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チラシ有効期間
2019 年 4 月 4 日（木曜日)から
5 月 7 日(火曜日)

いよいよ春本番となり、花の季節となりました。更には大型連休も控えており、お客様の購買意欲が高くなる
時期でもあります。今回は花の撮影で活躍する接写用品や行楽向けの製品をご案内します。
今回より納入価格設定を見直し、目玉商品も用意しておりますので是非ご活用ください。

様々な花が咲き誇る時期となります。クローズアップレンズを使い、より大きく花の撮影をしましょう。
お店で使える POP もご用意しましたのでご活用ください。

クローズアップレンズ各種

花の写真や昆虫など接写することで未知の世界を得ることができます。

デジタルオート接写リングﾞセット
ミラーレス用

デジタルオート接写リングセット
一眼レフ用

（ソニーE マウント用/マイクロフォーサーズ用）
10ｍｍと 16ｍｍの 2 枚がセット

（キヤノン EOS 用/ニコン AF 用）
10ｍｍと 16ｍｍと 26ｍｍの 3 枚がセット

簡単！レンズとボディの間に装着するだけ。マクロ撮影の世界を楽しめます。

マイクロフォーサーズ用
参考売価 12,191 円

ソニーＥマウント用
参考売価 13,130 円

参考売価 17,500 円

持ち運びやすい反転式トラベル三脚で、花撮りの為のローポジションも対応しています。

エアリーＳ１００

エアリーM１００

縮めて３０センチ、伸ばして

縮めて３５センチ、伸ばして

縮めて 42 センチ、

腰の高さの超機動性重視型

胸の高さのバランス重視型

伸ばして

エアリーL１００
目線の高さの
標準型

畳んで折り返した時の直
径が 500 ミリのペット
ボトルのサイズの太さな
のでリュックのペットボ
トルホルダーにも差し込
めます。

参考売価 13,510 円

参考売価 14,510 円

参考売価 15,510 円

静電気防止クッションと衝撃吸収機能付のメディアケースで大切な思い出を保管しましょう。

メモリーカードケースＡＳ 4 枚入り

メモリーカードケースＡＳ 8 枚入り

レッド、ホワイト、ブルー、ブラックの 4 色

レッド、ホワイト、ブルー、ブラックの 4 色

SD カード 4 枚とマイクロ SD カード 4 枚、合計 8 枚入ります。

SD カード 4 枚とマイクロ SD カード 8 枚、合計 16 枚入ります。

参考売価 834 円

参考売価 556 円

COMODO フィルターケース

COMODO フィルターケース mini

（ネイビー/ブラック）

（ブラック/ネイビー）

82mm 径 までの丸 型 フィルターを 8 枚 収 納 できる、
持 ち運 びに便 利 なフィルターケースです。

82mm 径 までの丸 型 フィルターを４枚 収 納 できる、
持 ち運 びに便 利 なフィルターケースです。

ズボンのベルトなどに取付できるカラビナ付き。
三脚やバッグに通せるフリップ付き。

収 納 例 ： C-PL・ND・
クロス・ ソフト

収納例
C-PL・ND3 種 ・
クロス・ソフト 2 種

参考売価 1,760 円

参考売価 2,760 円

撮影用アルミ踏み台 IS-30

Kenko リモートコード 90L

高さ 30 センチ、耐荷重１００kg の撮影用踏み台。

花の撮影などマクロ撮影の必需品です。
ボディ対応表は下記をご確認ください。

参考売価 1,510 円
参考売価 4,510 円

リモートコード対応表
品名
リモート9 0 L
キヤノ ンRS- E3 タイプ

リモート9 0 L
キヤノ ンRS- N 3 タイプ
リモート9 0 L
ニコンMC- 3 0 タイプ

対応するカメラ
キヤノン：EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、
EOS Kiss X9i、EOS Kiss X9、EOS KISS X9、EOS M6、EOS M5、EOS
9000D
ペンタックス：645Z、645D、K-3、K-5 II、K-5 II s、K-5、K-1、K-1 Mark II
オリンパス： OM-D E-M1 Mark II

JAN コード

キヤノン：EOS-1DX、EOS-1DX Mk II、EOS 7D、
キヤノンリモートスイッチRS-80N3、
EOS 7D MkII、EOS 5Ds、EOS 5DsR、EOS 5D MkII、EOS 5DIII、EOS 6D、 キヤノンリモートスイッチTC-80N3に 4961607809822
EOS 6DII、EOS 20D、EOS 40D、EOS 50D
対応するカメラ
ニコン：D5、D500、D4s、D4、D810、D800、D800E、F6、D300s、 D300、
D3s、D3x、D700、D850

