ニコン特選カメラバッグ & アクセサリー

スタンダード
ショルダーバッグ

スタンダード
キャリーバッグ

2016.2.23

Standard Series

スタンダード・シリーズ

ショルダーバッグ / カメラリュック / キャリーバッグ

撮影機材も日常小物も効率よく収納できる高機能シリーズ
撮影スタイルや用途に合わせて、
選べる3タイプが揃った「ス

これひとつで撮影シーンが広がる

タンダード・シリーズ」
。ひとつのバッグにまとめるだけでな

万能リュック

く、
組み合わせても使える機能的なラインナップです。撮影

STD-CR

スタンダード カメラリュック

機材を収納しやすく、
撮影時に機材へすばやくアクセスでき

重い機材も持ち歩きやすいリュックタイプ。ペットボトル
などを入れられるサイドポケットや日常小物の収納に便

るクイックアクセスシステムも採用。本格的な撮影にも安心

機材収納例

利な付属のポーチなど、収納も充実

して携行できる、
満足度の高いシリーズです。

・D810（マルチパワーバッテリーパック MB-D12 + AF-S 24-70mm f/2.8G ED 付）
・AF-S 14-24mm f/2.8G ED・AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ・A4 サイズ（13 インチ）のノートパソコン

A4 サイズのノートパソコンや
タブレットの収納に

スタンダード カメラリュック
希望小売価格：¥22,500（税別）

A4

外寸：約 W350×H530×D350 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、

STD-SBL

内寸：約 W320×H460×D140 mm
質量：約1995 g / 素材：ポリエステル・ポリウレタン
品番 STD-CR カラー：ブラック JAN：4955478 178927

機材収納例

▶

・D5
（AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR 付）
・AF-S 14-24mm f/2.8G ED
・AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ・D810・スピードライト SB-910・A4 サイズ
（13インチ）
のノートパソコン

スタンダード ショルダーバッグ L
希望小売価格：￥26,250（税別）2016 年 4 月発売予定

街中から旅先まで幅広く活躍する多機能ショルダー

A4

中仕切りを組み換え、
自由にカスタマイズできます。

外寸：約 W500 × H355 × D285 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W425 × H310 × D230 mm
質量：約 1950 g / 素材：ポリエステル・ポリウレタン
品番 STD-SBL カラー：ブラック JAN：4955478 179245

カメラに装着したまま AF-S 200-500mm f/5.6E ED
VR も収納可能

大容量の機材もスマートに持ち歩ける
キャリーバッグ

スタンダード ショルダーバッグ M
機材の出し入れがしやすいショルダータイプ。 三点留め
ベルト付きで、斜めがけ使用も快適。レインカバー、キャ

STD-SBM
スタンダード キャリーバッグ

リーバッグ装着ベルト付き

STD-CB

機内持ち込み可能サイズで、大容量
の機材も大切に運べるキャリーバッ
グ。 小物収納用ポーチやコード類

ノートパソコンやタブレットの
収納も可能
（M/Lのみ）

の収納に便利なメッシュポーチ、レ
インカバー付き

機材収納例
・D810
（AF-S 24-120mm f/4G ED VR 付）
・AF-S 16-35mm f/4G ED VR
・AF-S 70-200mm f/4G ED VR・スピードライト SB-700・B5 サイズ
（9.7インチ）
のタブレット

スタンダード ショルダーバッグ M
バッテリーや撮影小物の
収納に便利なポーチ付き

機材収納例

希望小売価格：￥21,250（税別）2016 年 4 月発売予定

B5

インナーボックスを丸
ごと取り外すと通常の
キャリーバッグとして
も使用可能

外寸：約 W395 × H310 × D245 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W320 × H270 × D210 mm
質量：約 1440 g / 素材：ポリエステル・ポリウレタン
品番 STD-SBM カラー：ブラック JAN：4955478 179238

機能的な収納ポケット

・D5（AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR 付）・AF-S 14-24mm f/2.8G ED
・AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ・D750・スピードライト SB-910

スタンダード キャリーバッグ
希望小売価格：￥50,000
（税別）2016 年 4 月発売予定
外寸：約 W360 × H495 × D270 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W340 × H450 × D160 mm

