フードマン U.S.A.
デジタル一眼カメラ・ビデオカメラ用
▶フードルーペ＆アクセサリー
▶カスタムファインダーキット
▶アイマスク

各種モニターフード
▶カムコーダーフード
▶LCD モニター用フード
▶ファインダー用アクセサリー

ドローン撮影用アクセサリー
▶ドローン離着陸パッド
▶iPad 用モニターフード
▶iPhone 用モニターフード

フードルーペ / カスタムファインダーキット / アイマスク

液晶モニター用高性能ルーペ

小さく収納することが
できます。

デジタル一眼レフ上位モデルに採用されている 3.2 イン
チ液晶モニター対応のフードルーペ。液晶部に被せて外
光をシャットアウト、フォーカス、フレーミングなど撮影
画面の確認が容易に行えます。ラバーコート製でモニタ
ーを傷つけません。接眼部には 3.0 の視度調整レンズを
内蔵、底面には 1/4 インチ三脚ねじ穴を装備します。

〈4961360042634〉

〈4961360042818〉

コンパクトフードルーペ CH32

フードルーペ用
アイカップ HTE

価格（税別）19,000 円

価格（税別）4,900 円

内寸：81x60mm/ 外寸：72x52mm
※ネックストラップ、収納ケース付

カスタムファインダーキット

※フードルーペ用

アクセサリー
〈4961360042696〉

カスタムファインダープレート
HCP
価格（税別）19,000 円

フードルーペ H32、CH32、または H-LPP3 をデジタル
一眼レフカメラにマウントするためのベースプレートで
す。すべてのデジタル一眼レフカメラに合うように設計
され、2 つの 1/4”三脚ねじ穴を装備しています。

このシネマストラップでフードル
ーペ 3.0（H-LPP3）をカメラに固定
することが出来ます。ストラップを
カメラボディに固定するだけ、スト
ラップの長さ調整と締め付け調整
ができます。
〈4961360042160〉

