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Oberwerth のカメラバッグは、ドイツの一流デザインと、熟練した職人の感性と技によって手作りされています。

Oberwerth のカメラバッグに使用されているのは、最上級の牛革と丈夫なCORDURA® のみ。
長い時間をともに過ごしていただくため、厳選された素材を使用しています。

デザイン・素材、そして優れた機能性もお愉しみください。

オーバーヴァース
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Classic LineFRANKFURT
フランクフルト

〈フランクフルト〉は被写体を探して歩き回る写
真家のためのカメラバッグ。レンズを付けたま
まカメラを収納することができ、やわらかな仕
切りパッドで衝撃、振動、湿気からカメラ機材
をしっかりと保護します。ハンドルや電子ビュー
ファインダー（EVF）付きのミラーレスシステ
ムカメラに最適で、デジタル一眼レフカメラボ
デ ィ に も 対 応 し ま す。軽 く て 頑 丈 な
CORDURA® とベジタブルタンニン革を使用。

コンパクトで持ち歩きやすく、スナップロック 

LOXX® によって素早く開閉、迅速にカメラを取
り出せるため、狙った被写体を逃しません。

上の写真は 24-105mm レンズを装着した EOS 
5D Mark IV デジタル一眼レフカメラの収納例
です。フロントのコンパートメントにはメモリー
カード、フィルター等のカメラ用アクセサリー、
手帳またはスマートフォン等が入れられます。

左下写真：ライカM（EVF付）収納例
右下写真：ソニーα 7R収納例

［512050］

● 軽量かつコンパクトで使い勝手の良さ
● クッション付仕切りパッドで可動・調整可能
● ハンドル、EVF付ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラに最適
● クッションパッド付き革製ストラップ（長さ調整可能）
● ベジタブルタンニン革 ×丈夫なCORDURA®のコンビネーション

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量

JAN 4962420510001

61,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック×牛革：ダークブラウン

FF-CS-LD 1802
［512051］JAN 4962420510018

61,880 円（税別）
コーデュラ：オリーブ×牛革：ダークブラウン

FF-CO-LD 1804

［512052］JAN 4962420510025

74,880 円（税別）
牛革：ダークブラウン

FF-LD 1808
［*********］JAN 4962420*********

00,000 円（税別）
牛革：チョコレート　内装：レッド

FF-LC-R 1811

特　長 仕　様

外寸：180 x 245 x 150 mm
内寸：150 x 230 x 130 mm

CODURA®× 牛革：620g
100%牛革 : 900g 
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Classic LineFREIBURG
フライブルク

軽くてコンパクトな〈フライブルク〉は使いや
すさを追求した、エレガントで洗練されたデザ
イン。カメラや交換レンズのほか、メモリーカー
ド、スマートフォン、その他のデバイスもしっ
かり収納できます。やわらかな仕切りパッドで
衝撃、振動、湿気からカメラ機材をしっかりと
保護し、クッション入り後ろポケットは 11” タ
ブレットの収納に最適です。インナーバッグは
取り外しが可能で、仕事にもプライベートにも
ピッタリな軽量で実用的なサイズです。
写真は〈フライブルク〉とレンズ搭載のソニー
α 7R の収納例です。カメラ本体の他に 2 本の
交換レンズも収納可能、外部ポケットにはアク
セサリー類が保管できます。11” サイズまでの
タブレットも収まります。
他にはライカ M, ニコン D3300, オリンパス 
OMD EM-1, フジ X E1 など同等サイズのカメ
ラに最適です。

［512055］

● 可動式インサート
● クッション付仕切りパッドで可動・調整可能
● システムカメラに最適
● 丈夫なショルダーストラップ
● 丈夫なCODURA® × 牛革のコンビネーション

● サイズ（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量

JAN 4962420510056

73,880 円（税別）
コーデュラ：オリーブ×牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

F-CO-LD 111

［512054］JAN 4962420510049

73,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック×牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

