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おりたたみ式で素早くセットできる
超軽量三脚！

■タムラック日本総代理店

●カタログ記載の製品につきましては、予告なく規格および価格の変更や製造を中止する場合もありますのでご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷インクの性質上、多少異なる場合があります。
●輸入商品につきましては品切れの場合、取り寄せに数ヶ月要する場合があります。
●このカタログに記載されている商品の価格には、消費税は含まれておりません。
●このカタログの内容は平成22年9月現在のものです。

製品記載ページ 一覧
カメラバッグ

カメラストラップ／フォトベスト／アクセサリー
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●軽量コンパクトでかさばらない。
●脚パイプ内部に通したゴム紐の力で素早くセットアップ。
●自由雲台付で縦位置撮影にも対応。

コード：ブラック/グレー 0023554-028580
全高：1,120mm
縮長：380mm
最大カメラ搭載重量：1.35kg

オープン価格
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最初の製品のアイデアが生

まれたとき・・・

「タムラックカメラキャリングシ

ステム」のアイデアは、1977 年、

ネイチャーフォトグラファーにより生み出されまし

た。当時、多くの写真家はカメラを十分に保護できる丈夫さを備えながら、撮影時に素早くカメラを

取り出せるカメラバッグを必

要としていました。しかし、

アルミケースや革製のカメラバッグ、あるいは標準レンズ付きのカメラにのみ対応する革製速

写ケースが主なカメラバッグで、自然写真撮影をメインとする写真家が要望するよ

うなカメラバッグは存在しなかったのです。市販のカメラバッグに満足しな

かったタムラック社の創業者達は、アメリカ・カリフォルニア州で彼ら自身の

カメラバッグを製造・販売し始めました。

彼らのデザインしたカメラバッグは、ネイチャーフォトグラファーに最適な

機能を持つものでした。カリフォルニアの大自然の中で、タムラックの最初

の挑戦が始まりました。カリフォルニアのヨセミテの巨大な岩場やデスバレー

など多彩な自然を背景に、タムラック社は様々な製品群を創りあげました。

今日、タムラック社は多くの

写真家の要望や必要性に応じ

カメラバッグを進化させてい

ます。さらに細部に至るまで厳しい品質基準を設け、高いクオ

リティーの製品造りを手がけています。

そして、創業以来「タムラック製品は、厳しい環境の中での使

い続けることができるタフなカメラバッグ」という写真家達の

高い評価を得ています。
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タムラック新製品紹介

エボリューションシリーズリュック
5786と5788は新しい「トリプルアクセスシステム」を装備し、
リュックとして、または右肩、左肩にかける「スリングパック
（片方の肩にかけるバッグ）」として使用可能。
詳細は8～ 9ページ参照。

エボリューション
メッセンジャーバッグ
5784はスリムなデザインのカメラバッグ。
内装を取り外せばビジネスバッグとしても
使用可能です。
9ページ参照。

ウルトラプロシリーズ
5607と5617の2モデルを追加しました。
ハイエンドデジタル一眼レフと複数の
レンズやアクセサリーに対応する、
収納性の高さが魅力です。
25ページ参照。

カメラ用リュック・片肩掛け式リュック
エボリューションシリーズ 8～9

エクスペディションシリーズ 10～13

エアロシリーズ 14～15

アドベンチャーシリーズ 16～17

ベロシティーシリーズ 18～20

サイバーパック 22

エクストリームシリーズ 43～45

クラシックシリーズ 55

カメラ用コンパクトリュック 21

エクスプレスシリーズ 34

ズームパック
アドベンチャーシリーズ 31

エアロシリーズ 33

デジタルシリーズ 40～41

クラシックズームパック 54

カメラポーチ
エクスプレスシリーズ 35

NEO’ Sデジタルシリーズ 36

Tシリーズ 37

デジタルシリーズ 38～39

ショルダー&ヒップバッグ 20、51

ビデオバッグ 31、33、37

フォトベスト 56

三脚ケース、レンズ用ポーチ 56、61

アクセサリー 57

カメラ用ストラップ 58～59

ストラップ・アクセサリー・システム（S.A.S.） 60

モジュラーアクセサリーシステム（M.A.S.） 61～63

ショルダーバッグ
エボリューションシリーズ 9

ウルトラプロシリーズ 23～25

プロシリーズ　 26

システムシリーズ 27

エクスプローラーシリーズ 28～29

アドベンチャーシリーズ 30～31

エアロシリーズ 32

エクスプレスシリーズ 34～35

クラシックショルダーバッグ 46～53

その他ショルダーバッグ 20、37

目　次



パワーグリッドコーデュラ

タムラックカメラバッグは最高
の生地を採用。

「コーデュラ」ナイロンはアウトドア、工業用、軍事用
などに使われる高機能素材としてスタンダードとなっ
ている生地です。パワーグリッドコーデュラは、タム
ラックのために特別に開発された生地で、コーデュラ
生地にコーデュラ繊維を3層に格子状に編み込んだも
のです。この「パワーグリッド」を編み込んだことで、
もともと強い生地をより引き裂きに対して強くしまし
た。さらに防水のために、生地の内側に2重の防水加
工を施しています。

滑らかなナイロン裏地
ほとんどのタムラックカメラバッグの裏地には、滑らか
な手触りのナイロン生地を採用しています。軽く、防
水加工も施していて、ほつれや毛羽立ちがない生地で
す。うす暗い場所でも収納物が確認しやすいように、
裏地の色を「グレー」にしています。

バリスティックナイロン
バリスティックナイロンは、防弾チョッキなどに使われ
る強度の強い生地で、弾道（バリスティック）から名
付けられた素材です。この生地も大変丈夫で、ほつれ
や毛羽立ちがありません。タムラックではバリスティッ
クナイロンを工業用途のケースやデジタルシリーズの
カメラポーチ等に採用しています。

ウルトラスエード
タムラックの最新製品の一つ、スタイリッシュな「エク
スプレスシリーズ」に採用した素材が「ウルトラスエー
ド」です。本物のスエードのような見た目と手触りな
がら、信頼性の高い人工素材です。タムラックではこ
の素材を独自の色彩に染めて製品化しています。

ポリテック
ポリテックは滑らかな手触りの高密度素材です。非常
に丈夫で、内側に2重の防水コートを施しています。
タムラック5000シリーズの製品に採用しています。
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タムラックカメラバッグの生地と使用部材

パワーグリッ
ドコーデュラ

パワーグリッ
ドコーデュラ

パワーグリッ
ドコーデュラ

パワーグリッ
ドコーデュラ

スムースナイ
ロンライニン

グ

バリスティッ
クナイロン

バリスティッ
クナイロン

ウルトラスエ
ード

ポリテック



厚い「クローズドセル」ウレタンフォ
ームクッションで機材を保護
タムラックカメラバッグは厚い「クローズドセル（気泡
が閉じられており、内部の空気が逃げないため、クッ
ション性が高い）」ウレタンフォームクッションを採用
しています。機材をショックや振動から守るベストな
方法です。

ABS製の底板

ABS製
の底板

「クロー
ズドセル

」

ウレタン
フォーム

クッショ
ン

タムラックの大型カメラバッグやカメラリュックの底板
には、強度に優れしっかり機材を保護するためのABS
樹脂製底板を採用しています。アメリカンフットボー
ルのヘルメットに使われる素材と同等の素材を使用し
ています。