A4

質量：約 4200 g / 素材：ポリエステル・ポリウレタン
品番 STD-CB カラー：ブラック JAN：4955478 179252

STD-SBS

機材収納例
・D810
（AF-S 24-120mm f/4G ED VR 付）
・AF-S Micro 60mm f/2.8G ED

スタンダード ショルダーバッグ S
希望小売価格：￥16,250（税別）2016 年 4 月発売予定

インナーボックスは、
カメラの液晶を守る液晶保護カ

上部のファスナーを開けると、
すぐ機材を取りだせる

バー付き
（M/L のみ）

クイックアクセスシステム採用

アイコン解説
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バッテリーやキャップなどの

外寸：約 W355 × H270 × D200 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W280 × H220 × D150 mm

小物用ポーチ、
コード収納用

機内持ち込み OK サイズ。荷
物棚にも収まるので、
飛行機の
移動時にも安心

質量：約 950 g / 素材：ポリエステル・ポリウレタン
品番

STD-SBS

カラー：ブラック

JAN：4955478 179221

バッテリーパックおよびレンズ装着

バッテリーパック装着

レンズ装着

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

交換用レンズ

中型三脚の持ち運びに便利な三脚
ベルトと専用ホルダー付き

スピードライト

フロントポケットも充実。開口部が

のメッシュポーチが付属

大きいポケットは、
小物の出し入れ
がスムーズ

三脚

ノートパソコン
タブレット

3

Lens Ruck

レンズリュック

レンズリュック
止水ファスナー
カメラに超望遠レンズを
装着したまま安定して収納

長時間歩いても疲れにくい、安定感のある背負い心地
重い機材を背負った状態でも高い安定感で、
自然環境の厳しいフィールドもアク

Sport One Shoulder Bag

スポルト ワンショルダーバッグ

カメラバッグ

すぐに取り出せる、軽量＆スポーティー
スタイリッシュなデザインの「スポルト ワンショルダー

ティブに動き回れる超望遠レンズ用リュック。多様なポケット、
中仕切りの他、
サ

バッグ」
。スリムで軽量ながら、
普段使いの機材一式
小型タブレットや
手帳の収納に便利な
外ポケット付き

ブ機やレンズ小物の収納に最適なサイドポーチも付属。レンズをカメラに装着
したまま収納できるので、
リュックから出してすぐに撮影できます。

を収納できます。機動力の高いワンショルダーで、
サイドジッパーから撮影機材へのクイックアクセ
スが可能です。中仕切りを取り外すとワンボック
スレンズリュックとしても使えます。

LR600 3

▶

スマートフォン用
ポケット

ショルダーベルト位置は三段階で変更できるので、
身長 サブ機や小型レンズなどの収納に便利なサイドポー
に合わせて背負い位置を調整。快適な背負い心地を実現

チは、
単体のショルダーポーチとしても使用可能

SP-OSB

小物整理に便利な
ポケットが充実

機材収納例
・D5
（AF-S 600mm f/4E FL ED VR 付）
中仕切りを取り外すと A F - S 300m m f /2.8G E D V R Ⅱ

レンズリュック600 Ⅲ

クラスの大きなレンズを装着したまま収納可能

機材収納例

希望小売価格：￥43,750（税別）2016 年 4 月発売予定

中型三脚を取りつけられる三
脚ベルトと専用ホルダー付き

・D7200（AF-S DX 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 付）・AF-S 50mm f/1.4G

外寸：約 W260 × H620 × D300 mm
（フロントポケット含む。側面吊り下げ用小バッグ、ハンドル高含まず）
内寸：約 W180 × H550 × D180 mm
質量：約 2240 g（側面吊り下げ用小バッグ含まず）
素材：ポリエステル・ポリウレタン
品番 LR600 3 カラー：ブラック JAN：4955478 179269

シューティングマスター

スポルト ワンショルダーバッグ
希望小売価格：¥10,000（税別）

ペットボトルや
折りたたみ傘の
収納に

ショルダーバッグ L

フィールドでの使いやすさを追求し、堅牢性を高め、
すぐれた撥水性を実現した
「シューティングマスター」
。防弾チョッキにも使われる生地の採用をはじめとした、

付属のレインカバーで突然の雨か

サイドにあるジッパー式ドアからク

らガード

イックアクセスが可能

Smart Camera Ruck
街中とフィールドでの機動力

カメラを守るためのこだわりを追求しつつ、
大容量ながら細身のシルエットを採用
するなど、
ハイエンドクラスのカメラバッグとして抜群の携行性を提供します。

B5

外寸：約 W260×H450×D190 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W220×H415×D140 mm
質量：約 782 g / 素材：ナイロン・ポリエステル
品番 SP-OSB カラー：ブラック JAN：4955478 178934