F-CS-LD 102
［512053］JAN 4962420510032

73,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック×牛革：ブラック
・インナーバッグ付属

F-CS-LS 101

［512056］JAN 4962420510063

73,880 円（税別）
コーデュラ：ブラウン×牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

F-CD-LD 123

［512090］JAN 4962420510407

13,750 円（税別）
コーデュラ：ブラック

F-I-CS 107

［512090］JAN 4962420510414

13,750 円（税別）
コーデュラ：オリーブ

F-I-CO 108

［512090］JAN 4962420510421

13,750 円（税別）
コーデュラ：ベージュ

F-I-CB 114

特　長

外寸：200 x 265 x 105 mm
内寸：170 x 230 x 70 mm

CODURA®× 牛革：840g
100%牛革 : 945g 

仕　様

インナーバッグ　フライブルク用

［512096］JAN 4962420510469

4,380 円（税別）
フライブルク用グレーコート　パッド L（2個）

P-GG 209

エアーパッド（調節可能）

［512057］JAN 4962420510070

107,880 円（税別）
牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

F-LD 117
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Classic LineMUNCHEN
ミュンヘン

〈ミュンヘン〉はオーヴァーバース製品の中では
大きなサイズのバッグです。クラッシック調の
デザインは時代を感じさせない優雅さを持ち、
ゆったりとしたインナーパーツと数々のポケッ
トを備えています。デジタル一眼レフカメラ、
交換レンズ等のアクセサリー、15” までの
MacBook Proも収納できます。さらにトロリー
バンドがついていますのでトロリーに固定する
ことができます。インナーバッグを外せばビジ
ネスバッグとしてどんなシーンにも活躍します。
右の写真はニコン D610 および交換レンズの収
納例です。フラッシュ、手帳、メモリーカード、
ケーブル等のアクセサリーもスペース内に収納
可能です。
他にはキヤノン EOS 5D Mark IV, ハッセルブ
ラッド X1D, ペンタックス K1 など同等サイズ
のカメラに最適です。

［512064］

● クッション付仕切りパッドで可動・調整可能
● インサートを外せばビジネスバッグに早変わり
● デジタル一眼レフカメラ用に最適
● デザインは丈夫なCODURA®× 牛革のコンビネーション

● サイズ（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量

JAN 4962420510148

85,880 円（税別）
コーデュラ：オリーブ×牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

M-CO-LD 211

［512062］JAN 4962420510124

85,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック×牛革：ブラック
・インナーバッグ付属

M-CS-LS 201

［512065］JAN 4962420510155

134,880 円（税別）
牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

M-LD 216

［512063］JAN 4962420510131

85,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック×牛革：ダークブラウン
・インナーバッグ付属

M-CS-LD 202

特　長

外寸：260 x 370 x 140mm
内寸：240 x 350 x 115mm

CODURA®× 牛革：1215g
100%牛革 : 1900g 

仕　様

［512093］JAN 4962420510438

17,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック

M-I-CS 207

［512094］JAN 4962420510445

17,880 円（税別）
コーデュラ：オリーブ

M-I-CO 208

［512095］JAN 4962420510452

17,880 円（税別）
コーデュラ：ベージュ

M-I-CB 214

インナーバッグ　ミュンヘン用

［512097］JAN 4962420510476

3,750 円（税別）
ミュンヘン用グレーコート　パッドS（2個）

P-KG 210

エアーパッド（調節可能）
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Classic LineHEIDELBERG
ハイデルベルグ

〈ハイデルベルグ〉はオーヴァーバース製品のな
かでも容量の大きいカメラバッグで、写真家の
ニーズに沿ったスペースと使いやすさが特徴で
す。インナーバッグはゆったりとしたサイズで
実用的な設計により、どんな状況にもパーフェ
クトに準備され、機材を素早く手に取ることが
できカメラ機材を振動や湿気から守ります。ま
た、インサートは 13” までのノート PC やタブ
レットも収納でき、小物やアクセサリーの収納
は外部ポケットが便利です。
右の写真は 24-90mm レンズ搭載の” ライカ 
SL カメラの収納例です。インサートを利用して
13” MacBook Pro を空いているスペースに納
め、アクセサリー類はポケット内に収納。ソフ
トでしなやかなパッドは貴重な機材をしっかり
と保護します。
Canon EOS 5D Mark IV、Nikon D3300 など
同等サイズのカメラにも最適です。