ウインドウペインメッシュ

ウインド
ウペイン

メッシュ

タムラック社が1980年代に開発した「ウインドウペイ
ンメッシュ」。ナイロンメッシュに透明のビニールを組
み合わせることで、収納したアクセサリー類を素早く
簡単に見つけることができます。

タフテックメッシュ

タフテッ
クメッシ

ュ

タムラックのカメラ用リュックの外ポケットに採用して
いる素材です。コートされたメッシュは収納したアク
セサリーを確認しやすく、アウトドアでの過酷な環境
下でも十分な強度を発揮します。

その他の素材革新
タムラック専用の「イージーグリップ」の複合素材は、
タムラックの多くの製品に採用されています。滑りにく
く、なおかつ柔らかく、手触りが優しい素材です。

ジッパー
タムラックは高品質の自己修復
型ジッパーをカメラバッグ、カメ
ラリュックに採用しています。大き
く開く部分やポケットには、ジッパー
を素早く、開きやすくするための「ジップ
クリップ」を取り付けています。

バックル、金具類
タムラック製品はあらゆるバックル、金具類に最
高品質のものを採用しています。タムラックは
最も早くワンタッチでバッグのフラップ部を固
定できる「サイドリリースバックル」を採用しま
した。（30年以上前のことです）「イージースク
イーズバックル」は、今日、世界のあちこちで使
われています。タムラックの大型ショルダーバッグ、
カメラリュックには、耐久性の高いダブルバーの「D
リング」金具を採用することで、ストラップが横向きに回
らないようにしています。また、デジタルシリーズポーチの着脱
式ショルダーストラップには、信頼性の高いメタルスナップフックを
採用しています。

高い縫製技術
30年を超える歴史の中で、タムラックは伝説的な品質の高さを誇って
います。高い縫製技術と高度な設計技術、さらに高品質の生地、糸、
新素材の開発によるものです。タムラックは創業当初から、高品質の
製品造りを続けています。
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イージーグリップ

自己修復型ジッパー

ジップ
クリップ

ダブルバーの
　Dリング

メタルスナップフック



カメラ用リュックラインナップ

タムラックのカメラ用リュックのラインナップは、撮影旅行の期間や使用したいレンズの種
別、機材の収納力によって様々な種類をご用意しています。どのリュックがあなたの用途に
ピッタリか、簡単なガイドをご用意しました。

ベロシティーシリーズ　片肩掛けリュック（スリングパック）

5766
（20ページ参照）

エクスペディションシリーズ　1気室式リュック

5584
（13ページ参照）

5786
（8～9ページ参照）

5546
（17ページ参照）

5547
（17ページ参照）

5549
（16ページ参照）

5550
（16ページ参照）

5788
（8～9ページ参照）

5585
（13ページ参照）

5586
（12ページ参照）

5587
（10、12ページ参照）

5588
（10、11ページ参照）

5589
（11ページ参照）

5767
（19ページ参照）

5768
（19ページ参照）

5769
（18ページ参照）

5770
（18ページ参照）

エボリューションシリーズ　2気室式リュック　両側部からの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機材取り出し対応

アドベンチャーシリーズ　2気室式リュック
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カメラ用リュックラインナップ

エアロシリーズ  スピードパック　軽量2気室式リュック
　　　　　　　　　　　　　　　   側部からのカメラ取り出し対応

小型リュック

エアロシリーズ　軽量2気室式リュック

3375
（15ページ参照）

3548
（34ページ参照）

5256
（22ページ参照）

750
（55ページ参照） 759

（55ページ参照）

767
（44ページ参照）

777
（44ページ参照）

787
（43、45ページ参照）

5258
（22ページ参照）

5371
（21ページ参照）

5273
（21ページ参照）

5374
（21ページ参照）

5375
（21ページ参照）

3385
（14ページ参照）

3370
（15ページ参照）

3380
（15ページ参照）

サイバーパック　1気室式リュック クラシック  カメラ用リュック　アメリカ製
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エボリューションシリーズ
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3 通りの運び方・・・

3通りの機材取り出し口・・・

●ユニークなリュックベルトにより、エボリューション

シリーズカメラ用リュックは 3 通りの持ち運び方に

対応します。通常のリュックとしての使い方のみでな

く、1本のベルトでの右肩にかける片肩掛けリュック、

左肩にかける片肩掛けリュックとしても使うことができます。

●新開発のタムラック「スリーウェイアクセスシステム」。機材室の正面からと左

右それぞれの面から機材の出し入れが可能です。

●カメラ用リュックとして使う場合、2 本のパッド入りリュック入りベルト、腰ベ

ルト、胸ベルトで、しっかり固定することで、重量の負担を軽減することがで

きます。素早く機材を取り出すには、片方の肩からリュックベルトをはずし、

リュックを体の正面に移動、側面の取り出し口からレンズ付きのデジタル一眼

レフを取り出すことができます。

●フラッシュや交換レンズを取り出すには、反対側の肩からリュックベルトをはず

し、リュックを体の正面に移動して反対側の機材取り出し口を開けるだけです。

両方の機材取り出し口の裏側には、2 つのメモリーカードポケットと撮影中にレ

ンズキャップを入れておくためのポケットを装備しているので便利です。

●エボリューションシリーズを片肩掛けバッグとして使うには、リュックベルトを

斜めがけに取り付けるだけです。赤いマーク付きのベルト同士を固定すれば右

肩掛けに、青いマーク付きのベル

ト同士を固定すれば左肩掛けにす

ることが可能です。使わない

リュックベルトを収納できます。

●リュックを下ろしている状態なら、機材室を正面の

取り出し口から機材の出し入れが可能です。内部の

クッションは機材に合わせて調整可能。正面の取り

出し口の裏側にはウインドウペインメッシュ付きの

ポケットがあり、細かなアクセサリー類を見やすく

整理しながら収納可能です。

●エボリューションシリーズのカメラ用リュックには、タムラックの「クイッ

ククリップ式三脚取り付けシステム」の三脚の石突部を収納するためのポケッ

トを装備、小型三脚を素早く簡単に固定できます。

●両側面にジッパー付きのポケットがあり、iPod や携帯電話を収納できます。

●右側のポケットには、レインカバーを収納、雨が降ってきた場合に素早く被

せることができます。

●5788 には 15.6 インチモニターよりも小さいサイズ

のノートパソコンを収納可能なパソコン収納部を装

備、カメラ機材の収納部から独立させていることで、

素早い取り出しが可能です。底部にはラッシュタブ

（紐を通せる樹脂製の留め具）を装備、さらなる荷物

を持ち運びすることが可能です。

雨天にも対応できる

レインカバー

タムラックの新シリーズ「エボリューションシリーズ」カメラ用リュックは今までにない
多機能性を実現しました。

片肩掛けリュック
（右肩掛け）

右サイドの取り出し口 左サイドの機材取り出し口

フロントの機材取り出し口

片肩掛けリュック
（左肩掛け）

リュック
（両肩掛け）



エボリューションシリーズ
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3 ウェイのカメラリュックベルト