カメラバッグ

シューティングマスター

すぐれた堅牢・撥水性と使いやすさの両立

・AF-S Micro 60mm f/2.8G ED・B5 サイズ（9.7 インチ）のタブレット

小物の分類整理に
便利なポケットや
仕切りが充実

スマートカメラリュック

カメラリュック

スマートカメラリュック
前面をフルオープンにでき、撮影機

洗練されたデザインとアクティブに使える機動力が魅力の「ス

材の収納や取り出しが簡単。革製
ハンドルなど高級感も十分

マートカメラリュック」
。質感の高いブラックを基調としたシン
プルなデザインにポイントのレッドが映えるスマートなデザイ

SMSL

ンで、
撮影機材へのクイックアクセスにこだわった携行性の高

SMSM

いカメラリュックです。

SCR
機材収納例
・D610（AF-S 28-300mm f /3.5-5.6G
ED VR 付）
・AF-S Micro 60mm f/2.8G

機材収納例

機材収納例

・D810
（AF-S 24-70mm f/2.8G ED 付）・AF-S 14-24mm f/2.8G ED・AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ

・D810（AF-S 24-70mm f/2.8G ED 付）・AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED

・マルチパワーバッテリーパック MB-D12・スピードライト SB-910・A4 サイズ
（13 インチ）
のノートパソコン

・スピードライト SB-910・B5 サイズ（9.7 インチ）のタブレット

シューティングマスター ショルダーバッグ L

スマートカメラリュック

希望小売価格：￥26,250（税別）
外寸：約 W460 × H290 × D220 mm
（サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
内寸：約 W330 × H240 × D150 mm
質量：約 1800 g / 素材：1680D ナイロン・ポリエステル・
ポリプロピレン・レザー

品番

品番

アイコン解説
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A4

外寸：約 W520 × H280 × D240 mm
（サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
内寸：約 W420 × H250 × D180 mm
質量：約 2600 g / 素材：1680D ナイロン・ポリエステル・
ポリプロピレン・レザー
カラー：ブラック

トパソコン

シューティングマスター ショルダーバッグ M

希望小売価格：￥39,000
（税別）

SMSL

ED・AF-S 50mm f/1.8G・スピードライ
ト SB-910・A4サイズ
（13インチ）
のノー

JAN：4955478 177272

SMSM

カラー：ブラック

希望小売価格：￥16,500（税別）

B5

A4 サイズ のノートパソコン
（13 インチ）やタブレットが

リュックのサイドにある、ジッパー式ドアから撮影機材が素早
く取り出せるクイックアクセスシステムを採用

収 納できる厚 み のある大き

外寸：約 W310×H470×D200 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W260×H430×D140 mm

A4

質量：約1350 g / 素材：1680Dポリエステル・ポリウレタン・床革
品番 SCR カラー：ブラック JAN：4955478 177302

な中面ポケット。雑誌やノー

JAN：4955478 178378

トの収納にも便利

バッテリーパックおよびレンズ装着

バッテリーパック装着

レンズ装着

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

交換用レンズ

スピードライト

三脚

ノートパソコン
タブレット
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Flex Series

フレックス・シリーズ

カメラバッグ / カメラリュック

シンプルで軽やかに、幅広いシーンで活躍
カメラバッグとしての機能性はもとより、
どんな服装にも合わせやすいよう、
シンプルさにこだわった「フレックス・シリーズ」
。軽量

上部と背面からの 2 通りのアクセスが可能。

で使いやすく、
いつもの撮影から旅行などのイベント時まで幅広いシーンで活躍します。取り外し可能なインナーボックスや多彩

背負い心地にもこだわったリュックタイプ

な小物を収納できるポケット類なども使い勝手が良く、
デイリーユースにもおすすめです。

FLXCRBK

身体にフィットして持ち運びしやすい、
拡張も可能なスリングタイプ
機材収納例：
・D7100
（AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 付）
・AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED

FLX カメラリュック
希望小売価格：￥11,000（税別）

B5

外寸：約 W310×H440×D230 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、

FLXSGBK
FLX スリングバッグ
フィット感を高め、持ち運びしやすいよ

機材収納例：

内寸：約 W260×H420×D160 mm
質量：約835 g / 素材：ポリエステル
品番 FLXCRBK カラー：ブラック JAN：4955478 178453