［512068］

● 多くの機材を収納できるゆったりスペース
● アクセサリーを収納できるサイドのアウターポケット
● インナーバッグ使用時にもタブレットが収納可能
● クッションのきいた裏側のジッパーポケット
● 小物収納用フロントポケット、サイドポケット
● 丈夫なCODURA® × 牛革のコンビネーション

● サイズ（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量

JAN 4962420510186

119,880 円（税別）
牛革： ダークブラウン×フロントポケット：コーデュラオリーブ

HB-LD-CO 1504

［512066］JAN 4962420510162

119,880 円（税別）
牛革： ブラック×フロントポケット：コーデュラブラック

HB-LS-CS 1501

［512069］JAN 4962420510193

119,880 円（税別）
牛革： ダークブラウン×フロントポケット：コーデュラダークブラウン

HB-LD-CD 1506

［512067］JAN 4962420510179

119,880 円（税別）
牛革： ダークブラウン×フロントポケット：コーデュラブラック

HB-LD-CS 1503

特　長

外寸： 230x 375 x 215 mm
内寸：210 x 310 x 145 mm

1410g 

仕　様
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Classic LinePORTO
ポルト

〈ポルト〉はオーヴァーバース製品のなかでも容
量の大きいカメラバッグです。広々とした内部
は機材に合わせて自由にレイアウトができ、13”
のノート PC もパッド付きインサートを利用し
て収納できます。可動式ハンドル、ショルダー
ストラップはトロリーに搭載するのに便利です。
〈ポルト〉はライカ SL カメラ用として考案され
ましたが、他の多くのデジタル一眼レフカメラ
にも適しています。
ライカ SL カメラに 24-90mm、50mm および
90-280mm レンズ、さらに 13” ノート PC、
タブレット他アクセサリー類の収納が可能です。
自由自在に調整可能なクッション付きパッドは
内部を好みの空間に作り上げることができます。
他 に は キ ヤ ノ ン EOS 5D Mark IV、ニ コ ン 
D800E など同等サイズのカメラに最適です。

［512070］

● 多くの機材を収納保管できるインサート
● 自由自在に利用可能な多くのポケット
● パッド付きショルダーストラップおよび取外し可能なハンドル
● ベジタブルタンニン革 ×丈夫なCORDURA®製

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量　　1580g 

JAN 4962420510209

127,880 円（税別）
コーデュラ：ブラック×牛革：ダークブラウン

PT-CS-LD 2002
［512071］JAN 4962420510216

127,880 円（税別）
コーデュラ：オリーブ×牛革：ダークブラウン

PT-CO-LD 2004

特　長 仕　様

外寸：280 x 365 x 180 mm
内寸：235 x 345 x 140 mm

12 13



Casual LineCHARLIE
チャーリー

〈チャーリー〉はコンパクトなシステムカメラに
最適なバッグです。長い旅行先の撮影や、ちょっ
とした外出中の撮影など、交換レンズを含むコ
ンパクトカメラ機材一式の携行に十分対応しま
す。レザーフラップを開くとスマートフォン、
パスポート、財布等が収納できる仕切られたス
ペースが用意されています。外装内部に組み込
まれているソフトパッドで外部からの様々の衝
撃から収納されている機器等を保護します。
〈チャーリー〉には長さの調節が可能で抗切断力
のある凝縮メッシュ加工されたコットン生地製
のストラップが付いていて、肩掛けやぶら下げ
が容易にできます。さらに裏側に付随のループ
でバッグをベルトに固定することができます。

下記のコンパクトシステムカメラに最適です : 
Leica Q、 Leica CL、Leica M、Olympus OMD 
EM-1、Sony Alpha 6000 他類似するカメラ等
　

［000000］

● 軽量コンパクトで交換レンズを含むシステムカメラに最適
● 頑丈なコットン生地の携行用ストラップ付き（長さ調節および着脱可能）
● ベルトに装着可能
● カメラ機材の最大限の保護を目的とした内部全面ソフトパッド仕様

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量　　1580g 

JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ブラック

CH-LS 3201
［000000］JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ディープダークブラウン

CH-LD 3202
［000000］JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ダークネイビーブルー

CH-LBL 3203

特　長 情に棹させば流され 仕　様

外寸：135 x 200x 125 mm
内寸：94 x 190 x 110　 mm
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Casual LineGEORGE
ジョージ