5788

右肩の片肩掛け

パッド入りの「シャトル」を簡単に取り外し可能です。

通常のリュック 左肩の片肩掛け

希望小売価格（税別）\41,200
コード：ブラック 0023554-028948
　　　    ブラウン /タン 0023554-028962
内寸：上段 25×15×19cm
　　　下段 28×15×25cm
外寸：32×22×48cm
重量：2,165g

Evolution8

5784

希望小売価格（税別）￥27,800
コード： ブラック0023554-028924
内寸：37×14×27cm
外寸：41×20×30cm
重量：1,361g

Evolution  Messenger4

5786

希望小売価格（税別）\30,900
コード ：ブラック0023554-028931
　　　    ブラウン/タン 0023554-028955
内寸：上段20×14×18cm
　　　下段23×14×22cm
外寸：25×19×43cm
重量：1,646g

Evolution6

5788 は、写真機材を素早く取り出せるための
新機能をたくさん装備しています。

●3 通りの持ち運び方が可能。通常のカメラ
用リュックとして、または右または左の

片肩掛けリュックとして使うこ
とができます
●「トリプルアクセスシステム」
により、中央と両サイドの機
材取り出し口から、素早く機
材を取り出し可能です。
●5788 は、70-200mmF2.8 ク
ラスのレンズを取り付けた
縦位置グリップ付きデジ
タル一眼レフボディーの
収納に対応。

●パッドで保護されたノー
トパソコン収納スペースは、
内寸 38×26×4cmです。

5786 は 5788 のノートパソコン非対応タイプの小型版。
●3種類の持ち運び方に対応。
●タムラックトリプルアクセスシステムにより、素早く機材を取り
出しできます。標準ズーム付きデジタル一眼レフと 2 本の交換
レンズ、クリップオンストロボの収納に対応。

●ノートパソコンを持ち運ばず、より小型のカメラ用リュック
をお求めの方に最適です。

5784 は様々なシーンで活躍する便利なショル
ダーバッグ。カメラバッグとビジネスバッグ
の両方にご活用いただけます。

●レンズ付きのデジタル一眼レフ、クリップオ
ンストロボ、70-200mmF2.8 クラスを含む交
換レンズ数本を「シャトル」と呼ぶパッド入
りインナーバッグに収納可能です。

●15.6 インチ以内のノートパソコンの収納に対
応する専用ポケットを装備。

●トップ部分のジッパーを開けるとフラップ部
を持ち上げずに素早くカメラを取り出し可能。

●ビジネスバッグとして活用する場合は、シャ
トルのハンドルを持って、バッグから取り
出すだけです。ビジネスバッグとして活用
する場合、メインの収納部にはファイルな
どを収納可能。カメラバッグに戻すには、
シャトルを戻すだけです。

●ジッパーで開閉するフロントポケットは、
CDや DVDなどのディスク類、名刺、筆記具、
iPod などを収納可能。

●正面のフラップには、ジッパーで閉じるポケットが
あり、チケットなどが収納できます。

●背面はソフトなパッドで覆うことで、ショルダース
トラップで持ち運ぶときに前後に揺れても、体に触
れても痛くないように考慮。

●サイドには、ペットボトルが入るメッシュポケット
と別売りのモジュラーアクセサリーを取り付けるた
めのベルトを装備しています。背面には、雑誌等を
収納できるジッパー付きポケットを装備。

●背面上部には素早くカメラバッグを持ちやすいよう
に、ハンドルを装備。

●カート付きバッグのハンドル部分に通して固定でき
るタムラックのピギーバックポケットも装備してい
ます。

トップ部分が開閉し、素早く
カメラを取り出し可能。

パッド入りのノートパソコン
収納部を装備。
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タムラックの「エクスペディションシリーズ」カメラ用リュックは、
カメラ・ノートパソコン収納対応リュックのスタンダードです。

カメラとノートパソコンを同時に持ち運べる究極のリュック

ロックダウン
レインフラップ

防水ファスナー

携帯電話、カードリーダー、
MP3プレーヤーなどの収納に
対応する「ウイングポケット」

米国特許取得※の
「メモリー&バッテリー
マネージメントシステム」

「クイッククリップ」
三脚固定システムと
三脚の石突部収納ポケット

しっかりしたパッド入り
分厚い、クローズド
セルフォームを採用

調整可能な
パッド入り
仕切り板
仕切り板は
自由にレイア
ウト可能、
収納する荷物
によって自由
に調整可能
です

しっかりした、
パッド入りの
底部

ノートパソコンは
パッド入りのフロント
ポケットに収納可能
（5589を除く）

ウインドーメッシュポケット
フィルターなどのアクセサリー
の収納に便利

補強プラスチックの
芯の入ったパッド付き
縦方向仕切り板

レンズ固定ベルト
長いレンズも動かず
に固定できます

ロックダウン
  レインフラップ
   耐候性を
    高めます

　   伸び縮みする
胸部分のストラップ
はリュックベルトの
位置を固定しつづ
　　　　　けます

　固さの異なる
　パッドにより、
快適に持ち運び
　　が可能です

「エアフローチャンネル」
により、背面に空気を
通しムレを防ぎます

調整可能なリュックベルト
　　　   重量物にも対応

ノートパソコンはパッド入りフロントポケ
ットに収納可能（5589以外）

イージグリップ
パッド入りの
ハンドル

モジュラーアクセサリー
システムの取り付け部
別売のMASシステム

アクセサリーを
取り付け可能

ストラップアクセサリー
システムの取り付け部
別売のSASシステム

アクセサリーを
取り付け可能

スパイダータブは、
脱いだ上着などを
結ぶことができます

コンプレッション
ストラップ

は機材室のジッパーを
開けたときに一気に

開かないように固定します

「デュアルヒンジデバイダー」により、
5585、5586、5587、5588は、もう
一台のレンズ付きデジタル一眼レフ
を収納できるように仕切を移動する
ことができます

バイオカーブデュアルピボッティングウエストベルト
5587と5588に装備、2カ所の調整機構により、広い範囲で

腰ベルトの位置を調整可能、最も快適な状態で背負うことができます

5589、5588、5587の
各モデルを米国内の航空機内
への持ち込み手荷物と するに
は、リュックベルトと腰ベルト
をリュックの側面に折り重ねて
ください。

※米国特許 683050B1

5587

5587

5588

5588

1

2

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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タムラック・エクスペディションシリーズのカメラ用リュックは、数々の賞を受賞。
アウトドア撮影の写真家にとって、常に有力な購入候補に挙がるカメラ用リュックです。

5589

希望小売価格（税別）\82,400
コード：ブラック0023554-028573
内寸：31×19×58cm
外寸：35×28×64cm
重量：3,520g

Expedition 9x

5588

希望小売価格（税別）\65,900
コード：ブラック0023554-027118
内寸：28×16×52cm
外寸：33×34×56cm
重量：3,342g

Expedition 8x

●しっかりパッドで保護された機材室は様々なアレンジが可能。パッド入りの仕切板は、
複数のプロ一眼レフが収納可能、さらに長いレンズ付きの状態のカメラや、交換レンズ、
クリップオンストロボを収納できます。

●5589を除くエクスペディションシリーズカメラ用リュックは、防水ファスナー付きのパッ
ド入りフロントポケットにノートパソコンが収納できます。

●二つの「ウイングポケット」がリュック正面 2 カ所に装備。防水ファスナーで内部の機
材を保護。取り出しやすい位置にあり、他の機材の収納に関係なく、素早く収納物の取
り出しが可能。「ウイングポケット」には、タムラックが特許を取得したメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステムを装備、赤いフラッグで使用・未使用の区別が可能
です。

