 用
（ブラック）4571284729193 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729209

150-600mm f/5-6.3 Di VC USD AO11 用
（ブラック）4571284729254 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729261

EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM 用
（ブラック）4571284729339 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729346

Nikon

200-500mm f/5.6 VR 用
（ブラック）4571284729230 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729247

SONY

FE 200-600 F5.6-6.3 G OSS 用
（ブラック）4571284729353 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729360

150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 用
（ブラック）4571284729292 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729308

Sigma

150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM コンテンポラリー 用
（ブラック）4571284729216 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729223
150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM コンテンポラリー Sport 用
（ブラック）4571284729278 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729285
60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sport 用
（ブラック）4571284729315 / （フォレストカモフーラジュ）4571284729322

イージーカバー レンズオーク

【動画】レンズオークの使い方

オランダからやってきた

from the Netherlands

EASYCOVER

カメラを守るアイテムが揃う イージーカバーブランド

レンズを守るシリコン製プロテクションツール

レンズリム Lens Rim
レンズリム（リング＋バンパー）は、グリップ感や操作性を高めつつ、
大切なレンズを衝撃から守るシリコン製プロテクションツールです。

レンズリング
レンズのピントリングや
ズームリングに装着してください。
グリップ感や操作性を高めます。

レンズバンパー
ぴったりフィットのシリコン製
ほどよいクッション性も魅力

レンズの先端に装着してください。
接触による、傷やダメージを防ぎます。

２色使いで個性的に！
イージーカバー
（別売）
との併用でより効果的にカメラを守ります

サイズ 定価

●ブラック

●レッド

●イエロー

●カモフラージュ

52mm 2,380円（税別） 58mm 2,380円（税別） 62mm 2,380円（税別） 67mm 2,630円（税別） 72mm 2,630円（税別） 77mm 2,630円（税別）

ブラック
（JANコード）

4571284725607

4571284725614

4571284725621

4571284725638

4571284725645

4571284725652

レッド
（JANコード）

4571284726277

4571284726284

4571284726291

4571284726307

4571284726314

4571284726321

イエロー
（JANコード）

4571284726215

4571284726222

4571284726239

4571284726246

4571284726253

4571284726260

カモフラージュ
（JANコード）

ー

ー

ー

4571284726376

4571284726383

4571284726499

オランダからやってきた

from the Netherlands

EASYCOVER

カメラを守るアイテムが揃う イージーカバーブランド

レンズを守るシリコン製プロテクションツール

レンズメイズ
Lens Maze

●カモフラージュ

JAN : 4571284727465

定価：1,880（税別）

レンズに被せるだけで
傷や衝撃から守ります！

Maze Pattern

対応レンズ外径
52ミリ〜77ミリ

長さ：
55ミリ

●ブラック

JAN : 4571284727465

グリップ感と操作性を高めるリコン製プロテクションツール

レンズリング＜２個セット＞
人気のレンズリムからレンズリングを２個セットでご用意しました。
定価：1,800（税別）

●レッド

●イエロー

●ブラック

●ホワイト

●カモフラージュ

JAN : 4571284727489

JAN : 4571284727496

JAN : 4571284727458

JAN : 4571284727465

JAN : 4571284727472

オランダからやってきた

from the Netherlands

EASYCOVER

カメラを守るアイテムが揃う イージーカバーブランド

強化ガラス液晶保護フィルム
こんなストレスは、
画面が光って
見づらい
傷や汚れが
心配

貼るだけで解決！

6層のガラス液晶保護フィルムで、ほこり、汚れ、傷から液晶画面を守ります。
表面硬度 8H で割れにくい。
厚さ：0.33mmの薄さのため貼り付けが簡単です。
95%高透過率。ラウンドエッジ加工、飛散防止加工。
付属の清掃用クリーニングクロス、クリーナーを使用し、簡単に貼り付け可能です。
［付属品］クリーニングクロス・クリーナー

ニコン用［対応機種］

キヤノンEOS用［対応機種］

D3200 / D3300 / D3400 / D3500用
D600/D610/D800/D810/D850/D7100/D7200用
D4 / D4S / D5 / Df 用
D5500 / D5600 用
D750 用
D500 用
D7500 用
Z6/Z7 用