100％滑らかで柔らかいドイツ製牛革で作成さ
れた〈ジョージ〉は、気品がありながらカジュ
アルで落ち着いたデザインに、細部に至るまで
考え抜かれたアイディアが組み込まれています。
大口径レンズを搭載した大型カメラをそのまま
縦方向に収納することができ、コットン生地を
使用した丈夫なショルダーストラップは抗切断
力を有し、必要に応じた長さの調節も簡単です。
ソフトで滑らか、肌触り抜群のレザーを使用し、
人間工学的見地から考案されたデザインは、機
材をいっぱいに詰め込んでもその形状の美しさ
が失われることはありません。
右の図は 24-90mm レンズ付きの Leica SL の
収納例です。二つに区切られた一方にはレンズ
付カメラを、もう一方にはバッテリー、メモリー
カード、スマートフォン他の小物類を収納する
ことができます。さらにバッグの内部にはジッ
パー付きの小さなポケットもあります。
大型のミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカ
メラもしくは交換レンズ付きのカメラの収納に
最 適 で す。例 : Canon EOS、Nikon D700、
Sony Alpha 7R, Leica M, Hasselblad X1D 他
それらに類似するカメラ。

［000000］

● コンパクトで垂直方向の伸長で大きなスペースを確保
● ドイツの工場に於いて完璧になめし加工された柔らかで滑らかな牛皮革
● LOXX® 社製 2段階ロックシステム
● カメラ機材の最大限の保護を目的とした内部全面ソフトパッド仕様

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量　　650g 

JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ブラック

GE-LS 3101
［000000］JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ディープダークブラウン

GE-LD 3102
［000000］JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ダークネイビーブルー

GE-LBL 3103

特　長 仕　様

外寸：190 x 190 x 150 mm
内寸：180 x 180 x 125 mm

16 17



Casual LineHARRY & SALLY
ハリー＆サリー

軽量コンパクト、ユニセックス型〉、100％レザー
仕様の〈ハリー＆サリー〉はシステムカメラと
3～4 本の交換レンズを収納するのに最適なサイ
ズです。仕切りを外すとカメラバッグからカジュ
アルでおしゃれなショルダーバッグへと変身し
ます。11″サイズのタブレットも容易に収納可能、
左右にそれぞれ仕切られたスペースにはスマー
トフォン、書類、小物等を収納できます。
柔らかく滑らかな牛皮革製で明るい７色からお
好みのカラーを選択できます。
右の図は Fuji X-E2S カメラおよび 3本の交換レ
ンズの組み合わせ例です。付属のポケットには
メモリーカードやフィルター等のアクセサリー
や 11″タブレットも一緒にバッグ内に収納可能
です。
推奨するカメラ : Leica M、Leica Q、Olympus 
OMD EM-1、Fuji X E1、Sony Alpha 他、類似
するカメラ等

● 100％滑らかでソフトで肌触りの良い牛皮革製
● お好みに合わせた明るい7色のカラー選択
● 多様な使用に対応した取り付け /取り外し自在な仕切り
● 頑丈なコットン生地の長さ調節可能なショルダーストラップ付き

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量　　980g 

特　長 仕　様

外寸：200 x 285 x 120.5 mm
内寸：170 x 244 x 90 mm

［000000］JAN 4962420******

牛革：ブラック

HS-LS 2601

［000000］JAN 4962420******

牛革：ネイビーブルー

HS-LE 2605
［000000］JAN 4962420******

牛革：オックスフォードグリーン

HS-LO 2606
［000000］JAN 4962420******

牛革：ブラック　内装：レッド

HS-LSR 2611

［000000］JAN 4962420******

牛革：ディープダークブラウン

HS-LD 2602
［000000］JAN 4962420******

牛革：エスプレッソ

HS-LP 2603
［000000］JAN 4962420******

牛革：シルクグレー

HS-LB 2604
000,000 円（税別） 000,000 円（税別） 000,000 円（税別）

000,000 円（税別） 000,000 円（税別） 000,000 円（税別）

000,000 円（税別）
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Casual LineWILLIAM
ウィリアム