●三脚はリュック中央部にバランスよく取り付け可能なように、タムラック考案のクイッ
ククリップ三脚取り付けシステムを装備、下部をプラスチックで補強した三脚の石突部
収納ポケットは、2本の脚を安全に固定します。

●機材室内部には、長いレンズをつけたカメラをしっかり支
えられるように、縦に装備された 2 本のパッド入りの
仕切り板があり、内部には固いプラスチック板で補

強がされています。レンズ固定ストラップも装備しています。5585、5586、5587、
5588 の各モデルでは、もう一台のレンズ付きカメラが収納できるように「デュアル
ヒンジデバイダーシステム」を採用しています。

●ウインドウペインメッシュのポケットをメイン機材室の対面側に装備、フィルターな
どのアクセサリーを収納できます。

●パッドで覆われ、プラスチックで補強された底部はショックから機材を守り、機材室
のジッパーはロックダウンレインフラップにより、雨やホコリを防ぐことができます。

●背中に当たる部分には「デュアルデンシティーコンフォートパッド」を採用、リュッ
クを快適に持ち運ぶことができます。さらに「エアフローチャンネル」により、背中
とリュック背面の間を外気が通り抜けるため、背中がムレません。

●リュックベルトには 2 つの「D リング」を装備。別売のカメラストラップ「N-11」を
取り付け可能。

●別売のストラップアクセサリーシステム（SAS）、モジュラーアクセサリーシステム
（MAS）に対応。
●底部のラッシュタブ、側部のスパイダータブを活用すれば、その他の荷物を取り付け
て持ち運ぶこともできます。

5589は、超望遠400mm、500mm、
600mmといったレンズを取り付け
たままのプロ用デジタル一眼レフカ
メラを収納可能な、大型のカメラ用
リュックです。  

●多くの仕切り板を装備、異なる径や長さのレンズに対応できるように内部
を調整します。

●最上部がカメラの収納に対応、超望遠レンズの幅の狭い部分に対応できる
形状に調整可能です。
●下部は縦方向に2つ、プラスチックの補強が入ったパッド入り仕切り

板と、一つの水平方向の仕切り板で、大口径超望遠レンズと専用
フードの径に合わせて調整が可能。  
●全ての仕切り板を調整または取り外し可能とすることで、
カメラ機材とカメラ以外の携行品を一緒に納めることに
対応。

●タムラックのキャリーオンコンバーチブルシステムは米
国内の航空機手荷物持ち込みサイズ（36×23×53cm）に

合わせることが可能です。5589では、トップ部に収納のカメラを取
り出して、トップ部を付属のベルトで小さく折りたたむことでサイズを合わ
せることが可能です。

5588は複数のプロ仕様デジタル一
眼レフ、様々なレンズ、クリップオ
ンストロボを収納できるカメラ用
リュックです。

●縦方向に2つ、プラスチックの補強が入ったパッド入り仕切り板があり、長
いズームレンズをつけたカメラを支えます。

●もう一台、レンズをつけたままカメラを収納するなら、デュアルヒンジデバ
イダーシステムにより、下部に収納可能。
●15.6インチから17インチサイズのノートパソコンを収納できる、防水

ファスナー付きの独立したパソコンポケットを装備。カメラ機材の収
納にかかわらず、ノートパソコンを直接取り出せます。

●バイオカーブデュアルピボッティングウエストベルトなどの調節
機構により、リュックベルトを背負いやすいように調節可能。

別売のストラップア
クセサリーシステム
アクセサリーに対応

別売のモジュラーアクセ
サリーシステムアクセサ
リーに対応

メモリーアンドバッテリー
マネージメントシステム*とは？

MX5380

＊米国特許  68305B1

MX5398MX5364

赤いフラッグを折りたた
んだ状態のポケットに入
れてあるメモリーカード
やバッテリーは使用前で
あることを示します。

メモリーカードやバッテ
リーを覆うように赤いフ
ラッグを出しているの
は、撮影済みのメモリー
カードや空になったバッ
テリーを表します。
一目でメモリーやバッテ
リーの状態を確認できる
ように考えた、タムラッ
クの工夫です。

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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5586

5587

希望小売価格（税別）\46,400
コード：ブラック0023554-027095
内寸：28×14×37cm
外寸：34×27×43cm
重量：2,280g

Expedition 6x

希望小売価格（税別）\56,600
コード：ブラック0023554-027101
内寸：28×16×41cm
外寸：33×34×50cm
重量：2,893g

Expedition 7x

5587は大型のカメラ用リュックで、あらゆる機材が収納
できるように仕切を調整可能です。複数のプロ仕様デジ
タル一眼レフとレンズ、クリップオンストロボを収納で
きます。

●15.6インチサイズのノートパソコンを収納できる、防水ファスナー付
きの独立したパソコンポケットを装備。カメラ機材の収納にかかわら
ず、ノートパソコンを直接取り出せます。

●2つのウイングポケットを装備。リュック正面の取り出しやすい位置に
配置しながら、防水ファスナーにより、雨やホコリから収納物をガード。

●ウイングポケット内にはタムラックが特許を取得したメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステムのポケットを装備。バッテリーや
メモリーカードを使用・未使用の区別を付けながら整理できます。

●タムラッククイッククリップ三脚取り付けシステムにより、リュック
の正面中央に縦方向に三脚を取り付け可能。下部をプラスチックで補
強した三脚の石突部収納ポケットは、2本の脚を安全に固定します。

●縦方向に2つ、プラスチックの補強が入ったパッド入り仕切り板があ
り、長いズームレンズをつけたカメラを支えます。

●もう一台、レンズをつけたままカメラを収納するなら、デュアルヒンジ
デバイダーシステムにより、下部に収納可能。

●3つのウインドウペインメッシュポケットには、フィルターなどのアク
セサリーを整理しながら収納できます。

●パッドで覆われ、プラスチックで補強された底部はショックから機材
を守り、機材室のジッパーはロックダウンレインフラップにより、雨や
ホコリを防ぐことができます。

●バイオカーブデュアルピボッティングウエストベルトなどの調節機構
により、リュックベルトを背負いやすいように調節可能。

●背中に当たる部分には「デュアルデンシティーコンフォートパッド」を
採用、リュックを快適に持ち運ぶことができます。さらに「エアフロー
チャンネル」により、背中とリュック背面の間を外気が通り抜けるため、
背中がムレません。

●リュックベルトには2つの「Dリング」を装備。別売のカメラストラッ
プ「N-11」を取り付け可能。

●別売のストラップアクセサリーシステム（SAS）、モジュラーアクセサ
リーシステム（MAS）に対応。

●底部のラッシュタブ、側部のスパイダータブを活用すれば、その他の荷
物を取り付けて持ち運ぶこともできます。

5586はたくさんの撮影
機材の収納に対応する、

中型サイズのカメラ用リュック
です。たくさんのパッド入り仕
切り板により、レンズ付きの
デジタル一眼レフと5、6
本のレンズ、クリップオ
ンストロボを、機材に合
わせて調整しながら収納
できます。