うにデザインされたスリングタイプ。

・D3300
（AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ 付）

荷物の量に合わせて拡張が可能

・AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED

FLX スリングバッグ

FLX カメラリュック
中段の中仕切りで、
上部と下部に収納で

希望小売価格：￥8,000
（税別）

きる2 層構造。クッション性の高い厚手

外寸：約 W505×H270×D175 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W470×H240×D125 mm
質量：約535 g / 素材：ポリエステル
品番 FLXSGBK カラー：ブラック JAN：4955478 178415
品番 FLXSGKH カラー：カーキ JAN：4955478 178422
品番 FLXSGBRXOR カラー：ブラウン×オレンジ JAN：4955478 178439
品番 FLXSGCM カラー：カモフラージュ JAN：4955478 178514

のショルダーハーネスを採用した軽量
リュック。長時間の持ち歩きにも最適

FLXSGKH

FLXSGBRXOR

FLXSGCM
B5 サイズのタブレットが楽に入る大

大きな開口部なので、荷物の出し入

雨や汚れからリュックを守る、厚さ約

きさのフロントポケット。サイドポケッ

れが簡単。撮影機材はもちろん、さ

8 mm の底面ラバーソールを採用

トには折りたたみ傘やペットボトル

まざまな小物やウェアなどの収納が

も収納可能

可能

背面から撮影機材へのアクセスがで
両サイドにはスマートフォンなどを入れられるポケットを装備

両側のジッパーを開くと容量が拡張でき、荷物の多い時に便利

バッグのインナー部分にはベルトを装

着脱可能なインナーボックス。2 つの中

備。 荷物に合わせてバッグの奥行き

仕切りがあるので手持ちの機材に合わ

を自在に調節可能

せた収納が可能

きるため、ほかの荷物と干渉するこ
となく出し入れが可能

軽くてシンプル。気軽に持ち歩ける

大きな開口部で機材の出し入れがしやすい

ショルダーバッグ

大容量のトートバッグ
FLXTBCM

機材収納例：

FLXSBBK

機材収納例：

・D5300
（AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ 付）

FLXTBBK

・AF-S DX 55-300mm f/4-5.6G ED VR

FLX ショルダーバッグ

希望小売価格：￥8,000（税別）

B5

外寸：約 W390×H240×D175 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W360×H220×D130 mm

FLX ショルダーバッグ
軽量かつシンプルで使いやすいショルダー

質量：約 495 g / 素材：ポリエステル
品番 FLXSBBK カラー：ブラック JAN：4955478 178385

バッグ。静音ベルクロを採用しているので、
大きな音を立てられないシーンでも安心。

品番 FLXSBKH カラー：カーキ JAN：4955478 178392
品番 FLXSBBG カラー：ベージュ JAN：4955478 178408

厚手のショルダーパッド付き

FLXSBKH
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・AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED

FLX トートバッグ

希望小売価格：￥6,500
（税別）

アイコン解説

・D610
（AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 付）

外寸：約 W400×H330×D170 mm
フロントポケット含む。ハンドル高含まず）
（サイドポケット、
内寸：約 W390×H315×D130 mm

FLX トートバッグ

質量：約580 g / 素材：ポリエステル
品番 FLXTBBK カラー：ブラック JAN：4955478 178446

ブラックには赤を、
カモフラージュにはグレーをワンポイントにあしらえたシンプルなデ

品番 FLXTBCM

い大容量のトートバッグ

カラー：カモフラージュ

ザイン。機材を出し入れしやすい大きな開口部には安心のジッパー付き。収納力の高

JAN：4955478 178521

FLXSBBG

バッテリーパックおよびレンズ装着

バッテリーパック装着

レンズ装着

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

デジタル一眼レフカメラ

交換用レンズ

スピードライト

三脚

ノートパソコン
タブレット
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大切なカメラやレンズをキズや汚れから守る