〈ウィリアム〉はオーヴァーバース製品の中でサ
イズの大きいバッグの一つです。モダンなデザ
インとベルベット風のソフトレザーはファッ
ショナブルでエレガント。インサートを取り外
すとビジネスバッグになり（写真下）、デイリー
ユースにぴったりです。2 個所の大きなフロン
トポケットと後部のジッパー付きの仕切りは追
加の機材を収納するのに便利です。

写真上は交換レンズ搭載のハッセルブラッド 
X1D の組み合わせ収納例です。キー、手帳、メ
モリーカード、ケーブル等の小物はインサート
を利用して収納できます。内部のポケットには
15” サイズのMacBook Pro の収納が可能です。
タブレットもバッグ後部のジッパー付きの仕切
りに安全に収納できます。
他 に は キ ヤ ノ ン EOS 5D Mark IV、 ニ コ ン 
D810、 ペンタックス K-1 など同等サイズのカ
メラに最適です。

［512072］

● インサートの取付け /取り外しが可能
● 自由自在の調整用パッド
● 100%本革シボ加工
● 容量の大きなフロントおよびジッパー付き後部ポケット
● バッグ後部の回転式スーツケースストラップ

● サイズ（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量

JAN 4962420510223

87,880 円（税別）
牛革：ブラック

WI-LS 1901
［512073］JAN 4962420510230

87,880 円（税別）
牛革：ダークブラウン

WI-LS 1902
［512073］JAN 4962420510230

87,880 円（税別）
牛革：ブラック　内装：レッド

WI-LS 1902

特　長

外寸：260 x 370 x150 mm
内寸：235 x 345 x 115 mm

1430g 

仕　様
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Casual LineRICHARD
リチャード

〈リチャード〉は Oberwerth のカジュアル製品
の中で最も大型で、あらゆるカメラや周辺機材
を収納することができます。Leica SL 製品
(Vario-Elmarit 90-280mm 望遠レンズを含む )
に対応する特別仕立てのバッグであるだけでな
く、デジタル一眼カメラ用の広角レンズにも完
璧に対応します。
広いカメラ用ポケットに加え、15″のラップトッ
プまたは MacBook Pro を収納するに十分なス
ペースを用意しました。バッグのフロント部分
に取り付けられた 2 つのポケットは裏側のジッ
パー付きコンパートメント同様、小さなカメラ
用アクセサリーや私物等が保管できます。バッ
グ後部に取り付けられたストラップはスーツ
ケースや手押しカートに簡単に取り付けること
ができ、旅行やビジネスにおけるお荷物の煩わ
しさの問題を解決します。

［000000］

● 100％滑らかでソフトな牛皮革使用
● より多くの機材収納のために考案された仕切り
● 取り付け /取り外し自在の仕切り＆広いコンパートメント
● バッグのサイズをカスタマイズ可能な LOXX® 社製 2段階ロックシステム

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量　　1720g 

JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ブラック

R-LS 2701
［000000］JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ダークブラウン

R-LD 2702

特　長 仕　様

外寸：280 x 390 x 175 mm
内寸：249 x 360 x 130　 mm
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Casual LineJAN
ヤン

Casual Line
〈ヤン〉はベルトに取り付けて使用することがで
きます。ボディとの一体感から装着しているこ
とを忘れるくらいピッタリと体にフィットする
バッグです。ボディに密着した〈ヤン〉は、自
身の動きを制約することなく、身軽な撮影行動
のお供として最適です。カメラのストラップを
首に掛けながらカメラを撮影の合間にそのまま
バッグ内へ納めておくことができ、撮りたい瞬
間を逃さずにカメラを素早く取り出すことが可
能になります。3 段階のマグネット式ロックシ
ステムの調整により、カメラのサイズに適合さ
せることができます。
〈ヤン〉は柔らかで滑らかな特殊な牛皮革を使用
し、手作りによる製品で肌触り抜群です。きめ
細かい仕上げにより汚れから美しいつやを防護
し、紫外線からのダメージを阻止し製品劣化を
防ぎます。

［000000］

● 柔軟性に富んだ滑らかな牛皮革使用の手作りバッグ
● 3段階マグネット式ロックシステムによるサイズ調整
● 簡単なベルトへの取り付け
● どんな場所や状況においても簡単・素早く対応可能

