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MEISTER SERIES

●

JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れてください。推 の商品はオープン価格です。
表記価格は、
当社で調査した平均的な価格となります。

進化したクラッシックモデルのレンズ保護フィルター！
！

*写真は試作品に付き改良の為仕様変更する場合があります。

*写真は試作品に付き改良の為仕様変更する場合があります。

カメラやレンズの高性能に伴いレンズフルターも進化する。

●

JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れてください。推 の商品はオープン価格です。
表記価格は、
当社で調査した平均的な価格となります。

ブロアータイプ Blower Type

*中古カメラ店及び一部のネットのみの販売となります。

eins SUPER PROTECT FILTER

極薄設計

■UNX-9616 096166 19ｍｍ
■UNX-9617 096173 22mm
■UNX-9618 096180 22.5ｍｍ
■UNX-9619 096197 24mm
■UNX-9620 096203 34mm
■UNX-9621 096210 39mm
■UNX-9622 096227 43mm

■ドイツSCHOOT社製ガラスレンズ ■反射率0.3％以下
世界的有名なガラスメーカー

■撥水コート

水滴を強力に弾きます

表面反射を極限まで抑制

■外周墨入れ加工
内面反射をカット

■防油コート

■クラッシックモデル

指紋などの油汚れを簡単に
落とせます

昔懐かしいクラッシック形状

推 ￥3,000-(税別)
オープン価格：●

*中古カメラ店及び一部のネットのみの販売となります。

スーパーアンギュロン 21mmF4 用
IWKOO(12502) タイプフード
UNX-8565 085658
オープン価格：未定

UN-1101

UN-1102

シリコンブロアー

UN-1103

ブロアーブラシ

2018 年新製品

UNX-1317 013170 レッド
UNX-1318 013187 ブラック
UNX-1319 013194 イエロー

コストパフォーマンスに優れたブロアー！

ブロアー全体がシリコンゴムでできている為、
カメラボディやレンズ等安心して使用できます。

ブロアーの吸入、
噴出部の２ヶ所に逆流防止弁を塔載。
舞ってる埃を吸入しないので何時でも綺麗な空気を噴出。

超極細繊維素材でサッと綺麗に！
！

感触柔らかなスエードタイプ、
デジタルカメラの液晶画面や
ボディ、
カメラレンズ、
メガネ等のレンズ製品。
OA機器や家電
のお手入れにも最適です。

UN-1102 L120xΦ52ｘT29mm 重量：21g
UN-1103 L 88xΦ41ｘT28mm 重量：12g

013286
013293
013309
013316
013323
013330

推 ￥1,143-(税別)
オープン価格：●

高機能フィルター付きジャパンブロー

ブラック
レッド
オレンジ

サイズ：L116xΦ52mm 重量：44g
材質：本体 シリコン、ノズル NBR

UNX-1613 016133

サイズ：L138ＸΦ52mm 重量：約 45ｇ

オープン価格：未定

殺菌/防菌/防カビ効果に最適！
！

バクブロー
アダプター NEO
UN-1732 017321

●

推 ￥600-(税別)
オープン価格：●

マイクロファイバースウェードクロス
UNX-1677 016775
UNX-1678 016782

スカイブルー
イエロー

サイズ：約 300x300mm 厚さ 0.5mm
重量：約 18ｇ
推 ￥600-(税別)
オープン価格：●

カメラやパソコンのキーボード、又は模型などのクリーニングに！
！

柔らかく耐摩耗性に優れたナイロン毛を採用した小型ブラシです。
クリーニングブラシは、
刷毛を保護するカバー付きです。
クリーニングブラシⅡは用途に応じて刷毛の長さを2段階に調節して使用する事が可能です。
使用しない時は刷毛が本体に完全に収まり、
コンパクトになるので持ち運びに便利です。

￥1,900-( 税別）

拘りの逸品！
！

レンズティッシュ
ペーパー

U.N AG+ クリーニングワイプ
UNX-1673 016737
サイズ：縦 100x 横 150mm( シート）
枚数：12 枚入り
主成分：シルバリア / アルコール

クリーナー液を付けてレンズや
フィルター等を拭きます。
紙粉が出にくい特殊レーヨン紙 。

加賀錦ネックストラップ
UNX-5935 059352

サイズ：樹脂部 90mm( ブラシを収めた状態）
ブラシ部：35mm( 長 )/20mm( 短 ) 重量：15g
材質：ブラシ部：ナイロン / 本体：ABS
推 ￥500-(税別)
オープン価格：●
THETA等のストラップ取り付け部の
無いカメラに取り付ける為のカメラネジ