シネマストラップ HSLRM
価格（税別）3,000 円

〈4961360042733〉

カメラ・レンズは製品に
含まれません。

ブラックマジックデザイン
ポケットシネマカメラ用 HBMF
価格（税別）38,000 円

〈4961360042672〉

フードルーペ 3.0 をモニター前
にセットし、デジタル一眼レフ
用のファインダーとして使用す
るためのアクセサリーです。

カメラ・レンズは製品に
含まれません。

〈4961360042474〉

キヤノン 3.2” LCD 用 HCFC

フードクレーン HCRN

価格（税別）38,000 円

※専用フードルーペ、フードマグ 3.0、
カスタムファインダープレート付

価格（税別）8,700 円

※フードルーペ H32、フードマグ 3.0、
カスタムファインダープレート付

アイマスク
〈4961360042573〉

〈4961360042078〉

H-EYEC18

HEYEC18LG

※キヤノン EOS 5D Mark II 等用

※キヤノン EOS 50/60D、kissX6i/X5 等用

〈4961360042580〉

〈4961360042061〉

H-EYEC22

HEYEC22G

※キヤノン EOS 5D Mark III、1DX、1DC 等用

※キヤノン EOS 5D Mark III、1DX、1DC 等用

〈4961360042597〉

〈4961360042085〉

H-EYEN22R

HEYEC18G

※キヤノン EOS 50/60D、kissX6i/X5 等用

※ニコン D1〜D4、D700、D800 等用

〈4961360042603〉

〈4961360042092〉

H-EYEN22S

HEYENRG

フードアイ PRO
価格（税別）4,000 円
眼鏡をかけた方に最適です。

※ニコン D1〜D4、D700、D800 等用

〈4961360042610〉

HEYENSG

※ニコン D600、D300s、D90、D7000 等用

〈4961360042788〉

HEYESG

※ソニーα7 シリーズ用

フードアイ
価格（税別）4,000 円

※ニコン D600、D300s、D90、D7000 等用

〈4961360042771〉

HEYES

※ソニーα7 シリーズ用

モニターフード各種 / ファインダー用アクセサリー

カムコーダーフード

2.5 インチ〜3 インチの 16：9
HD LCD モニターに最適です。
〈4961360042238〉

カムコーダーフード 2.5-3”
HD-300VIDEO

3.5 インチ〜4 インチの
LCD モニターに最適です。

3.2 インチの 16：9 HD
LCD モニターに最適です。

〈4961360042245〉

〈4961360042627〉

3.2” HD カムコーダーフード
HD350

カムコーダーフード 3.5-4”
H-400

3.5 インチ〜4 インチの
ワイドモニターに最適です。
〈4961360042542〉

3.5” HD モニター用フード
HD450

価格（税別）3,300 円

価格（税別）4,100 円

価格（税別）3,300 円

価格（税別）4,100 円

内寸：63x37mm/ 外寸：70x45mm
※取付：ゴムバンド式

内寸：78x50mm/ 外寸：91x62mm
※取付：ゴムバンド式

内寸：80x58mm/ 外寸：83x64mm
※取付：ゴムバンド式

内寸：92x51mm/ 外寸：99x58mm
※取付：ゴムバンド式

LCD モニター用フード

〈4961360042702〉

LCD モニター用フード
キヤノン C300＆C500 用 HC300

〈4961360042290〉

〈4961360042337〉

LCD モニター用フード 6”
H-600

LCD モニターフード 8.4”
16:9 ショート H-900 SHORT

価格（税別）6,200 円

価格（税別）6,800 円

内寸：95x67mm/ 外寸：109x79mm
※取付：ゴムバンド式

内寸：132x94mm/ 外寸：145x110mm
※取付：ベルクロテープ式

タッチスクリーンに最適です。
〈4961360042665〉

5” Red カメラ
タッチスクリーン H-RT5
価格（税別）12,900 円
内寸：114x89mm/ 外寸：127x95mm
※取付：ゴムバンド式

スクリーンのタッチがしやすい、
上面、左右側面の 3 方向タイプ。
〈4961360042719〉

16:9 5” LCD スクリーン用
モニターバイザー HV5

〈4961360042320〉

LCD モニターフード 8.4”
16:9 ロングモデル H-900

価格（税別）15,500 円

価格（税別）19,800 円

内寸：195x135mm/ 外寸：210x150mm
※取付：ゴムバンド式

パネルタッチ用に考案。
ブラックマジックカメラ専用

内寸：195x135mm/ 外寸：210x150mm
※取付：ゴムバンド式

〈4961360042658〉

〈496136042726〉

ブラックマジックカメラ用
モニターフード HBM1

価格（税別）3,900 円

価格（税別）18,000 円

内寸：106x77mm/ 外寸：117x85mm

内寸：106x77mm/ 外寸：117x85mm

TV Logic モニター用フード
5.6” TL5.6
価格（税別）11,400 円
内寸：131x80mm/ 外寸：141x91mm
※取付：ベルクロテープ式

ファインダー用アクセサリー
フードルーペ 3.0 に取
り付けることにより、
3.5 インチ〜4 インチ
のワイド液晶モニタ
ー用の大型ルーペと
して使用できます。
〈4961360042177〉

フードライザー 4” HRS4
価格（税別）4,900 円
内寸：83x60mm

フードルーペ 3.0 に取
り付けることにより、
3.5 インチ〜4 インチ
のワイド液晶モニタ
ー用の大型ルーペと
して使用できます。
〈4961360042559〉

4” HD モニター用
フードライザー HR-305

価格（税別）4,900 円
内寸：93x57mm

フードライザー / フードルーペ
3.0 の組み合わせをカメラの液晶
モニターに取り付けるためのスト
ラップです。フードルーペとモニ
ターを全体的に覆い、ぴったりと
確実に装着することができます。
〈4961360042191〉

カムコーダーマウントストラップ
H-CAM4
価格（税別）4,000 円

ドローン撮影用アクセサリー
※ドローン撮影用アクセサリーはすべて受注発注となります。

ドローンの離陸・着陸に

ドローンの離着陸に使用するパッドです。草や小石などのローターによる巻き上げを防ぎ、ドローン本体や撮影機器を故
障やトラブルから防ぐことができます。明るいオレンジ色のパッドは目立ちやすく、ケースに 1/3 に折りたたんで収納で
きます。収納ケースは、三脚等にセットして通行者への通知の目印としても機能します。

ドローン離着陸パッド
〈4961360041989〉

HDLP 3

サイズ：S

価格（税別）18,000 円
〈4961360042948〉

HDLP

サイズ：M

価格（税別）29,000 円
〈4961360041996〉

HDLP 8

サイズ：L

価格（税別）98,000 円

モニターフード

●直径約 0.9m
●DJI Inspire またはそれ以下のサイズに対応
※収納ケース付
●直径約 1.5m
●DJI Phantom またはそれ以下のサイズに対応
※収納ケース付
●直径約 2.4m
●重量 25kg クラスのドローン対応
※収納ケース付

ドローンを操縦するモニターを見やすくするためのフードです。iPad mini、iPad Air2、iPhone6、iPhonePlus の
各種モニター用をご用意しました。フードをつけたままタッチパネルの操作ができます。

iPad mini 用

iPad Air2 用

〈4961360042825 〉

〈4961360042856 〉

HAV1 iPad mini 用フード
価格（税別）11,000 円

〈4961360042832〉

HAV1E iPad mini 用延長フード
価格（税別）8,800 円

〈4961360042849〉

HAV1KIT iPad mini 用フードキット

フード

延長フード

HAV2KIT iPad Air2 用フードキット

※iPad Air2 用フードと延長フードのキット

価格（税別）6,600 円
〈4961360042894〉

HAV6E iPhone6 用延長フード
価格（税別）4,400 円

〈4961360042900〉

HAV6KIT iPhone6 用フードキット
価格（税別）9,900 円
※iPhone6 用フードと延長フードのキット

延長フード

●“Hoodman”は米国・Hoodman Corporationの登録商標です。
●このカタログに掲載の製品名は一般的に各社の登録商標です。
●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログに掲載の製品の価格はすべて
「税別価格」
です。
●このカタログは2016年11月現在のものです。

w ww. k e n k o - p i .co.j p

〈4961360042870 〉

※iPad mini 用フードと延長フードのキット

HAV6 iPhone6 用フード

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

HAV2E iPad Air2 用延長フード

価格（税別）11,000 円

価格（税別）22,000 円

〈4961360042887〉

日本総輸入代理店

〈4961360042863〉

価格（税別）18,800 円

iPhone 6 用

フード

HAV2 iPad Air2 用フード

価格（税別）13,200 円

iPhone 6Plus 用
〈4961360042917〉

HAV6P iPhone6Plus 用フード
価格（税別）6,600 円

〈4961360042924〉

HAV6PE iPhone6Plus 用延長フード
価格（税別）4,400 円

〈4961360042931〉

HAV6PKIT iPhone6Plus 用
フードキット
価格（税別）9,900 円

※iPhone6Plus 用フードと延長フードのキット