●14.1インチサイズのノー
トパソコンを収納できる、
防水ファスナー付きの独
立したパソコンポケット
を装備。カメラ機材の収納

にかかわらず、ノートパソコンを
直接取り出せます。

●2つのウイングポケットを装備。リュック正面の取り
出しやすい位置に配置しながら、防水ファスナーに
より、雨やホコリから収納物をガード。

●ウイングポケット内にはタムラックが特許を取得
したメモリーアンドバッテリーマネージメントシステ

ムのポケットを装備。バッテリーやメモリーカードを使用・
未使用の区別を付けながら整理できます。

●タムラッククイッククリップ三脚取り付けシステムにより、リュック
の正面中央に縦方向に三脚を取り付け可能。下部をプラスチックで補
強した三脚の石突部収納ポケットは、2本の脚を安全に固定します。

●縦方向に2つ、プラスチックの補強が入ったパッド入り仕切り板があ
り、長いズームレンズをつけたカメラを支えます。

●もう一台、レンズをつけたままカメラを収納するなら、デュアルヒンジ
デバイダーシステムにより、下部に収納可能。

●2つのウインドウペインメッシュポケットには、フィルターなどのアク
セサリーを整理しながら収納できます。

●パッドで覆われ、プラスチックで補強された底部はショックから機材
を守り、機材室のジッパーはロックダウンレインフラップにより、雨や
ホコリを防ぐことができます。

●バイオカーブデュアルピボッティングウエストベルトなどの調節機構
により、リュックベルトを背負いやすいように調節可能。

●背中に当たる部分には「デュアルデンシティーコンフォートパッド」を
採用、リュックを快適に持ち運ぶことができます。さらに「エアフロー
チャンネル」により、背中とリュック背面の間を外気が通り抜けるため、
背中がムレません。

●リュックベルトには2つの「Dリング」を装備。別売のカメラストラッ
プ「N-11」を取り付け可能。

●別売のストラップアクセサリーシステム（SAS）、モジュラーアクセサ
リーシステム（MAS）に対応。

●底部のラッシュタブ、側部のスパイダータブを活用すれば、その他の荷
物を取り付けて持ち運ぶこともできます。

　　　　　　　　　5587を
　　　　　　　　航空機内に
持ち込むときは、リュックベルト
と腰ベルトを収納してください。

10ページに
より多くの写真を
掲載しています。

5585、5586、5587、5588の各モデルには
「デュアルヒンジデバイダー」を装備。
レンズをつけたままのカメラをもう一台
収納できるように調整できます。

LockDownTM

Rain Flap

LockDownTM

Rain Flap

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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5585
希望小売価格（税別）\40,200
コード：ブラック0023554-027088
内寸：28×14×34cm
外寸：32×25×41cm
重量：2,054g

Expedition 5x

5584

希望小売価格（税別）\35,000
コード：ブラック0023554-027071
内寸：25×13×28cm
外寸：31×24×36cm
重量：1,764g

Expedition 4x

5585はあらゆる撮影機材の収納に対応する、中型サイズ
で最高のカメラ用リュックです。たくさんのパッド入り仕
切り板により、レンズ付きのデジタル一眼レフと4、5本の
レンズ、クリップオンストロボを、機材に合わせて調整し
ながら収納できます。
●12インチサイズのノートパソコンを収納できる、防水
ファスナー付きの独立したパソコンポケットを装備。カ
メラ機材の収納にかかわらず、ノートパソコンを直接取
り出せます。

●2つのウイングポケットを装備。リュック正面の取り出
しやすい位置に配置しながら、防水ファスナーにより、
雨やホコリから収納物をガード。

●ウイングポケット内にはタムラックが特許を取得したメ
モリーアンドバッテリーマネージメントシステムのポ
ケットを装備。バッテリーやメモリーカードを使用・未
使用の区別を付けながら整理できます。

●タムラッククイッククリップ三脚取り付けシステムにより、リュック
の正面中央に縦方向に三脚を取り付け可能。下部をプラスチックで補
強した三脚の石突部収納ポケットは、2本の脚を安全に固定します。

●縦方向に2つ、プラスチックの補強が入ったパッド入り仕切り板があ
り、長いズームレンズをつけたカメラを支えます。

●もう一台、レンズをつけたままカメラを収納するなら、デュアルヒンジ
デバイダーシステムにより、下部に収納可能。

●2つのウインドウペインメッシュポケットには、フィルターなどのアク
セサリーを整理しながら収納できます。

●パッドで覆われ、プラスチックで補強された底部はショックから機材
を守り、機材室のジッパーはロックダウンレインフラップにより、雨や
ホコリを防ぐことができます。

●バイオカーブデュアルピボッティングウエストベルトなどの調節機構
により、リュックベルトを背負いやすいように調節可能。

●背中に当たる部分には「デュアルデンシティーコンフォートパッド」を
採用、リュックを快適に持ち運ぶことができます。さらに「エアフロー
チャンネル」により、背中とリュック背面の間を外気が通り抜けるため、
背中がムレません。

●リュックベルトには2つの「Dリング」を装備。別売のカメラストラッ
プ「N-11」を取り付け可能。

●別売のストラップアクセサリーシステム（SAS）、モジュラーアクセサ
リーシステム（MAS）に対応。

●底部のラッシュタブ、側部のスパイダータブを活用すれば、その他の荷
物を取り付けて持ち運ぶこともできます。

5584はコンパクトサイズ
ながら機能満載のお出かけ
用カメラ用リュックです。

機材室はパッド入りの仕切り板を様々なスタイルに調整で
き、レンズ付きのデジタル一眼レフと3、4本のレンズ
（70-200mmF2.8を含む）とクリップオンストロボを収納
可能です。
●8インチサイズのネットブックを収納できる、防水ファ
スナー付きの独立したポケットをリュック正面に装備。

●2つのウイングポケットを装備。リュック正面の取り出
しやすい位置に配置しながら、防水ファスナーにより、
雨やホコリから収納物をガード。

●ウイングポケット内にはタムラックが特許を取得したメ
モリーアンドバッテリーマネージメントシステムのポ
ケットを装備。バッテリーやメモリーカードを使用・未
使用の区別を付けながら整理できます。

●タムラッククイッククリップ三脚取り付けシステムにより、リュック
の正面中央に縦方向に三脚を取り付け可能。下部をプラスチックで補
強した三脚の石突部収納ポケットは、2本の脚を安全に固定します。

●縦方向に2つ、プラスチックの補強が入ったパッド入り仕切り板があ
り、長いズームレンズをつけたカメラを支えます。

●2つのウインドウペインメッシュポケットには、フィルターなどのアク
セサリーを整理しながら収納できます。

●パッドで覆われ、プラスチックで補強された底部はショックから機材
を守り、機材室のジッパーはロックダウンレインフラップにより、雨や
ホコリを防ぐことができます。

●背中に当たる部分には「デュアルデンシティーコンフォートパッド」を
採用、リュックを快適に持ち運ぶことができます。さらに「エアフロー
チャンネル」により、背中とリュック背面の間を外気が通り抜けるため、
背中がムレません。