サイズ：最大長 530mm/ 幅 6mm
推 ￥1,500-(税別)
オープン価格：●

撮影の幅を広げる便利なアイテム！
！

取り付け取り外しが簡単！
！

カメラネジ部はダブル構造なのでネジが回転しても キャップの取付はバヨネットタイプになっていますので、
ネジは外れない安全設計になっています。
レンズリングを取り外し簡単に取り付けが可能です。
TG-5純正のシリコンジャケットを装着しても取り付けが
可能です。

カメラネジ
（U-1/4-20）
のある製品を
ジョイントできます。

サイズ：H80 xW76 xD59mm
折り畳んだ状態：39.5mm
重量：60ｇ(PENTA/ HEXA)

3 インチ用
UNX-8506 085061

推 ￥3,790-(税別)
オープン価格：●

UNX-8507 085078

サイズ：最大長 305mm/ 幅 32 mm 重量：36g
推 ￥2,000-(税別)
オープン価格：●

サイズ：H17xΦ10mm
重量：約 10ｇ 材質 : 真鍮

推 ￥800-(税別)
オープン価格：●

電源ボタンライト、
リングカバー、
シューカバーが
グリーンで統一！
！
−
アルミ削り出しRICOH GR Ⅱ
−用メタルシューカバー。
生産限定セットのリングキャップにマッチした色合い。

A

ノーマルレンズ

モニタリングPro
UNX-8504
UNX-8506
UNX-8507
UNX-8508
UNX-8533
UNX-8535

モニタリングPro 3インチワイド用
モニタリングPro
モニタリングPro −MC
モニタリングPro −MC Master
モニタリングPro 3.2インチPENTA
モニタリングPro 3.2インチHEXA

A=

外 形

縦

B=

〃

横

ｂ
d

c

a

a=

外 形

縦

b=

〃

横

C= 画面有効範囲 縦

c= 画面有効範囲 縦

D=

d=

〃

横

取付け枠

寸法（mm）
A
B
C
D
57 78 44 65
58

73

50

65

56

71

50

65

59

76

52

69

専用取付枠
モニタリングPro 3インチ
ワイド用取付枠
UNX-8509 モニタリングPro3インチ取付枠
UNX-8505

モニタリングPro 3.2インチ
UNX-8534
PENTA/HEXA用取付枠

〃

横

寸法（mm）
a
b
c
d
54.4 75.4 44
57

65

72 46.7 61.7

58.8 75.8 49.8 69.8

モニタリング取り付け枠

両面マルチコート

推 ￥7,600-(税別)
オープン価格：●
サイズ：H79 xW71 xD56mm
ﾚﾝｽﾞ可 動 部 を伸ばした状態102mm
重量：117g

推 ￥2,362-(税別)
UNX-8505 085054 ●
推 ￥2,362-(税別)
UNX-8509 085092 ●
推 ￥3,314-(税別)
UNX-8534 085344 ●

ストラップ Strap
190g以下の防水対応のコンパクトデジタルカメラやスマホ
等に取り付けておけば間違って水中に落としても沈みません。

京都西陣で脈々と伝統を守りながら織られて
きました金らん生地を使用したストラップです。

UNX-8505

UNX-8509

UNX-8534

上質感、滑らかな手触りが特徴の牛ヌメ革を使用
したオリジナルレザーストラップです。

取付け例

取付け例

UNX-5936 059369 ブラック
UNX-5937 059376 迷彩

C

モニタリング Pro

推 ￥3,790-(税別)
オープン価格：●
サイズ：H79 x W78 x D57mm 重量：82g

UNX-8508 085085

推 ￥4,743-(税別)
オープン価格：●

サイズ：H80 x W73 x D58mm
重量：80g

カメラネジ部はダブル構造なのでネジが回転しても
ネジは外れない安全設計になっています。

ストラップアタッチメント
スクリュー
UNX-8564 085641

両面マルチコート

【外形と画面有効範囲の詳細】

D

UNX-8508 3ｲﾝﾁ用
MC-MASTER

UNX-8504 085047

推 ￥1,600-(税別)
オープン価格：●

お使いになるカメラの液晶画面に、各種モニタリングPro、専用取付枠が適合するかお確かめ下さい。
B

３ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ用 /３ｲﾝﾁ MC-MASTER
ノーマルレンズ

適合商品

モニタリングPro 専用取付枠 適合表

手動調整可能
(ｽﾄﾛｰｸ約20mm)

3.2 インチ用
UNX-8533
両面撥水コート
PENTA 085337
推 ￥5,695-(税別)
オープン価格：●
UNX-8535
両面マルチコート
HEXA 085351
推 ￥5,219-(税別)
オープン価格：●