● サイズ

　（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量　　135g 

JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ブラック

J-LS 2901
［000000］JAN 4962420******

000,000 円（税別）
牛革：ダークブラウン

J-LD 2903

特　長 仕　様

外寸：140 x 140 x 140 mm
内寸：130 x 120 x 100 mm
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Ladies BagsKATE
ケイト

black
（ブラック）

espresso
（ダークブラウン）

basalt
（シルクグレー）

nougat
（コニャック）

genian
（ネイビーブルー）

plum
（ボルドーレッド）

ivory
（ベージュ）

oxford
（グリーン）

〈ケイト〉は良質のハンドバッグと実用的なカメ
ラバッグのアイデアを融合してデザインされま
した。可動式のインサートは最大限のしなやか
さで多用途に対応します。ビジネスに、そして
レジャーに〈ケイト〉のスポーティでエレガン
トなデザインはあらゆる場面に活用できます。
〈ケイト〉には短めのキャリーストラップ、長め
のショルダーストラップ、キーケース、レザー
クラッチバッグが付いています。豊富なカラー
バリエーションにシルバー / ゴールドのバック
ル＆ボタンの組み合わせは全部で 14種類です。

オリンパス OMD EM-1、フジ X-Pro2、 ソニー 
α 7II 等のミラーレスシステムカメラに最適で
す。インサートで交換レンズやフラッシュ等の
機材、13” ノート PC やタブレットもバッグ内
部に納めることが可能です。
さらにコスメ、ウォレット、スマホ等の小物も
ポケット内に収納できます。

● 100%ベルベット風しぼ皮革製

● 自由自在に調整可能なクッション入り可動式インサート

● 長さ調整可能なショルダーストラップおよび短めの革製キャリーストラップ

● 同調色のクラッチバッグとキーケース付き

● サイズ（高さ x 幅 x 長さ）

● 重量

特　長

850g
1050g（ストラップ付） 

仕　様

：265 x 380 x130 mm
：170 x 265 x 100 mm

外寸
内寸

［512080］

［512081］

［512082］

［512083］

［512084］

［512085］

［512086］

［512087］

4962420510308

4962420510315

4962420510322

4962420510339

4962420510346

4962420510353

4962420510360

4962420510377

87,880 円（税別）

ブラック

エスプレッソ（ダークブラウン）

バサルト（シルクグレー）

ヌガー （コニャック）

ジェンシャン （ネイビーブルー）

アイボリー（ベージュ）

プラム（ボルドーレッド）

オックスフォード（グリーン）

KT-LSW-S 1311

KT-LEP-S 1312

KT-LBT-S 1313

KT-LNU-S 1314

KT-LEZ-S 1323

KT-LEB-S 1325

KT-LPF-S 1326

KT-LOX-S 1327

シルバーバックル＆ボタン仕様
［512074］

［512075］

［512076］

［512077］

［512078］

［512079］

4962420510247

4962420510254

4962420510261

4962420510278

4962420510285

4962420510292

99,880 円（税別）

バサルト（シルクグレー）

ヌガー （コニャック）

ジェンシャン （ネイビーブルー）

アイボリー（ベージュ）

プラム（ボルドーレッド）

オックスフォード（グリーン）

KT-LBT-G 1313

KT-LNU-G 1314

KT-LEZ-G 1323

KT-LEB-G 1325

KT-LPF-G 1326

KT-LOX-G 1327

ゴールドバックル＆ボタン仕様
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RHEIN / MOSEL / ISAR / ELTZ / LAHN
ライン /モーゼル /イザール / エルツ / ラーン

Accessories

RHEIN
ライン

MOSEL
モーゼル

Accessories

〈ライン〉は良質できめ細かなベジタブルタンニング革で作られて
いるカメラストラップです。非常に柔らかいルバーブレザーを使
用したネッククッションにより、最大 45kg までの重量に対応し
ます。ルバーブレザーはダイオウの根から抽出したエキスを使用
したなめし革なので、環境に優しくアレルギー体質の方にもやさ
しい製品で、デジタル一眼レフカメラに最適です。