5D Mark III/5DS/5DSR/5D Mark IV用
EOS-1D X / 1D XMark II 用
EOS X6i/X7i/X8i/8000D/X9i 用
EOS 7D Mark II 用
EOS 70D / 80D / 77D / 6D Mark II 用
EOS X7 / X9 / M6 / Kiss M / M100用
EOS R用

ソニー用［対応機種］A6000 / A6300 / A6500 用

｜ A7 II, A7 III, A9, RX10 & RX100 シリーズ用

お持ちのカメラを着替えてみませんか？

カメラ張り革

種類が豊富！カメラ以外にも使い方いろいろ！
ジナルモデル
リ
オ
に
を

PC

ア
クセ

プ向上・キ
ズ
リッ
防
グ
の

に！
止

レン
ズ

ント！

！

スマ
ホ

自由にカットできるからデコレーションが自由自在

の ワン ポ

ト
ン
イ

から 自在！
る
き
ットで ンが自由
カ
に
自由 コレーショ
デ
クラシックカメラで使われていたカメラ張り革シートです。
使い方は簡単！お好きな形に切って付属の両面テープ、またはボンドで簡単に貼るだけ。
撮影用品以外にも、スマホや PC など自分だけのオリジナルモデルが作れます。
材質：ビニックスレザー、または牛革
標準サイズ 定価：2,300 円（税別）／全版サイズ 定価：9,300 円（税別）

革バリーション

<標準サイズ>215X265mm
<全版サイズ>450X550mm
（＊は特殊サイズ）

ライカタイプⅠ
4044-1
ブラック

4571284712744

ＥＯＳ１タイプ
4040DB
ダークブルー

4571284710276

OM ズイコーレンズタイプ
3415
ブラック

4571284725867

ライカタイプⅡ
4008
ブラック

4571284710276

* ポラロイドタイプ
4309-6
ブラック

ニコンタイプ
4308
ブラック

4571284725850

ドットパターン
4109
ブラック

4571284725881

4571284719309

ラインパターン
4117
ブラック

4571284725874

特許
取得

重いバッグを快適に担ぐ
肩からずり落ちない、秘密はエアーセル

カメラバッグパッド

エアーセル
レギュラー / ミニ

秘密は背面エアクッション

ソフトなクッション性
巧みな荷重分散効果

肩にしっかりフィット！
エアーセル 特殊素材のセル一つ一つの中に空気を閉じ込め、巧みな荷重の分散効果と
ソフトなクッション性を実現した画期的なシステムです。
とは？

セルはそれぞれ独立しているので、もしも一つが破けても全体のクッション性を維持します。

このエアークッションがソフトに密着する秘密

素材は４種類／７タイプ（ 例：ファブリック・迷彩）

カメラバッグパッド エアーセル

REGULAR レギュラー 定価：2,000 円（税別）

サイズ：約240×70mm（開いた状態：約240×195mm）
※ネオプレーンのみ 約240×60mm（開いた状態：約240×165mm）重さ：約63g

生地：ネオプレーン

生地：メッシュ

生地：ファブリック

生地：コットン

素材×カラー
７タイプ
ブラック（ネオプレーン）

ブラック（メッシュ）

ブラック（ファブリック）

カモフラージュ（ファブリック）

カーキ（コットン）

ブラウン（コットン）

4571284723405

迷彩（ファブリック）
4571284728608

4571284726598

4571284723122

4571284726611

4571284723139

4571284726604

女性の声にお応えしたコンパクトなエアーセルミニ。
小さくても性能は同じ！お子さまのランドセルにもぴったり！

MINI
エアーセル＜ミニ＞

レッド

ブラック

＜メッシュ＞JAN:4571284725997

＜メッシュ＞JAN:4571284725980
＜ファブリック＞JAN:4571284727755

サイズ：約145×65mm（開いた状態：約145×180mm） 素材：メッシュ/ファブリック 重さ：約30g 定価：1,900円（税別）

エアーセル クッションシート

CUSHION SHEET

優れたクッション性で、座っても、地面などに敷いてカメラを置いても快適！
デスクワークに！
長時間のドライブに！
定価：3,600円（税別）
4571284727984