地球温暖化防止活動
環境大臣表彰受賞

グリーン購入法

ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて
使用します。
アダプターはスパウトも付いていますので
トリガー式の缶等はスパウト部から交換してご使用ください。

⇔

サイズ：全長 約 120mm ブラシ部 約 33mm
重量：9g( カバー含む）
材質：ブラシ部：ナイロン / 柄：ABS/
シルバー：アルミ / カバー：PVC
推 ￥400-(税別)
オープン価格：●

地球温暖化係数：1 以下

UN-1731 017314 ￥3,800-(税別)

日差しの強い場所での画面確認の必需品！
！モニタリング Pro

UNX-8504 3ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ用

UNX-1805 018052 ブラック
UNX-1806 018069 グレー

内容量：350ml、成分：DME,CO2

モニタリングプロ Monitoring Pro

クリーニングブラシⅡ

UNX-1804 018045

サイズ：H241ｘΦ66mm

バクブロー NEO

レンズ部伸縮
ピント調整可！

クリーニングブラシ

エコジェット 350
UNX-1802 018021

＊クリーナー缶は
『UNX−1802』
を使用します。

UN-1525 015259
￥160-(税別) 50 枚入

推 ￥500-(税別)
オープン価格：●

加賀錦のもつ優雅で力強い風合いを真田紐にしあげました。
ストラップ用に特別生産した織紐
（6mm幅）
を使用しています。
横滑りしにくく、
強靭です。
コンデジやスマートフォン等にお勧
めです。

サイズ：H150ｘW170xD35mm
重量：30g

本体ゴム
伸縮可！
収納に便利

リストストラップ カメラネジ付

推 ￥1,800-(税別)
オープン価格：●

推 ￥476-(税別)
オープン価格：●

メンテナンス用品 Maintenance Goods

シリコンショットブロー
UNX-1336 013361
UNX-1337 013378
UNX-1338 013385

レッドライン
イエローライン

サイズ：L136xΦ59mm 重量：50g
材質：本体シリコン、ノズル NBR

人と環境に優しい
ウエットタイプの
クリーニングシート

*写真は試作品に付き改良の為仕様変更する場合があります。

コンパクトデジタルカメラや一眼レフカメラを片手で
持ち運びができます。
サルカンをスライドさせて手首に
固定できるので、
安定した撮影が可能です。

UNX-1334 013347
UNX-1335 013354

人と環境に優しい天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを特許技術により
4ナノレベルで加工された新しいタイプのウエットクリーニングシート
です。
シートは乾いても、
マイクロファイバークロスとして2〜3回は目安
として使用できます。
スマホやメガネ等のちょっとした汚れを落とすのに
大変便利なシートです。

■フィルター性能
ろ過効率：0.3㎛
空気中の微粒子(花粉・ホコリ・黄砂・PM2.5）
などの侵入を99%以上カット。

カメラネジ付きなのでストラップ取り付け部の
無いデジタルカメラも簡単取り付け！
！

シリコンショットブロー ラインタイプ

ブラック
イエロー
オレンジ
グレー
ブルー
レッド

サイズ：L150xΦ52mm 重量：43g

サイズ：L117xΦ52mm 重量：34g

サイズ：UN-1101 L137xΦ67ｘT42mm 重量：35g

W逆流防止弁採用により
常時クリーンな空気が噴出される！

UNX-1328
UNX-1329
UNX-1330
UNX-1331
UNX-1332
UNX-1333

ショットブロー

UN-1101 L 011015 ￥880-( 税別）
UN-1102 M 011022 ￥720-( 税別）
UN-1103 S 011039 ￥610-( 税別）

オリンパス Tough TG-5 用
プロテクトキャップ
UNX-9537 095374
重量：約 6ｇ

推 ￥2,389-(税別)
オープン価格：●

本体やレンズ部の保護に！
！
GoProHERO5/6用シリコンカバーとレンズカバー。
HERO5/6本体やレンズ部の保護及びドレスアップに。

オスオスカメラネジ
UNX-8560 085603

サイズ：H19xΦ16/ ローレット部 3.9mm
重量：約 8.9ｇ 材質 : 鉄
推 ￥600-(税別)
オープン価格：●

水中での撮影に適したフィルター！
！
GoProHERO5/6用フィルターです。
オレンジ：水深10m迄 青色〜緑色の水中の色補正に適してます。
レッド ：水深10m迄 緑色の水中の色補正に適してます。
イエロー：水深10m迄 青色の水中の色補正に適してます。