●リュックベルトには2つの「Dリング」を装備。別売のカメラストラッ
プ「N-11」を取り付け可能。

●別売のストラップアクセサリーシステム（SAS）、モジュラーアクセサ
リーシステム（MAS）に対応。

●4つのスパイダータブを活用すれば、その他の荷物を取り付けて持ち運
ぶこともできます。

2つの「ウイング」アクセサリーポケットには、
タムラックが特許を取得しているメモリーアンド
バッテリーマネジメントシステムを装備。

LockDownTM

Rain Flap

LockDownTM

Rain Flap

エクスペディションシリーズのカメラ用
リュックはタムラックの別売アクセサリー
に対応しています。60～63 ページ参照

MX-S5368 MX5380 MX5398

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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3385
希望小売価格（税別）\30,900
コード：ブラック0023554-027699
　　　     RUST（ブラック /オレンジ） 0023554-027712
内寸：上段 29×17×23cm
　　　下段 30×16×24cm
外寸：36×23×51cm
重量：1,626g

Aero Speed Pack 85
Dual Access Photo/Laptop Backpack

タムラックのエアロシリーズスピードパックは、快適にカメラ機材を持ち運ぶことができる

最高のカメラ用リュックです。しかしながら、素早くカメラ機材を取り出すことが可能です。

この機能を両立するために、タムラックが開発したのが新しい「デュアルアクセスシステム」。

片肩掛けリュックのように、リュックを完全に肩から下ろさずに側面の機材取り出し口から

素早く機材を取り出すことが可能。また、一般的なカメラ用リュックのように前面から取り

出すことも可能です。耐候性を向上させるために、側部の機材取り出し口には防水ファスナー

を採用。正面の機材取り出し口のファスナーには、雨が降り込まないように「ウェザーフラッ

プ」を装備。側部の機材取り出し口の内側には、メモリーカードやンズキャップを収納可能。

パッドで保護されたリュック下段の機材室取り出し口のフタ内側には、二つのジッパー付き

ポケットを装備、メモリーカード、バッテリーなどを整理して収納可能です。リュック上段に

はお弁当や本、薄手のジャケットなどの携行品を収納するスペースがあります。上段の内側

には2つのメッシュポケットがあり、ノートパソコンのコードやACアダプターなどを収納で

きます。3385には、17インチまでのノートパソコンに対応した独立したパソコン収納室は、

しっかりしたパッドで保護され、防水ファスナーで雨やホコリから守られています。3385と

3375の2モデルの両方には、底部に「ラッシュタブ」を装備。別売のS-113ベルトを使用すれ

ば、三脚を取り付け可能です。

さらに両方のリュックには、ペットボトルの収納に対応するメッシュポケットを装備。エア

ロシリーズスピードパックには、

上部のキャリングハンドルと

快適に背負うためのパッド

入りリュックベルトを装備、

重量を分散し、いつも快適に

持ち運びができます。

3385はEOS1DシリーズやD3などのプロサイズデジタル一眼レフに70-200mmF2.8クラ
スのレンズを付けた状態で収納可能、さらに2本の大口径ズームとクリップオンストロ
ボも収納できます。

●デュアルアクセスシステムは、正面および側部の機材取り出し口から、
カメラ機材の取り出しが可能です。
●独立したノートパソコン収納部には、15.6から17インチのノートパ
ソコンが収納可能。パッド入り、取り出し口は防水ファスナーを装備
し雨やホコリから保護します。
●上段は8,000ccの収納量があり、お弁当や本、薄手のジャケットなど

の携行品を収納可能です。

側部の機材取り出し口と
ノートパソコン収納部には、
防水ファスナーを装備。

デュアルアクセスシステム
側面の機材取り出し口は、
移動時にも素早くカメラ機材の
取り出しが可能。
もちろん、従来通り正面の
機材取り出し口からの
機材出し入れも可能です。

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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3375

3375

希望小売価格（税別）\22,700
コード：ブラック0023554-027682
　　　     RUST（ブラック /オレンジ） 0023554-027705
内寸：上段 26×15×21cm
　　　下段 29×14×20cm
外寸：34×19×46cm
重量：1,318g

Aero Speed Pack 75
Dual Access Photo Backpack

3380
希望小売価格（税別）\25,800
コード：ブラック0023554-026760
　　　     RUST（ブラック /オレンジ） 0023554-026838
　　　    ブラウン /タン 0023554-028566
内寸：上段 27×18×25cm
　　　下段 29×18×19cm
外寸：32×23×47cm
重量：1,177g

Aero 80
Photo/Laptop Backpack

3375はEOS5D Mark IIやD700などのデジタル一眼レフに大口径標準ズームを付けた状態で
収納可能、さらに1、2本のレンズとクリップオンストロボも収納できます。
●デュアルアクセスシステムは、正面および側部の機材取り出し口から、カメラ機材の取り
出しが可能です。

●上段は5,500ccの収納量があり、お弁当や本、薄手のジャケットなどの携行品を収納可能
です。

3380はスリムで軽量なカメラ用リュック。
●EOS50DやD700クラスのカメラに、大口径標
準ズームを付けた状態で収納可能。

●2本のレンズ、クリップオンストロボ、アクセサ
リーを収納可能。

●15.6 ～ 17インチのノートパソコンを収納可能。

3370
コード：ブラック0023554-028528
　　 　　RUST（ブラック /オレンジ） 0023554-028542
　　　　ブラウン /タン　0023554-028559
内寸：上段 22×13×22cm
　　　下段 25×15×18cm
外寸：28×19×44cm
重量：819g

希望小売価格（税別）\16,500
Aero 70
Photo Backpack

3370はスリムで軽量なカ
メラ用リュック。
●デジタル一眼レフに標準
ズームを付けた状態で収
納可能。

●数本のレンズ、アクセサ
リーを収納可能。

デュアルアクセスシステム
側部の機材取り出し口はジッパー
で素早く機材を取り出し可能。
機材の出し入れは通常通り、
前面の取り出し口からも可能です。

側部の機材取り
出し口には、
防水ファス
ナーを装備。

タムラックのエアロシリーズは、デジタル一眼レフと2本のレンズ、クリップオンス

トロボの収納に最適な、スリムで軽いカメラ用リュック。2気室式の構造で、下段は

クッション入りのパッドで覆われたカメラ機材室、上段にお弁当や本、薄手のジャ

ケットの収納できます。それぞれの取り出し口は二つのジッパープルを装備、素早く

出し入れできます。また、ジッパー部をウェザーフラップでカバーすることにより、

耐候性を高めています。機材室はレンズを付けたままのカメラを収納できるように

パッド入り仕切り板を装備、すぐに撮影でき、さらに機材に合わせてレイアウトが変

更可能。他の収納機材もしっかり保護します。ジッパーで閉じることのできる機材室

の対面にある内ポケットは、フィルターやメモリーカードなどを収納できます。

リュック前面のメッシュポケットと、サイドの2つのメッシュポケットは、アクセサ

リーやペットボトルを見やすく、素早く取り出せるように収納できます。

リュックベルトには、タムラックのストラップアクセサリーシステム対応の取り付け

部を装備。底部には2つのラッシュタブがあり、別売のS-113ストラップを使えば、三

脚を取り付け可能です。

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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5550 希望小売価格（税別）\47,400
コード：レッド/ブラック0023554-026999
　　　     グレー / ブラック 0023554-027033
内寸：上段 28×17×30cm
　　　下段 29×14×28cm
外寸：36×27×64cm
重量：2,390g

