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チラシ有効期間
2019 年 5 月 27 日（月曜日)から
7 月 1 日(月曜日)

暑い日が日に日に増え、一方でこれから梅雨の時期となります。
今回はアジサイの撮影・雨の日の撮影に使える用品や、乾燥剤・防水仕様のバッグなどをご紹介します。
今回も目玉商品を用意していますので是非ご覧ください。

梅雨の時期の撮影と言えば紫陽花。その紫陽花の撮影に有効なクローズアップレンズやソフトフィルター
を今月はお勧めします。また、雨上りの水たまりを利用してのリフレクション撮影に最適なハーフ ND フ
ィルターもお勧めです。お店で使える POP もご用意しましたのでご活用ください。

MC クローズアップ NEO No.3 / No.4

価格は御注文書をご確認下さい。

MC プロソフトン（A）N
光のにじみが美しい非常に滑らかなソフト効
果が得られるフィルター。
フィルター表面に施した特殊コーティングと、
非常に微細な特殊効果加工により、広角レ
ンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なく
お使いいただけます。
風景や花、ポートレート、夜景など様々なシ
ーンでお使いいただけます。

価格は御注文書をご確認下さい。
プロソフトン使用例

cokin 121M ミディアムグレー2（ソフト ND4）
ハーフのグラデーション ND フィルターは空と陸の撮影では明暗差を調整して、空の色を濃く
したり、陸の黒つぶれを抑えたりするために使用します。グラデーションがなだらかなので、
あらゆるシーンで自然な仕上がりの光量調整ができます。
※角型フィルター
の使用には別途、
専用アダプターと
アダプターリングが
必要です。

価格は御注文書
をご確認下さい。

スライディングアーム II

エイブル 300 HC

スタンドポッド、セルフィーポッド(自撮り

三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使

ハイポジション、ローポジションのいずれにも

棒）、ミニ三脚、手持ち三脚（グリップ）の４

用する接写用アーム。角度とせり出し量が自在に

対応できる多機能三脚。

通りに使えます。

調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス（パ

マルチポッド 3X4

イプ径 28mm 前後）以上がお勧め。

参考売価 19,500 円

参考売価 7,700 円
参考売価 5,380 円

ドライフレッシュ各種
雨の時期の湿気対策にいかがでしょうか。
ケンコーの乾燥剤は天日干しすることで繰り返し使用可能です。バッグの中などに入れるスティック
タイプと面積が大きく除湿力の高いシートタイプがあります。
また、この製品は一定の湿度を保つ性質の「シリカゲル B 型」を採用しています。お菓子などに使
用されている「シリカゲル A 型」は必要以上に除湿するため、カメラやレンズには不向きです。

価格は御注文書をご確認下さい。

アオスタ インターセプター
普段使いもしやすいデニム調の色合いの生活防水バッグです。防水性に優れた TPU 素材や止水ファスナーを採用しているので生活防
水バッグとして快適にご使用いただけます。ネイビーとチャコールグレーの２色展開

メッセンジャーS サイズ

メッセンジャーM サイズ

収納例；レンズ付きミラーレスカメラ＋交換
レンズ２本

収納例；標準レンズ付き一眼レフ＋交換レ
ンズ２本

参考売価 9,130 円

参考売価 10,880 円

リュック
収納例；標準レンズ付き一眼レフ＋交換レ
ンズ２本＋１４インチノート PC

参考売価 14,630 円

レインカバーDG
雨の日ならではの写真を撮影する際に便利なアイテムです。自身もレインコートを着て、カメラにはレインカバーを装着して、撮影に行か
れてはいかがでしょうか？2 サイズから選べます。

M サイズ

L サイズ

標準レンズ用

望遠レンズ用

参考売価 4,533 円

参考売価 4,,077 円

LUME CUBE AIR
スマホに接続できる手のひらサイズの充電式防水 LED ライト

特長③ディフューザー付属

特長①スマホで操作が可能
BLUETOOTH を使いスマホでの操作が可能。スマホが
なくても本体での調光操作が出来ます。

ホワイトとオレンジ 2 つのディフューザーが付属。光の
拡散や、暖色への変更も可能です。

特長④三脚ネジ穴とマグネット内臓

特長②防水機能
水深 10m までの防水性を備えています。雨の日のライ
ティングにも使用できます。

三脚やマグネットを利用し好きな位置からライティング
が可能です。

参考売価 8,880 円

スマートフォンマルチバンド MOMOSTICK プラス
スマートフォンの落下防止と操作感をアップさせるアクセサリー

スマホスタンドにもなります。

左から De-02/De-03/PU-04/PU-05/PU-01

参考売価 982 円

※MOMOSTICK®は、株式会社モモディズジャパンの登録商標です。

KF6×21H /

KF8×21H

ﾚｯﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ、ｲｴﾛｰの 6 倍 3 色、ﾌﾞﾙｰ、ｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾎﾜｲﾄの 8 倍 3 色
計 6 色のカラーバリエーションのフジノンブランドの双眼鏡。

KF6×21H
（6 倍）

価格改定後の価格を先行で
ご案内です！
レッド

ブラック

イエロー

KF6×21H

参考売価 3,880 円

KF8×21H
（8 倍）

KF8×21H
ブルー

ゴールド

ホワイト

参考売価 4,380 円

東芝 SD カード AR40N

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

16GB

参考売価 898 円

参考売価 1,280 円

64GB

32GB
参考売価 1,980 円

参考売価 3,480 円

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

メモリーカードケースＡＳ 16 枚入り

メモリーカードケースＡＳ 32 枚入り

ホワイト、ブラックの 2 色

ホワイト、ブラックの 2 色

SD カード 16 枚とマイクロ SD カード 16 枚、合計 32 枚入ります。

SD カード 32 枚とマイクロ SD カード 32 枚、合計 64 枚入ります。

参考売価 1,380 円

参考売価 2,250 円

NEW ガーデン
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

ナチュラル

価格は御注文書をご確認下さい。

以上