裏面：植毛生地
（滑り止め効果あり）

フローティングストラップ

カラビナストラップネジタイプ

UNX-5929 059291 オレンジ・モスグリーン
UNX-5930 059307 ブルー・ネイビー
UNX-5933 059338 ブラック

サイズ：H115xW27xD14mm 重量 23g
推 ￥1,250-(税別)
オープン価格：●

UNX-5804
UNX-5805
UNX-5806
UNX-5920

058041 レッド
058058 オレンジ
058065 ブルー
059208 イエロー

和キンラン桜 S/LONG
UNX-5809 058096

サイズ : 最大長 1260mm/ 幅 30mm
PP テープ幅 10mm
推 ￥4,000-(税別)
オープン価格：●

サイズ：最大長 270mm/ 幅 50 mm
重量：16g 材質：ナイロン
推 ￥1,410-(税別)
オープン価格：●

レザーストラップ PL
UNX-5913 059130

サイズ：最大長 1200mm/ 幅 12mm
推 ￥3,400-(税別)
オープン価格：●

クイックシュー Quick Shoe/ マイクロアジャスター Micro Adjuster/ 雲台 Pan Head/ クランプ Clamp

レンズカバー付

−
（グリーン）
メタルシューカバー For GRⅡ
−
UNX-8557 085573
サイズ：約 18.5ｘ18.7mm 重量：約 2ｇ
材質：アルミ
推 ￥2,000-(税別)
オープン価格：●

GoProHERO5/6 用シリコンカバー

UNX-9415 094155 ブラック
UNX-9416 094162 レッド
UNX-9417 094179 オレンジ
UNX-9418 094186 グリーン
推 ￥1,200-(税別)
オープン価格：●

GoProHERO5/6 用フィルター
UNX-9412 094124 オレンジ
UNX-9413 094131 レッド
UNX-9414 094148 イエロー

装着イメージ

サイズ：H8(ツメ部含む)xW40(紐通し部含む)
xD33mm/重量：3.1g(本体のみ)
推 ￥1,800-(税別)
オープン価格：●

耐荷重約1,0㎏

UN-5671

UN-5672 アダプター

クイックシュー

UN-5671 056719 ￥2,300-(税別)

サイズ：H19xW50xD50mm 重量：97g

NEW

UN-5672 056726 ￥900-(税別)

サイズ：H9xW43xD43mm 重量：26g

50m

m

5

m
5m

耐重量約1,5㎏

TWO-WAY フォーカシングレール

UN-5694 056948 ￥16,800-(税別)
カメラの移動位置：前後方向50mmの微調整が可能
左右方向55mmの微調整が可能

サイズ：H55xW131xD131mm 重量：285g

UN-7401
バウンスシュー

UN-8231
液晶モニターバウンサー
製品底部に三脚穴付き

バウンサー

製品底部にオス型シュー付き

クランプ雲台

耐荷重約1,0㎏

UN-7401 074010 ￥2,800-(税別)
UNP-5626 056269 ￥8,800-(税別)
サイズ：H33xW33xD20mm 重量：55g 直径60mmまでの物に挟む事ができます。

UN-8231 082312 ￥3,000-(税別) 雲台部：H170xΦ30mm 重量：500g
サイズ：H45xW36xD26mm 重量：50g サイズ：クランプ部 L130xW70xH80mm

クリップ雲台

UN-5617 056177
￥3,900-(税別)

直径55mmまでの物に挟む事ができます。

サイズ：雲台部 H52xΦ20mm
重量：298g

2018写真・映像用品年鑑 ツメ見出し 2017.11.6

推 の商品はオープン価格です。
表記価格は、
当社で調査した平均的な価格となります。
JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れてください。●

ブラケット Bracket/ ホルダー Holder/ カメラネジ Camera Screw
カメラ本体のシュー座を2つに拡張する事ができるバーです。
片方のシュー座は約5㎝の可動が可能です。
動画撮影時にLED
ライトとマイクを組み合わせができ撮影をしっかりサポートします。

軽量楕円アルミパイプを使用したカメラホルダーです。
大きめのホルダーパットがより安定した撮影を可能に。
カメラ撮影だけでなくビデオ撮影にも威力を発揮します。

アルミダイキャスト製のバー表面に高級コルク材を貼り充分な弾力性と
大型カメラネジ効果でしっかり固定する力があります。

推 の商品はオープン価格です。
表記価格は、
当社で調査した平均的な価格となります。
JANコードご利用の際は品番の前に会社コード4907822を入れてください。●

照明用品 Lighting Equipment

U1/4-20(高品質日本製）
のカメラネジです。
工夫次第で色々な物に使用できます。

●●●●●

デジタルカメラの近接撮影に自然な光。

スマートフォンにも取付けられる小型LEDライト。

両サイドからのライティングで被写体の影を軽減。

マクロ撮影で効果的なライティングが簡単に行えます。
無影撮影をライトが常時点灯
していますので、
確認しながらのライティング撮影が可能です。
色再現性に優れ高光束可を実現し長寿命を兼ね備えた白色LEDを使用しています。