付属のポンプで空気を
入れます。

EASYCOVER

オランダからやってきた

from the Netherlands

カメラを守るアイテムが揃う イージーカバーブランド

バッグにする？
ブラック カモフラージュ

7size

大口径高級レンズ(Canon DF-Lレンズ、
Nikkor-EDレンズなど）から標準レンズに対応。
とてもタフなレンズバッグです。

業界初！標準レンズから大口径レンズまで

レンズバッグ
1

2

LENS
BAG

3

4

ECLB290
ECLB230
ECLB190
ECLB160

5

ECLB290
ECLB230
ECLB190

1 左右どちらからでも開閉できるＷファスナー
2 カメラバッグのストラップに装着できるベルト付
3 ウェストのベルトに装着できるベルト付
4 他ではできない！大型３サイズは大口径高級レンズの
「フードごと収納」
が可能
5 大型３サイズはショルダー
ストラップ付

ECLB 95

ECLB 130

ECLB 150

ECLB 160

ECLB 190

ECLB 230

ECLB 290

直径80×高さ95mm
定価：2,820円（税別）
JAN：4571284726000

直径85×高さ130mm
定価：3,150円（税別）
JAN：4571284726017

直径85×高さ150mm
定価：3,680円（税別）
JAN：4571284726024

直径105×高さ160mm
定価：4,370円（税別）
JAN：4571284726031

直径110×高さ190mm
定価：5,500円（税別）
JAN：4571284726048

直径110×高さ230mm
定価：6,420円（税別）
JAN：4571284726055

直径130×高さ290mm
定価：7,600円（税別）
JAN：4571284727625

カモフラージュ ECLB 95C
JAN：4571284727632

カモフラージュ ECLB 130C
JAN：4571284727649

カモフラージュ ECLB 150C
JAN：4571284727656

カモフラージュ ECLB 160C
JAN：4571284727663

カモフラージュ ECLB 190C
JAN：4571284727670

カモフラージュ ECLB 230C
JAN：4571284727687

カモフラージュ ECLB 290C
JAN：4571284727694

オランダからやってきた

from the Netherlands

EASYCOVER

カメラを守るアイテムが揃う イージーカバーブランド

ポーチにする？
ブラック カモフラージュ

高い弾力性と厚みある素材を使った、
ワンクラス上のしっかりしたレンズポーチです。
レンズ以外にも幅広くお使いいただけます。

5size

レンズを守る！ネオプレーン製レンズポーチ

レンズポーチ
1

2

LENS
POACH

3

1 しっかり締まりる紐とロックパーツ
2 使い勝手の良いフック付き
3 ベルト通し付きだからウェスト装着で
フットワークも軽々！

X-SMALL 7cm
高さ７mm
定価：1,600円（税別）
JAN：4571284725362
JAN：4571284727199

SMALL 10cm
高さ10mm
定価：1,700円（税別）
JAN：4571284725379
JAN：4571284727106

※JAN上/ブラック、下/カモフラージュ

MEDIUM 14cm
高さ14mm
定価：1,800円（税別）
JAN：4571284725386
JAN：4571284727113

LARGE 18cm
高さ18mm
定価：2,000円（税別）
JAN：4571284725393
JAN：4571284727120

X-LARGE 22cm
高さ22mm
定価：2,200円（税別）
JAN：4571284725409
JAN：4571284727137

背中で支えるハーネス型

カメラがブラブラせず
身体から離れない
画期的な構造！

カメラの重さが首にかからない！
長時間の撮影でも疲れにくい！

上下にスライドすることで
カメラを瞬時に構えることが可能。
カメラの揺れる範囲は、
わずかパーツの長さのみ（点線）
走っても、かがんでも、
カメラがブラブラしません！

背面
サイズ

アクティブカメラ
ストラップ

クラシック

背中で支える確かなサポート力で
カメラの重さを大幅に軽減
メモリーカードやバッテリーに便利な
ポケット2個付き（ショルダー部）
背面サイズ：約25×14cm
コンデジ・双眼鏡用
サブストラップ
付き