〈モーゼル〉はベジタブルタンニング革で作られているカメラスト
ラップです。ネッククッションで重さを平均化し、最高のフィッ
ト感を楽しめます。ショルダーストラップに縫い込まれたプラス
チックバンドにより最大 45kg までの重さを支えることができま
す。ベルトの長さは調整可能です。

［512106］JAN 4962420510568

29,880 円（税別）
牛革：ブラック

KRS-LS 1101

［512107］JAN 4962420510575

29,880 円（税別）
牛革：ライトブラウン

KRS-LB 1102

［512108］JAN 4962420510582

29,880 円（税別）
牛革：ダークブラウン

KRS-LD 1103

［512103］JAN 4962420510537

24,880 円（税別）
牛革：ブラック

KM-LS 1001

［512104］JAN 4962420510544

24,880 円（税別）
牛革：ライトブラウン

KM-LB 1002

［512105］JAN 4962420510551

24,880 円（税別）
牛革：ダークブラウン

KM-LD 1003

●重量： 115g
●最大荷重： 45kg 
●ストラップの幅：1.5cm
●材料の厚み：0.25cm 
●パッドの幅：3～5cm
●長さ：104～124cm( 調整可能 )

仕　様

●重量： 65g 
●最大荷重： 45kg 
●ストラップの幅：1.1cm 
●材料の厚み：0.25cm 
●パッドの幅：2.7cm
●長さ：128～158cm( 調整可能 )

仕　様

28 29



AccessoriesRHEIN / MOSEL / ISAR / ELTZ / LAHN
ライン /モーゼル /イザール / エルツ / ラーン

［512109］JAN 4962420510599

6,750 円（税別）
牛革：ブラック

LN-LS 1707

［512110］JAN 4962420510605

6,750 円（税別）
牛革：ライトブラウン

LN-LB 1702

［512111］JAN 4962420510612

6,750 円（税別）
牛革：ダークブラウン

LN-LD 1703

LAHN
ラーン

〈ラーン〉大切なカメラを落下から防止するためのハンドストラッ
プです。カメラへの取付けは、カメラに装備されている取付けリ
ングを利用します。ベジタブルタンニング革はとても柔らかく肌
に優しい素材です。使い続けることでさらに柔らかさが増し、手
首に心地よいフィット感が味わえます。
〈ラーン〉は取付リングのあるすべてのカメラに対応します。

［000000］JAN 4962420*******

00,000 円（税別）
牛革：ダークブラウン　ステッチ：ベージュ

LN-LD-B 1704

［000000］JAN 4962420*******

00,000 円（税別）
牛革：ブラック　ステッチ：レッド

LN-LS-R 1705

●ストラップの幅：1.1cm
●材料の厚み：0.25cm
●長さ：20cm  

仕　様

ISAR
イザール

ELTZ
エルツ

〈イザール〉リストストラップはビロード生地、殊にソフトな
Rhubarb Leather® を使用した手作りの製品です。世界共通のリ
ング付きで全ての現行カメラモデルに対応します。ソフトパッド
で仕上げにより、カメラの重量配分のバランスをとり、抜群の携
行性を体験できます。ストラップの最大携行荷重は 25kg です。
特に大型のデジタル一眼レフカメラ等に最適です。

〈エルツ〉カメラストラップは 100％植物なめし牛皮革製で、2 種
類のカラーコンビネーションから選択できます。、大きめのステッ
チが独特のアクセント効果を演出し、上品な雰囲気を醸し出しま
す。特別な縫製技術と隠れた箇所に配置されたプラスチック製粘
着テープ双方による抗引っ張り効果により破損を防止。使用頻度
が増す毎にストラップの柔軟度が向上します。コンパクトカメラ
システムおよびブリッジカメラに最適です。