●●●●●

●●●●●
リングライトは、色再現性に優れ、高光束なので、
より明るく、
より鮮明なマクロ撮影が実現します。

●●●●●

UNX-5698

●●●●●
●●●●●

W シューバー

UNX-5602 056023

●●●●●

耐重量約3,0㎏

UNX-5751 057518
サイズ：L170mm
重量：206g( 本体 )/123g( パット )
推 ￥5,000-(税別)
オープン価格：●

デラックスストレートバー

UNP-5606 056061 ￥5,480-(税別)
サイズ：W292xD48xt13mm 重量 :325g

LEDリングライト43mm×14
フィルター口径

UNX-5699 056993 メネジ無

サイズ：H19( 金属ネジ部 11mm）ｘΦ33ｍｍ
推 ￥500-(税別)
オープン価格：●

ホットシュー Hot Shoe
カメラのホットシューに挿入して側面の
X接点から電気信号を送ります。

2台同時にストロボを発光させる事ができます。

JJC ミニビデオライト
UNX-7832 078322

サイズ：H42xW70xD15mm
重量：32g
推 ￥4,500-( 税別 )
オープン価格：●

操作しやすい縦位置グリップ式リモートスイッチ。

TR

●●●●●

スレーブユニット（X 接点付）
UNX-7539 075390

製品の底部にオス型シュー付き。

製品の底部にオス型シュー付き。

ホットシューアダプター
●●●●● UN-7411
074119
￥1,380-( 税別 )

2WAY ホットシューアダプター
UNX-7414 074140

製品の底部にオス型シュー付き。

ホットシュー PC コネクター
UN-7415 074157
￥1,680-( 税別 )

＊ソニーマルチインターフェースシューにも対応(マニュアル発光)

推 ￥2,400-( 税別 )
オープン価格：●

サイズ：H35.5xW27xD34mm
重量：24g
推 ￥3,695-( 税別 )
オープン価格：●

コード：L180mm

コードの両端にカメラのX接点接続用の
プラグをモールドした特殊なシンクロコ
−ドです。

一端はΦ3.5のプラグが、
もう一方にはG1モールド
の使用したカメラの接続接点用オス型PCプラグに
なってます。
スタジオ用の大型ストロボに接続して
使用します。

人物.商品撮影には複数のストロボがシンクロ
する撮影が理想です。
1台のカメラに3台までのストロボを接続して
同時発光ができます。
ガイドナンバーの異なる
ストロボでも使用可能です。

G-1モールド採用の製品には
このアイコンがあります。
接続しているシンクロ端子を
回転させても断線せず、セン
ターピンをずらし接触不良が
起きにくい設計です。

マルチフラッシュターミナル
UN-7305 073051
￥2,200-( 税別 )

サイズ：H10xW40xD8mm

●●●●●

重量 5g

プロシンクロコード 4ｍ Φ3.5
UNP-7521 075215

シンクロコード オス / オス
UNP-7121 071217
￥2,200-( 税別 )

￥2,860-(税別)
長さ：4m ストレート 重量：85ｇ

長さ：1.8ｍ スパイラル

シンクロタップ
UNP-7306 073068 ￥2,200-(税別)
UNP-7307 073075 ￥2,700-(税別)
長さ：UNP-7306 30cm
UNP-7307 2m

推 ￥2,700-(税別）
●
Φ2.5ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ
推￥2,700-(税別）
●
ﾆｺﾝ MC-30ﾀｲﾌﾟ
推￥2,700-(税別）
ﾆｺﾝMC-DC2ﾀｲﾌﾟ ●
ユニバーサル ST グリップ
推￥2,700-(税別）
●
ｷﾔﾉﾝ80N3ﾀｲﾌﾟ
UNX-8238 082381
推
ｿﾆｰRM-VPR1ﾀｲﾌﾟ ●￥3,300-(税別）
サイズ：H125xW40xD88mm
推￥2,700-(税別)
ｵﾘﾝﾊﾟｽRM-UC1ﾀｲﾌﾟ●
重量：75g
推￥2,700-(税別)
ﾊﾟﾅDMW-RSL1ﾀｲﾌﾟ●