付属のサブストラップ使用例
コンパクトな2台使いに最適！

背面
サイズ

アクティブカメラ
ストラップ

自慢のサポート力はそのままに
小柄な方や女性にお奨めの
軽量コンパクトサイズ
背面サイズ：約14×9cm

ツインキット（別売）使用例
大型レンズもしっかり支えます。

アクティブ
カメラ
ストラップ
首の負担を軽減する
新発想のストラップ

クラシック／スポーツ／ツインキット

カメラの重さで首や肩のつらさはこれで解消！
肩と背中で支える新発想のカメラストラップです。
フィットしたままカメラを上下できるスライド構造。
手を離して動いてもカメラがぶれない驚きの安定感。
コンデジや双眼鏡に最適なサブストラップ付き。

スポーツ

アクティブカメラストラップ

クラシック

アクティブカメラストラップ

定価：6,000円（税別）
JAN：4571284719705

スポーツ

定価：4,750円（税別）
JAN：4571284724235

アクティブカメラストラップ

ツインキット

定価：2,500円（税別） JAN：4571284720527
カメラ同士がぶつからずに２台装着できるオプションキット

カメラ取り付けパーツ

定価：1,500円（税別）

JAN：4571284725973
複数のカメラをお持ちの方に、便利な追加キット
カメラチェンジが簡単にできます

ジャパンホビーツール アクティブ

【動画】アクティブカメラストラップの使い方

強力エアーでホコリをしっか
り飛ばした後にレンズクリー
ナーを使用すると、傷がつき
にくくなります。

自立＆強力エアー
ロケットブロワー

Black

Rocket Blower
強力なエアーが出せる！自立するデザインのロケット型ブロワー。
カメラ、パソコンキーボードなどのホコリ飛ばしに最適。

190×60mm 90g
定価：2,500円（税別）
JAN：4571284720114

Miniature Camera Accessary
ミニチュアカメラアクセサリー ネックレス&ストラップ
熟練の職人技と遊び心で細部まで精巧に再現した、プレゼントに最適な逸品です。
金属の重量感やカメラ本革など、小さなボディにこだわりがぎっしり！

レンジファインダータイプ ＜ストラップ＞ 定価 ： 各 1,800 円（税別）ゴールド、クラシックブラス、ホワイト、ブラック 重さ：10ｇ サイズ：12×20×11mm
ポラロイドタイプ＜ストラップ＞ 定価 ： 各￥2,400（税別） ブラック、ワインレッド 重さ 20ｇ サイズ：20×12×25mm

一眼レフタイプ ＜ストラップ＞ 定価 ： 各 2,100 円（税別）＜ネックレス＞ 定価 ： 各 2,800 円（税別）ブラック、グリーン、ワインレッド 重さ：ストラップ 13g ／ネックレス 14ｇ サイズ：15×22×11mm

薄い偏光フィルターの取り外しに最適！

スーパーレンズフィルターレンチ
2個 フィルターを傷つけない
入り

ラバーコーティングスチール

スチールをラバーコーティングすることにより強いホールドと丈夫さを兼ね
備えました。カメラやビデオカメラなどに装着したレンズフィルターが取り
外しできない時にご利用ください。

ご使用方法

レンズフィルター部分のみに噛むようにレンチを当て、
反時計方向に回してください。フィルターが緩んだら
レンチの使用を止め、手でフィルターを回してください。

JHT6782

L

JHT4862

対応フィルター径

67 - 72
mm
セット

77 - 82
mm

定価：2,700（税別）
JAN：4571284727540

S

セット

対応フィルター径

48 - 55
mm

58 - 62
mm

定価：2,300（税別）
JAN：4571284727533

ジャパンホビーツール レンチ

【動画】スーパーレンズフィルターレンチの使い方

EDが
青色L みを
歪
傷や ープに
シャせる！
見

カメラ傷見・歪み検査用

青色LEDライト

定価：5,220（税別）
JAN：4571284721975

波長が短い特殊青色LEDが、
カメラの傷や歪みをシャープに
浮きあがらせるハンディライトです。
3Wの超強力な青色と
白色のLEDの切り替えに加え、
光束を調整（ズーム）が可能です。

本体サイズ：
10.5×（ズーム時11.5）×36ｍｍ
重量100ｇ アルミ製
電池：単四3本使用（電池別）

精密
軽量

21g
ボディ

軸太ドライバー

頭付きで回転するので
回しやすい！

アルミボディでとっても軽量！
レギュラーとロングの２タイプ

太い軸（11mm）は
握りやすいローレット付き

お客様の声に応えて、使いやすさを重視ししたドライバーを製作しました。
アルミボディーで21g(ビット部は除く）と非常に軽量！
カメラの内部や深い場所のネジ止めなどに最適です。
ビットは付属のレンチにて交換可能です。