Adventure 10

5550

5549

タムラック5549、5550は軽量でユニークな

デザインのカメラ用リュック。下段はパッド

で保護されたカメラ機材収納部、大容量の

上段には、カメラ以外の携行品を収納可

能。さらに独立したスペースにノートパ

ソコンを収納可能。モダンでス

リムなデザインは、一見カメラ

バッグに見えません。

5550はプロ仕様デジタル一眼レフ、EOS1DシリーズやD3に70-200mmF2.8を取り付けたまま収納可能、
さらに複数のレンズとクリップオンストロボ、15.6 ～ 17インチのノートパソコンを収納可能。
●リュックの動きを抑えて楽に持ち運べる、パッド入りの腰ベルトを装備。
●別売のモジュラーアクセサリーシステムを取り付けてカスタマイズ可能。
●上段は13,000ccの収納量。

5549 希望小売価格（税別）\30,900
コード：レッド/ブラック0023554-024285
　　　     グレー / ブラック 0023554-024292
内寸：上段 28×17×22cm
　　　下段 29×14×22cm
外寸：33×27×51cm
重量：1,899g

Adventure 9

5549はプロ仕様デジタル一眼レフ、EOS1DシリーズやD3に大口径標準ズームを取り付けたまま収納可能、
さらに2本のレンズとクリップオンストロボ、15.6 ～ 17インチのノートパソコンを収納可能。
●リュックの動きを抑えて楽に持ち運べる、パッド入りの腰ベルトを装備。
●上段は8,000ccの収納量。

5549と5550は写真機材をしっかり保護できるパッド入りの下段の機材収納部と機材
以外の携行品を持ち歩くための上段の収納部があります。5549、5550いずれのモデル
も独立した、しっかり収納物を保護できるパッド入りのノートパソコン収納部があ
ります。15.6 ～ 17インチのノートパソコンに対応、アップルの17インチマック
ブックプロや他のノートパソコン（39×28×4.5cmまで）が収納可能です。カメ
ラ機材にかかわらず、素早く取り出すことが可能です。上段の内部にあるポッ
プオフポケット（取り外し可能なポケット）には、ノートパソコン用のACアダ
プターやコードを収納できます。上段の容量は5549が8,000cc、5550が
13,000ccと大容量です。

ダブルのジッパープルにより、素早く機材の取り出しが可能。ジッパーをカバー
するウェザーフラップとクイックリリースバックルにより、写真機材を天気や
セキュリーの面で保護します。機材室の内面には、レンズ付きのデジタル一眼
レフを支えるクッション入りの柱があり、素早く撮影状態に入れます。調
整可能なパッド入り仕切り板で他の機材も保護します。下段機材室の対
面に位置するフタの内側に、タムラックが特許取得をした、メモリーアン
ドバッテリーマネージメントシステムを装備、赤いフラッグで、メモリー
カードやバッテリーを、未使用・使用で区別しながら整理できます。また、
ウインドウペインメッシュポケットも装備、フィルター他のアクセサリー
を収納できます。

いずれの機種の外装部には、サイドに二つのメッシュポケットを装備。ペッ
トボトルやアクセサリー類を収納できます。快適に背負うことができる、
パッド入りのリュックベルトには胸ベルトが付属し、機材の重量を分
散します。リュックベルトには別売のストラップアクセサリーシ
ステム（S.A.S.）製品を取り付けることで、カスタマイズが可能
です。底部には2つのラッシュタブがあり、別売のS-113スト
ラップを取り付ければ、三脚の取付が可能です。

カメラ・ノートパソコンを収納可能なカメラ用リュック

　　　　　　　　　  5550を米国内で
　　　　　　　　　航空手荷物として
　　　　　　　　持ち込むには、上段
を低くしてまとめるようにする必要があ
るので、荷物を詰めることができません。

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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5546

5547

5547

5547 希望小売価格（税別）\16,500
コード：レッド/ブラック0023554-024124
　　　     グレー / ブラック 0023554-024131
内寸：上段 25×13×24cm
　　　下段 27×16×17cm
外寸：34×23×44cm
重量：1,077g

Adventure 7

5547は縦位置グリップ付きのデジタル一眼レフに標準ズームを取り付けたまま収納可能、
さらに2本のレンズとクリップオンストロボが収納可能です。
●上段は6,000ccの収納量。

三脚の取付には
S-113ストラップ（57ページ参照）

アドベンチャーシリーズのカメラ用
リュックの底部に三脚を取り付けるには、
別売のS-113ストラップ（2本1組）を使用します。

サイズ：3×56cm
カラー：ブラック
重　量：28g

タムラックの5546と5547は

カメラと機材以外の携行

品を一緒に持ち運べる、

モダンなデザインの

カメラ用リュック。

カメラ用リュック

5546 希望小売価格（税別）\16,500
コード：レッド/ブラック0023554-024100
　　　     グレー / ブラック 0023554-024117
内寸：上段 22×12×20cm
　　　下段 24×13×14cm
外寸：29×22×39cm
重量：907g

Adventure 6

5546は小型サイズのカメラ用リュック。中型サイズのデジタル一
眼レフ、EOS50DやD5000、EOS KissデジタルやD3000に標準ズー
ムを取り付けたまま収納可能、さらに交換レンズと小型のクリップ
オンストロボが収納可能です。
●上段は4,000ccの収納量。

5546と5547は写真機材をしっかり保護できるパッド入りの下段の機材収納部と、機材以
外の携行品、たとえばお弁当や薄手のジャケットなどを持ち歩くための上段の収納部が
あります。伸縮自在のメッシュポケットがあり、収納物を整理しながら持ち運びできます。

リュック前面のポケットには、タムラックが特許取得をした、メモリーアンドバッテリー
マネージメントシステムを装備、赤いフラッグで、メモリーカードやバッテリーを、未使
用・使用で区別しながら整理できます。下部機材室は、ダブルのジッパープルにより、素
早く機材の取り出しが可能。ジッパーをカバーするウェザーフラップとクイックリリー
スバックルにより、写真機材を天気やセキュリーの面で保護します。機材室の内面には、
レンズ付きのデジタル一眼レフを支えるクッション入りの柱があり、素早く撮影状態
に入れます。調整可能なパッド入り仕切り板で他の機材も保護します。

サイドに二つのメッシュポケットを装備。ペットボトルやアクセサリー類を収
納できます。快適に背負うことができる、パッド入りのリュックベルトには胸ベ
ルトが付属し、機材の重量を分散します。リュックベルトには別売のストラッ
プアクセサリーシステム（S.A.S.）製品を取り付けることで、カスタマイズが可
能です。底部には2つのラッシュタブがあり、
別売のS-113ストラップを取り付ければ、
三脚の取付が可能です。

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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5770 希望小売価格（税別）\26,800
コード：ブラック0023554-027613
内寸：31×17×33cm
外寸：36×27×39cm
重量：1,372g