SONY RX1シリーズのデジタルカメラに装着し高級デジタルカメラ
を更にドレスアップ。

アダプターリングを取り付けてクラッシックカメラ調に様変わり

フードの前面にネジが切ってありますのでレンズキャップやフィルター
の取付けが可能です。

●●●●●

金属レリーズ
UN-4301
UN-4302
UN-4303
UN-4304

推 ￥5,219-( 税別 )
オープン価格：●

UN-5895

UN-5896

UN-5897

カメラレインコート

UN-5885 058850
UN-5890 058904
UN-5895 058959
UN-5896 058966
UN-5897 058973
UN-5898 058980

ジッパー付(S)49〜77
Pro
大口径ジャンボ82〜167
ジャンボ49〜77
(L)49〜77
(S)49〜77

UN-5898

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

UNX-8117 081179 46mm
UNX-8118 081186 49mm
UNX-8133 081339 39mm(P0.5)
UNX-8134 081346 43mm
UNX-8135 081353 52mm

￥ 3,400-(税別)
￥ 3,500-(税別）
￥11,500-(税別）
￥ 5,300-(税別）
￥ 3,300-(税別）
￥ 2,650-(税別）

カメラレインキャップ
for SLR Cameras
UNX-5899 058997

内蔵ストロボをご使用する場合、
ストロボ光がけられる場合があります。
Fuji FinePix Xシリーズに装着する場合は別売の
UNX-8521 49mmリング(メス/メス)が必要です。

スクエアーフード部単体：H59.6×W65×D13.5mm
重量：10.9g

推 ￥6,171-(税別)
オープン価格：●

UNX-5900 059000

L サイズ：H420xW380xt0.08mm
推 ￥1,200-( 税別 )
オープン価格：●

49mm リング ( メス / メス）
UNX-8521 085214

Fuji FinePix X100/X100s/X100T/X70のカメラレンズ部
のフロントリングを取り外しUNX-8521を取付ければ
フードは勿論UNX-7823(クローズアップレンズ49mm）
を取り付けてマクロ撮影も可能です。

推 ￥1,410-(税別)
オープン価格：●

サイズ：H58.7xW68.5xD22mm
重量：26g
材質：アルミ、POM
対応機種：SONY RX1 / RX1R / RX1RⅡ
取付可能レンズ：SEL16F2.8/SEL20F2.8/SEL35F1.8/
SEL50F1.8/SEL24F1.8Z/SEL55F1.8Z

推 ￥8,000-(税別)
オープン価格：●

UNX-5361
UNX-5362
UNX-5363
UNX-5364
UNX-5365
UNX-5366
UNX-5367
UNX-5368

推 ￥1,900-(税別）
053619 49mm ●
推 ￥1,900-(税別）
053626 52mm ●
推 ￥1,900-(税別）
053633 55mm ●
推 ￥2,000-(税別）
053640 58mm ●
推 ￥2,000-(税別）
053657 62mm ●
推 ￥2,200-(税別）
053664 67mm ●
推 ￥2,300-(税別)
053671 72mm ●
推 ￥2,300-(税別)
053688 77mm ●

天然ゴム使用。
カメラに付けたまま折りたためます。
写角は広角35mmまで使用できます。
JIS規格に基づいて24mmから82mmまでのサイズがあります。

ラバーフード

051240
051257
051271
051288
051295
051301
051318
051325
051349
051356
051370
051387
051394

24ｍｍ
￥3,300-(税別)
25.5mm
￥3,300-(税別）
27mm
￥3,300-(税別）
28.5mm
￥3,300-(税別）
29.5mm
￥3,300-(税別）
30mm
￥3,300-(税別）
30.5mm
￥3,300-(税別）
カブセ32mm ￥3,300-(税別）
34mm
￥3,300-(税別）
35.5mm
￥3,300-(税別）
37mm
￥3,300-(税別）
37.5mm
￥3,300-(税別）
39mm
￥3,300-(税別）

UN-5140
UN-5141
UN-5143
UN-5146
UN-5148
UN-5149
UN-5152
UN-5155
UN-5158
UN-5160
UN-5162
UN-5167
UN-5172

051400
051417
051431
051462
051486
051493
051523
051554
051585
051608
051622
051677
051721

UNX-8543

ホットシューカバー

PENTAX 用

EOS M:M5

ホットシューカバー

推 ￥300-( 税別 )
オープン価格：●

UNX-8554 085542

UNX-8543 085436

キヤノン EOS 用Ⅱ

オープン価格：●
推 ￥370-( 税別 )