先端ビットは頑丈な国内製！使いやすさを最重要視したカメラ用精密ドライバー

定価：各2,300円（税別）
交換ビット定価：各800円（税別）

ロングサイズ

先端径×長さ(mm） 番手

レギュラーサイズ

定価：各2,000円（税別）
交換ビット定価：各６２８円（税別）
先端径×長さ(mm） 番手

JAN

JAN

ロングドライバープラス

1.5×80

#00 4571284715646

ドライバープラス

1.2X40

#0

4571284721852

ロングドライバープラス

2.5×120

#0 4571284715653

ドライバープラス

1.5×40

#00

4571284715509

ロングドライバーマイナス

1.1×80

ー 4571284715660

ドライバープラス

2.0×40

#0

4571284715516

ロングドライバーマイナス

2.5×80

ー 4571284715677

ドライバープラス

2.5×40

#0

4571284715523

ロングドライバーマイナス

4.0×80

ー 4571284715684

ドライバーマイナス

1.1×60

ー

4571284715530

ドライバーマイナス

2.5×40

ー

4571284715547

ドライバーマイナス

3.0×40

ー

4571284715554

ボディのみ
定価：1,400円/税別
JAN：4571284726185

光学用 ヘリコイドグリス

カメラレンズなど精密機器専用の潤滑油
潤滑性、耐寒・耐熱性、ニジミ出しが少ない、樹脂類に無害
などの厳しい要望をクリアした特殊グリスです。
カメラ、顕微鏡などの光学機械のみならず、音響機器、時計、
マニピュレーター等の精密機器にもご利用いただけます。
合成油系／内容量：15ml

製品名

# 10
# 30
# 40
# 250
# 500
#1500
#3000

チョウ度 滴点℃ トルクμN・ｍ

JIS法25℃

400
370
250
256
260
264
270

JIS法

25℃

202
12700
202
17600
204
26500
200
42100
196 56800
194 97000
190 147000

JAN

4571284710580
4571284710597
4571284721920
4571284721937
4571284721944
4571284721951
4571284710870

用途
（代表例）

カメラレンズヘリコイド・ギア
カメラレンズヘリコイド・アリ
接眼・アリ
密封箇所・接眼・アリ
接眼・密封箇所・微動ネジ・マニピュレーター
接眼・密封箇所・微動ネジ・マニピュレーター
二眼繰出・機軸・粗動メタル・重荷重箇所

定価：2,800円（税別）

吸盤オープナー

定価：1,800円（税別）JAN:4571284710078

吸盤オープナーは切り欠きのないレンズリングや巻き上げレバーの飾り蓋の取り外
しなどに使用します。6個で12種類 13/19/21/24/29/30/36/37/44/
45/54/62mmに対応できます。

カメラオープナー

定価：3,500円（税別）JAN:4571284710085

レンズリングを外す工具です。
（通称カニ目レンチ）アジャスト幅は12〜60mm。標
準ビット２本付属。時計オープナー用のビット（別売）との交換でねじ込み式裏蓋を
開ける時計用工具として使用できます。

カメラ＆時計オープナー

定価：4,8 00円（税別）JAN:4571284720503

カメラ用・時計用両方のビットがついた２wayオープナー。
ビットを付け替え、レンズリングを外すカメラオープナー、ねじ込み式裏蓋を開ける
時計オープナーとして使用できます。アジャスト幅12〜60mm。

【交換用】
カメラオープナー用ロングビット６０LL

定価：2,800円（税別）
JAN:4571284711440

カメラオープナー用交換ビット。
カメラオープナに装着でき、より深い部分に対応できるロングビット６０LL。
ご使用にはオープナー本体が必要です。

【交換用】時計オープナー用標準ビット

定価：1,500円（税別）
JAN:4571284711419

カメラオープナー用交換ビット。
カメラオープナに装着でき、時計裏蓋開け工具としてご使用いただけます。
ご使用にはオープナー本体が必要です。

ジャンクカメラ用コンパス

定価：4,500円（税別）JAN:4571284710092

固く開けにくくなったレンズリングを外すドイツ製コンパス。
サイドのレバーで微妙な調整が可能です。ドイツ製は柄が肉厚なのが特徴です。
全長100mm（調整幅0〜70mm）