キルティングケース
CSQPS
CSQPC

CSQPLM

CSQPLS

キルティングケースプロ
for カメラ CS-QPC

キルティングケースプロ
for レンズ M CS-QPLM

キルティングケースプロ
for レンズ S CS-QPLS

キルティングケースプロセット
CS-QPS

希望小売価格：￥3,100
（税別）

希望小売価格：￥2,800（税別）

希望小売価格：￥2,500
（税別）

希望小売価格：￥7,000
（税別）

内寸：約 W220 × H230 mm

内寸：約 W255 × H190 mm

内寸：約 W175 × H180 mm

品番

品番

品番

品番

JAN：4955478 178903

CSQPC

カラー：カーキ

JAN：4955478 178873

CSQPLM

カラー：カーキ

JAN：4955478 178880

CSQPLS

カラー：カーキ

カラー：カーキ

キルティングケースプロ 3 種のセットです。

JAN：4955478 178897

カメラのアクセサリーシューを保護し、
外観をスマートに

CSQPS

レンズフードの上からかぶせるタイプのレンズキャップ

アクセサリーシューカバー

フードハット

ASC-01

ASC-01

フードハット S

フードハット M

希望小売価格：￥2,750（税別）

価格：オープンプライス

価格：オープンプライス

素材：ステンレス

サイズ：約直径 90 ×深さ 50 mm

サイズ：約直径 100 ×深さ 60 mm

品番

品番

品番

ASC-01

カラー：シルバー

JAN：4960759 144638

7861

ASC-02

カラー：ブラック

JAN：4960759 144669

雨の日でも安心して撮影ができる

サイズ：M

カラー：ブラック

フードハット L

L サイズ

素材：本革・アルミ合金・ポリカーボネート

7862

JAN：4955478 078623

7863

希望小売価格：￥4,000（税別）
品番

カラー：ブラック

JAN：4955478 078616

ASC-02 レザーブラック
ASC-02

サイズ：S

価格：オープンプライス
サイズ：約直径 110 ×深さ 65 mm

7861

品番

S サイズ

JAN：4955478 078630

7863

サイズ：L

カラー：ブラック

7862

レインカバー ハンディータイプⅡ

M サイズ

希望小売価格：￥4,200（税別）
サイズ（使用時）：
約 W180 mm × D330 mm × H225 mm
素材：ポリエステル
品番

RCHT2

斜め掛けも可能な、
幅広 45 mm の手に馴染むソフト素材

アローストラップⅡ

カラー：ブラック

JAN：4955478 178484

希望小売価格：￥3,310（税別） サイズ：約 W45 × L1130 〜 1320（調整範囲）mm 素材：ポリエステル
品番

ARST2BK

カラー：ブラック JAN：4955478 177395

品番

ARST2RD

カラー：レッド

JAN：4955478 177418

品番

ARST2KH

カラー：カーキ

JAN：4955478 177401

高級本革を使用した細身タイプ

リッチレザーストラップ

ARST2BK

希望小売価格：￥7,500
（税別）
ARST2RD

サイズ：約 W30 × L910 〜 1140
（調整範囲）mm
RLSTBK

素材：本革
品番

RLSTBK

カラー：ブラック

JAN：4955478 178491
品番

RLSTBR

ARST2KH

RLSTBR

カラー：ブラウン

JAN：4955478 178507

Nikon Special Selection Camera Bags
ニコン特選カメラバッグのスペシャルコンテンツ。カメラは守る。撮影は攻める。
高い完成度を追求したニコンのこだわりと、おすすめカメラバッグをご紹介します。

http://www.nikon-image.com/sp/nog_camerabags/
●オープンプライス商品の価格は、
販売店にお問い合わせください。 ●このカタログに掲載の商品は、
株式会社ニコンイメージングジャパンが企画、
販売しているオリジナル商品です。

製品に関する情報のご案内

www.nikon-image.com

ニコン ホームページ

ご注意

正しく安 全にお使いいただくために、
ご使 用の前に
必ず使用説明書をよくお読みください。

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル

0570-02-8000

営業時間：9:30～18:00 ＜年末年始、夏期休業等を除く毎日＞
（03）5977-7499ヘ送信ください。
※ファクシミリでのご相談は、

0570-02-8080

営業時間：10:30～18:30 ＜年末年始、各ショールームの休業日を除く毎日＞
音声ガイダンスにしたがって、銀座・新宿・名古屋・大阪をお選びください。

ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル
■ ニコンプラザ 銀 座

104-0061 東京都中央区銀座7-10-1 STRATA GINZA（ストラータギンザ）1階

■ ニコンプラザ 新 宿

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階

■ ニコンプラザ 名古屋
■ ニコンプラザ 大 阪

年末年始、
2月の第1土曜日とその翌日、8月の第2土曜日とその翌日は休業
年末年始、2月11日・12日、8月の第3日曜日とその翌日は休業

461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル2階

年末年始、
日曜日、
祝日は休業

530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー13階
年末年始、
2月の第3土曜日とその翌日、8月の第3土曜日とその翌日は休業

ナビダイヤルは一般電話から市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、
（03）6702-0577
（ニコンカスタマーサポートセンター）
におかけください。
ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

このカタログは2016年2月23日現在のものです。

製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。
なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

NIJ-NOG-8（1602-010）K