SONY ﾏﾙﾁｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｼｭｰ用

推 ￥400-( 税別 )
オープン価格：●

*魚眼レンズ、
レンズ及びレンズフードの種類によっては
使用できない場合があります。

UNX-9501
UNX-9502
UNX-9503
UNX-9504
UNX-9505
UNX-9506
UNX-9507
UNX-9508

095015
095022
095039
095046
095053
095060
095077
095084

37mm
40.5mm
46mm
49mm
52mm
55mm
58mm
62mm

UNX-9509
UNX-9510
UNX-9511
UNX-9512
UNX-9513
UNX-9514
UNX-9535

40mm ￥3,300-(税別）UN-5177 051776 77mm
￥2,600-(税別）
40.5mm ￥1,600-(税別）UNP-5182 051820 82mm
￥4,100-(税別）
43mm ￥1,600-(税別）UNX-8112 081124 37mmP0.75 ●
推 ￥2,000-(税別）
46mm ￥1,700-(税別）
48mｍ ￥1,700-(税別）
広角35mmレンズを使用する場合は、写角のケラレを防ぐため
49mm ￥1,700-(税別）
図のようにフィルターを取付けてください。
52mm ￥1,800-(税別）
写角は広角35mm(62°)以上のレンズに使用可能です。
55mm ￥1,800-(税別）
58mm ￥1,900-(税別）
60mm ￥4,000-(税別）
フレシキブルなゴム製のおりたたみ式レンズフードですから、
カメラに
常時取付けたまま携行できます。
62mm ￥2,200-(税別）
撮影の際はワンタッチで引き伸ばして使用できます。
またフードを裏返してカメラケースに一緒に収納することもできます。
67mm ￥2,200-(税別）
72mm ￥2,500-(税別）

095091
095107
095114
095121
095138
095145
095350

●●●●●

●●●●●

67mm
72mm
77mm
82mm
86mm
95mm
105mm

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

大切なレンズを塵や埃から守ります。
スペアーキャップとしてもお勧め。
カメラストラップやバックのストラップに装着し、
レンズキャップを挟んで保持する事が可能です。

マイクロフォーサーズ用 W リアキャップ
UNX-8540 085405

サイズ：H14.5ｘΦ54mm 重量：12g 材質：ABS
推 ￥800-( 税別 )
オープン価格：●

マイクロフォーサーズ用
レンズリアキャップ Deep
UNX-8541 085412

サイズ：H11.7ｘΦ53.5mm 重量：9g 材質：ABS
推 ￥450-( 税別 )
オープン価格：●

●●●●●
●●●●●

UNX-8541

●●●●●

レンズキャップクリップ
UNX-9528 095282
対応レンズキャップ：37 〜 77mm
対応ストラップ幅：40mm まで
(30mm 以上推奨 )
推 ￥743-( 税別 )
オープン価格：●

ライカ / ローライ対応用品 Leica/Rollei Accessories
LeicaM10用サムグリップです。
カメラシューに差し込む事により
カメラを持つ際にグリップに親指が掛かるようになり、
片手でも
安定してカメラを持つ事ができます。

000

UNX-8542

UNX-8542 085429

Kiss:X7i/X8i/X80/X9i

M サイズ：H290xW270xt0.08mm
オープン価格：●
推 ￥1,000-( 税別 )

ワンタッチレンズキャップ 落下防止紐付き オープン価格

メタルフード ブラック

ラバーフード Rubber Hood
UN-5124
UN-5125
UN-5127
UN-5128
UN-5129
UN-5130
UN-5131
UN-5132
UN-5134
UN-5135
UN-5137
UN-5138
UN-5139

6D/7DMarkⅡ/80D/8000D/9000D

UNX-8540

メタルスクエアフード
SONY 49mm 径レンズ用
バヨネットタイプ
UNX-8120 081209

●●●●●

●●●●●
対応機種
EOS:1DXMarkⅡ/5DMarkⅣ/5DMarkⅢ/5Ds/5DsR/6DMarkⅡ

取り付けつまみがキャップ中央部にあるので、
レンズフードが付いていても楽にキャップの取り外しが可能です。
また、
落下防止紐付きですので紛失の心配もありません。

標準 50mm 対応

●●●●●

●●●●●

外部ストロボを使用しない時はカバーを装着。
シュー接点部の保護になります。

雨やホコリから大切なカメラを守ります。
UN-5890

●●●●●

043016 25cm ￥780-(税別）
サイズ：Φ10xH19mm
043023 30cm ￥820-(税別）
●●●●●
043030 50cm ￥1,100-(税別） 重量：5g
推 ￥1,000-( 税別 )
オープン価格：●
043047 91cm ￥1,380-(税別)

耐寒仕様 −10℃
UN-5885

●●●●●

スクエアフード

カブセ式
レリーズアダプター
UNX-4306 043061

製品の底部に三脚穴付。

サイズ：リモートスイッチ全長 430mm( コードの長さ約 300mm) 重量：20g

●●●●●

●●●●●

ストッパー付

レンズキャップ Lens Cap/ レンズリアキャップ Lens Rear Cap

スクエアフード Square Hood/ メタルフード Metal Hood

●●●●●

*ニコンF/F2 ライカバルナックタイプ。

カメラ・レインコート Camera Raincoat/ ホットシューカバー Hot Shoe Cover

フラッシュターミナル Flash Terminal/ シンクロタップ・コード Synchro Tap・Cord
2台のカメラ、
2台のストロボを接続し交互に
シャッターをレリーズする事ができます。
ガイドナンバーの異なるストロボでも使用
可能です。