レンズサッカー

定価：2,300円（税別）JAN:4907822006110

レンズの移動作業が、レンズ面に指で直接触れることなく清潔にできます。セットさ
れた大小2種類の吸盤と、長短2本のパイプの組み合わせで、レンズの組み立て作業
が大変容易に行えます。

カメラ三脚用タップ

1/4-20山スパイラル 3/8-16山ハンドタップ 1/4-20山ハンドタップ
JAN:4571284726192 JAN:4571284710511 JAN:4571284710504
定価：3,030円（税別） 定価：4,650円（税別） 定価：2,310円（税別）

三脚取りつけ部のネジを切る工具です。ゼロからカメラ製作を行う場合や、なめてしまっ
たネジ山のたて直しに使用します。※ご使用にはタップホルダー（別売）が必要です。

カメラ雲台用コルク

定価：1,500円（税別）JAN:4571284716100

雲台などに使用されている、ボロボロしにくい高級コルクです。
150×100×1.2mm 両面テープ付
※模様は商品により異なります。カッターなどで切断してご利用ください。

シャッター幕 &リボン

シャッター幕／定価：3,000円（税別）JAN:4571284710450
リボン／定価：800円（税別）

フォーカルプレーンカメラ用シャッター幕とリボン。
幕サイズ220×300mm、厚みは0.2mm。
リボン 幅2.0/2.5/3.0mmの３種類、長さは1ｍ。

ファインシャットSP

定価：2,400円（税別）JAN:4571284710443

特殊ポリウレタン。マイクロセル発砲体。
内面反射防止材、光吸収の優れた素材です。
サイズは220×250。厚みは0.4ミリです。
（両面テープ付き）

カメラ内面反射防止フォーム

定価：各800円（税別）

250×125ミリのモルトプレーン製。特殊ポリウレタンフォーム・黒染プレス品。カメ
ラ内部遮光、緩衝材、光漏れ防止用。厚みは1.0/1.5/2.0/2.5/3.0の5種類。※のり
なしは1.5ミリのみ。500×500ミリのサイズもございます。

カメラメンテナンス用 セーム革

定価：600円（税別）JAN:4571284723504

カメラの汚れをきれいに取り、拭き傷をつけません。拭いた後も効果が長く持続し
ます。水洗いして繰り返し使えます。時計、メガネ、貴金属にも最適です。
シリコン加工／日本製 サイズ：150×150mm

液体微量抽出ビン

定価：2,000円（税別）JAN:4571284710535

アルコール・ベンジンなどカメラ修理にかかせない液体を微量に抽出します。
頭の皿を押すと適量の液体がでて、綿棒などにしみこませやすくなっています。
クリーニングエージェントと併せてご使用ください。

精密潤滑油 ラウナ#40

定価：1,800円（税別）JAN:4571284710573

カメラ、時計などの精密機械用合成潤滑油です。
耐寒性、錆び止性、耐腐食性に優れています。
ラウナ：ベンジン=5：95に希釈してご使用ください。20ml

やってみよう！カメラの修理＆メンテンナンス
豊富な写真とイラストで
分かりやすく解説

定価：3,500円（税別）

元朝日ソノラマ社クラシックカメラ選
書の「やさしいカメラ修理教室」と「レ
ンズシャッターカメラ修理教室」を著
者の大関通夫氏が統合・加筆し、機械
式カメラ最後の修理バイブルを完成。
中古ショップなどで手に手に入りやす
い24機種のカメラの修理方法を詳細
に解説。カメラ修理入門者にもわかり
やすい内容です。
ジャパンホビーツール 発行
362ページ／A５版

カメラアクセサリ カタログ
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株式会社

ジャパンホビーツール
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1ｰ10ｰ5

Tel ： 03(3944)1683 Fax ： 03(3944)1684
http://japanhobbytool.co.jp/
ジャパンホビーツールカメラ用品最新情報！

動画で見る！
ジャパンホビーツール製品の使い方