［00000］ JAN 4962420******

00,000 円（税別）
牛革：ブラック

IR-LS 2801

［00000］ JAN 4962420******

00,000 円（税別）
牛革：ライトブラウン /レッド

IR-LC 2802

［00000］ JAN 4962420*****

00,000 円（税別）
牛革：ダークブラウン

IR-LD 2803

［00000］ JAN 4962420******

00,000 円（税別）
牛革：ブラック　ステッチ：レッド

KE-LS 3301

［00000］ JAN 4962420******

00,000 円（税別）
牛革：ダークブラウン　ステッチ：ベージュ

KE-LD 3303

●重量： 25g
●最大荷重： 25kg 
●ストラップの幅：3.1 cm
●材料の厚み：0.35 cm
●長さ：約 20 cm

仕　様

●重量： 35g 
●最大荷重： 15kg 
●ストラップの幅：1.1cm 
●材料の厚み：0.25cm 
●長さ：115cmまで伸縮可能

仕　様
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DONAU Accessories
ドナウ

〈ドナウ〉シリーズのレンズポーチはとても柔ら
かくスムースなレザーから作られ、美しく、エ
レガント。レンズラップには高品質で毛羽立ち
を抑えた自然のウールフェルトを縫い込み、大
切なレンズをほこりや傷から完全・確実に保護
します。レザーは非常に繊細に処理され自然ま
まのシボをそのままに保ち、退色や腐蝕を防止
します。〈ドナウ〉レンズポーチには 4 つのサイ
ズがあります。

写真は〈ドナウ〉レンズポーチ S と L をそれぞ
れオリンパス M ZUIKO DIGITAL 17mm およ
びライカ APO-Telyt-M 135mm レンズに使用
した例です。

［512116］

● エレガントで高品質のレンズポーチ
● 傷やほこりから確実に保護
● ほとんどの市販レンズに適応
● ハンドメイド　100%本革製

● Sサイズ 

● Mサイズ  
● L サイズ  
● XL サイズ 

JAN 4962420510667

25,880 円（税別）
牛革：ブラック　Lサイズ

DO-LS 2201

［512114］JAN 4962420510643

19,880 円（税別）
牛革：ブラック　Sサイズ

DO-LS 2203

［512117］JAN 4962420510674

28,880 円（税別）
牛革：ブラック　XLサイズ（ノクチルックス 50mm用）XL

DO-LS 2204

［512115］JAN 4962420510650

19,880 円（税別）
牛革：ブラック　Mサイズ

DO-LS 2202

特　長 仕　様

長さ：8cm/ 直径：6.5cm/ 重量：6g 　
（長さはパッドにより変わります：4～ 5cm）
長さ：8cm/ 直径：6.5cm/ 重量：8g
長さ：15cm/ 直径：6.5cm/ 重量：12g
長さ：9.5cm/ 直径：9cm/ 重量：10g
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AccessoriesFURTH
フュルト

Care & Protect
ケア＆プロテクト

● サイズ（高さ x 幅 x 長さ）　　　● 重量 : 40g
外寸： 8 x 7 x 3 cm
内寸：6 x 6 x 2 cm

仕　様レザーケース〈フュルト〉は、オーヴァーバースカメラバッグに使用できる本
革製の小さなケースです。ベルトやカメラバッグのストラップに取り付け、バッ
テリー、ファインダー、リモコンやメモリカード、アイカップなどの小物を収
納することができ、素早く簡単に取り出すことができます。また貴重品を身体
に取り付けておけば、盗難防止にもなります。

〈ケア＆プロテクト〉は革のお手入れのためのオリジナル製品です。汚れや水から革をしっかりと
保護します。オーヴァーバースのバッグ専用ですが、その他のソフトな革製品にもご使用いただけ
ます。オイルをはじめ90％以上が天然成分を使用しています。環境にやさしい〈ケア＆プロテクト〉
は、溶剤や噴射剤を使用していないため、室内で使用することができます。

［512088］JAN 4962420510384

2,750 円（税別）
50ml×1本

CPT50ML
［512089］JAN 4962420510391

オープン価格
50ml×12本　ケース入り

CPT50ML12

使用する前によく振ります。ボトルを真っ直ぐに立てたままの状態で製品から20 cm離し、
短く押して革に一気に吹きかけます。やわらかい布で円を描くようにまんべんなく塗り込
みます。必要に応じて繰り返してください。
最後に、別のやわらかい布で磨きます。

［512098］JAN 4962420510483

13,750 円（税別）
牛革：ブラック

AE-LS 901
［512099］JAN 4962420510490

13,750 円（税別）
牛革：ライトブラウン

DO-LS 2201
［512100］JAN 4962420510506

13,750 円（税別）
牛革：ダークブラウン

DO-LS 2201

使用方法：
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