UNX-4885 048851
UNX-4886 048868
UNX-4887 048875
UNX-4888 048882
UNX-4889 048899
UNX-4890 048905
UNX-4891 048912

●●●●●

●●●●●
アダプターの中にシャッターボタン部の
傷防止樹脂パーツが組み込まれています。

U.N リモートスイッチ

●●●●●

●●●●●

サイズ：H190xD15.5mm
耐荷重：35g
重量：50g
推 ￥4,000-( 税別 )
オープン価格：●

*別売の専用コードは、
弊社カタログ、
ホームページでご確認願います。

写真は UNX-5899

●●●●●

フレキシブルダブルショートアーム
UNX-7833 078339

レリーズ端子にあるカメラを装着し別売の
柔軟性のある金属メッシュのレリーズです。
ユニバーサルSTグリップコードを繋げれば
サイドストッパー付き。
トリガーを押すだけで片手で撮影が行えます。

クリック感のあるタクトスイッチを採用。
日本製

製品の底部に三脚穴付。

●●●●●

リングライト 使用時

ストロボ 発光有

電動レリーズ Electric Release/ ケーブルレリーズ Cable Release
背面のX接点にシンクロコードを接続して2灯の
発光が可能。
底部に三脚ネジ穴があり、
雲台等に
固定ができます。

ホットシューのないカメラにX接点部を接続して
ストロボを発光させる事ができます。

●●●●●

●●●●●

ストロボ発光無

LED リングライト
推 ￥31,429-( 税別 )
UNX-7807 078070 43mmｘ14 オープン価格：●
推 ￥32,381-( 税別 )
UNX-7814 078148 46mmｘ18 オープン価格：●

●●●●●

●●●●●

LEDの数

となっております。

サイズ：H17( 金属ネジ部 9mm）ｘΦ33ｍｍ
推 ￥500-(税別)
オープン価格：●

UNX-7832 JJCミニビデオライト専用。
フレキシブルタイプなのでライティングの位置を
自由自在に動かす事ができます。

スマートフォンにも取付けられるようΦ3.5mmのピンジャックが
同梱されています。
本体底面には三脚ネジが切ってあるので三脚
や雲台などに取り付けが可能です。

LEDリングライトシリーズの名称は

UNX-5698 056986 メネジ付

カメラホルダー DXⅠ

●●●●●

UNX-5699

カメラネジ

耐重量
カメラ側:約1.0kg
可動側：約0.5kg

サイズ：H28xW150xD33mm 重量：80g
主要材質：アルミ、ABS
推 ￥3,790-(税別)
●●●●● オープン価格：●

●●●●●

●●●●●

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

ライカM用マグニファイヤー(x1.25）
です。
ライカMのファインダーに取り付ける
事により、
ファインダー内部の倍率が上がりピント調整がとても楽になります。

ローライフレックスE,F用のストラップ取り付け金具です。
金具幅は
12mmサイズなので一般的なストラップの取り付けが可能です。

アンティークなローライコードのシャッターを操作しやすくする
シャッターレリーズです。

●●●●●
●●●●●

*中古カメラ店及び一部のネットのみの販売となります。

*中古カメラ店及び一部のネットのみの販売となります。

ネジピッチはカメラ用

ライカ M10 用サムグリップ
UNX-8562 085627 ブラック
UNX-8563 085634 シルバー

サイズ：H22xW56xD17mm
重量：9g
推 ￥18,000-( 税別 )
オープン価格：●

ローライフレックス (E,F) 用
ストラップ金具
UNX-8561 085610

レンズケース付

ライカ M 用マグニファイヤー (x1.25)
UNX-8553 085535 ブラック

推 ￥12,000-( 税別 )
オープン価格：●

000

サイズ：全長 50mmx 幅 17mm
重量：10g(1pcs）
ストラップ穴 : 幅 12mmx 高さ 3mm
推 ￥4,000-( 税別 )
オープン価格：●

日本製
*中古カメラ店及び一部のネットのみの販売となります。

ローライコード用
シャッターレリーズ
UNX-8556 085566

サイズ：全長 200mm
推 ￥3,000-( 税別 )
オープン価格：●

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

●●●●
●●●●
●●●●●

●●●●●

●●●●
●●●●●
●●●●●

●●●●●
●●●●
●●●●
●●●●●