富士フイルム：FinePix S5 Pro、 FinePix S3 Pro
ニコン：Df、D750、D610、D7200、D7100、D5500、D5300、D5200、
D3300、D3200、D3100、COOLPIX A、P7800、P7700、D7000、D600、
D5100、D5600、D5000、D60、D90
オリンパス：OM-D E-M1、OM-D E-M5、OM-D E-M5 mk II、PEN-F、PEN
リモート9 0
E-P5、PEN E-P3、PEN E-P2、PEN E-P1、PEN E-PL6、PEN E-PL5、PEN
オリンパス RM- U C1 タイプ
E-PL3、PEN E-PL2、PEN E-PM2、PEN E-PM1
リモート9 0 L
ニコンMC- DC2 タイプ

リモート9 0 L
ソニーRM- VPR1 タイプ

備考

キヤノンリモートコードRS-60E3、ペ
ンタックスケーブルスイッチCS4961607809815
205、コンタックスLA-50電動レリー
ズスイッチ3極LA型に対応するカメラ

ソニー：α 6300、α 7SII、α 7RII、α 7II、α 9、α 6000、α 6500、α 7、α
7III、α 7RIII他 ※シャッター機能とシャッターボタン固定機能のみ

ニコンリモートコードMC-30Aに対応
4961607809839
するカメラ
ニコンリモートコードDC2に対応する
4961607809846
カメラ
リモートケーブル RM-UC1に対応す
4961607809853
るカメラ
リモートコマンダーRM-VPR1※に対
4961607809860
応するカメラ

※ソニーRM-VPR1タイプは、α Aシリーズ用変換アダプターは付属しません。また、使える機能はシャッター機能とシャッターボタン固定機能のみです。

Lecce リュック
トートスタイルとリュックの 2 ウェイで使える、カジュアル仕上げのカメラリュックです。内部の仕切りをセットすることで、簡易的に 2 気室にすることが可能。

仕切を利用すれば簡易 2 気室に
ターコイズグリーン

チャコールブラウン

ブラックカモ

両サイドのポケットにはペットボトル
などを収納できます。

二段式として使う場合など、下部

参考売価 4,611 円

のファスナーから収納したカメラ・
ミッドナイトブルー

SNS マスターシリーズ
取付カンタン。お手ごろ価格のスマホレンズ！

ローズピンク

レンズを取り出し可能。

スマホにはさむだけのカンタン仕様！
インスタ映えするスマホ写真が簡単に撮れます！

スマホにはさむだけのカンタン仕様！
デュアルカメラのスマホ対応のクリップ！

取付クリップとレンズのセットです。

参考売価 1,980 円
SNS マスターテレ 2X（2 倍 望 遠 レンズ）
旅行の時にある
と便利！！

画質を落とすことなく、装着するだけで倍率 2
倍での撮影が可能です。
レンズ未使用

レンズ使用

SNS マスターCPL
旅行の時にある
と便利！！

光の反射除去の他、
青空の色調・樹葉・山肌・建物などのコントラス
トの強調に効果があり、旅先での撮影には必
携です。
レンズ未使用

レンズ使用

SNS マスターワイドマクロ
（広 角 レンズマクロレンズ付 き）
花の撮影にも
便利！！

マクロでは昆虫、植物、繊維など、肉眼では確
認が 難しいところもしっかりと撮影すること
ができます。

レンズ未使用

レンズ使用

ワイドでは大人数で撮りたい時、風景をより広
く撮りたい時、狭い室内を広く映したい時など
に最適です。

レンズ未使用

レンズ使用

EXCITER7ｘ18
ﾌﾞﾗｯｸ、ﾚｯﾄﾞ、ﾌﾞﾙｰ、ｵﾚﾝｼﾞ、ﾋﾟﾝｸ、ｲｴﾛｰ、ｸﾞﾘｰﾝ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙの 8 色
倍率 7 倍の 8 色のカラーバリエーションのリーズナブルな双眼鏡。

レッド

ブラック

ブルー

オレンジ
BOX タイプなので山積みも可能！

参考売価 1,580 円
ピンク

イエロー

グリーン

NEW ガーデン

パープル

写真の魅力を引き出す優しい風合いの木製フレーム

ブラウン

東芝

ナチュラル

SD カード

class10

SDHC/SDXC UHS-I カ ー ド Class10
※転送スピード：ＵＨＳスピードクラス
1&Class10 に準拠
*転送速度 最大 40ＭB/秒

8GB
参考売価 898 円

16GB
参考売価 1,280 円

32GB
参考売価 1,980 円

64GB
参考売価 3,480 円

タカラトミー プリントス
・ママ友会等で子供の写真をギフトできます！
・インスタ映え写真やペットの写真を！
チェキフィルム
と一緒に売れる
のでお店の売上
にも貢献しま
す。

SUMI
SORA
SAKURA
各色

参考売価 3,700 円

以上