Velocity 10x

5770

タムラックのベロシティーシリーズはリュックのように快適に持ち運ぶ

ことができ、しかも素早くカメラなどの機材を取り出すことが可能なユ

ニークなデザインです。しっかりパッドが入ったストラップは、重量を分

散し、リュックを前面に移動することができ、ジッパーで開閉するトップ

の開口部は、手前から向こう側に開き、カメラなどの落下を防ぎながら素

早くカメラ、機材を取り出し可能。機材室の内側には、カメラにレンズを

取り付けたまま収納できるように支える、2本のパッド入り仕切り板が

入っています。収納式の腰ベルト（5766を除く）を装備、ハイキングや自

転車での移動時によりしっかり固定できます。前面のポケットには、携帯電話やMP3プレーヤー、アクセサリー類をたくさん収納できます。さらにタム

ラックが特許を取得した「メモリーアンドバッテリーマネージメントシステム」を装備し、赤いフラッ

グによってメモリーカードやバッテリーを未使用・使用に分けて収納することができます。機

材室のフタ裏側には、滑らかなナイロンのポケットがあり、撮影中のレンズキャップを収納

したり、フィルターを収納したりすることが可能です。モジュラーアクセサリーシステム

に対応し、使い勝手がいいようにカスタマイズができます。

5770はタムラックの片肩掛けバッグの中で最も大きなサイズのモデル。EOS1DやD3
クラスのプロ仕様デジタル一眼レフを2台収納可能。レンズは最大70-200mmF2.8クラ
スのレンズの収納に対応します。
●2本の大口径ズームとクリップオンストロボを収納可能。
●カメラの重量をしっかり支えるよう、縦方向に2本、
プラスチックの補強入り、パッド付き仕切
り板を装備。

●底部に2つのラッシュタブを装備、別売の
S-113ストラップを取り付ければ、小型の
三脚を取り付け可能。

●収納可能なパッド入りの腰ベルトを装
備。移動時にしっかり固定でき、重量を
分散させて快適に持ち運びできます。

5769 希望小売価格（税別）\20,600
コード：ブラック0023554-025534
　　　    ブルー 0023554-025657
　　　    ブラウン/タン 0023554-028900
内寸：28×16×33cm
外寸：33×18×39cm
重量：1,134g

Velocity 9x

5769はEOS1DシリーズやD3のようなプロ仕様デジタル一眼レフに70-200mmF2.8を取り付
けた状態で収納可能。
●2本の大口径ズームとクリップオンストロボを収納
可能。

●カメラの重量をしっかり支えるよう、縦方向
に2本、プラスチックの補強入り、パッド付
き仕切り板を装備。

●収納可能なパッド入りの腰ベルトを装備。
移動時にしっかり固定でき、重量を分散
させて快適に持ち運びできます。

タムラック　ベロシティシリーズ　片肩掛けリュック
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5768

5768 希望小売価格（税別）\16,500
コード：ブラック0023554-025527
　　　    ブルー 0023554-025640
　　　    ブラウン/タン 0023554-028894
内寸：24×14×28cm
外寸：31×15×34cm
重量：907g

Velocity 8x

モジュラーアクセサリーシステム
（M.A.S.）
5770、5769、5768、5767、5766、
5765の各機種には、右の写真の
ような、別売のモジュラーアクセ
サリーシステムに対応します。
61～63ページをご参照ください。

MX5388MX5398MX5380MX5383

5767 希望小売価格（税別）\14,500
コード：ブラック0023554-025510
　　　    ブルー 0023554-025633
　　　    ブラウン/タン 0023554-028887
内寸：22×11×25cm
外寸：29×14×30cm
重量：703g

収納可能な腰ベルト

Velocity 7x

一見カメラバッグに見えないルックスの5767は、EOS50DやD5000といったデジタル一眼レフ
に標準ズームをつけたまま収納可能。
●さらに2本の交換レンズとクリップオンストロボが収納可能。
●レンズをつけた状態のカメラは、2つのパッド入り仕切り板に
支えられて収納できます。

●しっかりパッドの入ったベルトは重量を分散するため快
適に持ち運びでき、バッグを前方に素早く移動できます。

●上部のフタは手前側から向こうにジッパーで開閉する
ためカメラ機材を落下から防ぎ、素早く機材を取り出
すことが可能です。

●収納式の腰ベルトを使えば、ハイキングや自転車
での移動時にしっかり体に固定できます。

5768は以前の同型モデルを改良し、EOS7DやD700といったプロ仕様モデルに対応、
さらに70-200mmF2.8クラスのレンズをつけたまま収納できます。
●2本の交換レンズとクリップオンストロボも収納可能。
●縦方向の2本のプラスチック補強入りパッ
ド付きの仕切り板が、カメラの重量をしっ
かり支えます。

●移動時には収納式の腰ベルトが重量を分
散、揺れを防ぎ快適に持ち運べます。

5767、5768、5769、5770の各機種には、
移動時に振動を抑えるための収納
可能な腰ベルトを装備しています。
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5766 希望小売価格（税別）\10,300
コード：ブラック0023554-025503
                 ブルー 0023554-025626
                 ブラウン/タン 0023554-028870
内寸：19×10×22cm
外寸：24×13×26cm
重量：454g

Velocity 6x

5766はコンパクトな片肩掛けリュック。EOS KissデジタルやD5000に標準ズームを付けた状態で収納可能。
●もう1本の交換レンズまたはクリップオンストロボも収納可能。
●縦方向の2本のパッド付き仕切り板が、カメラの重量をしっかり支えます。
●移動時には収納式の腰ベルトが重量を分散、揺れを防ぎ快適に持ち運べ
ます。

●手前から向こう側に開くジッパー開閉式のフタは、カメラを落下から
守りながら素早く取り出しが可能です。

5765 希望小売価格（税別）\14,500
コード：ブラック0023554-025497
　　　    ブルー 0023554-025619
　　　    ブラウン/タン 0023554-028863
内寸：24×11×20cm
外寸：30×18×25cm
重量：798g

Velocity 5x

5765はショルダーとヒップバッグ兼用型、一見カメラバッグに見えないルックスな
がら、内部の機材をパッドでしっかり保護、EOS50DやD5000といったデジタル一眼
レフに高倍率ズームを付けた状態で収納できます。
●もう1本の交換レンズとクリップオンストロボも収納可能。
●縦方向の2本のプラスチック補強入りパッド付きの仕切り板が、カメラの重量を
しっかり支えます。

●収納式の腰ベルトにより、ショルダーバッグからヒップバッグスタイルに変
更できます。

●手前から開く、ジッパー開閉式の開口部により、素早く機材を取り出し
できます。

●前部のポケットには、携帯電話やアクセサリーを整理して収納でき
ます。

●さらに前部のポケットにタムラックが特許取得のメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステムを装備。赤いフラッグで、メモ
リーカードやバッテリーを未使用・使用の区別をしながら収納でき
ます。

●開口部のフタ内側には、ナイロン生地のポケットを装備。フィルターや撮影
時に取り外したレンズキャップなどを収納できます。

●別売のモジュラーアクセサリーシステムのケース類を取り付け可能。使い勝手が
いいようにカスタマイズできます。

収納式の腰ベルトを取り出せば、
ショルダーバッグをヒップバッグ
として使うことができます。

収納式の腰ベルトで
ヒップバッグとして
使用可能

手前から開くジッパー式の
開口部で素早くカメラを
取り出せます。
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5273
希望小売価格（税別）\13,400
コード：ブラック0023554-017485
　　　　RUST（ブラック/オレンジ） 0023554-027057
内寸：20×12×28cm
外寸：23×16×33cm
重量：907g

Expedition 3

5273は様々な機能を装備した、コンパクトながらエクスペディションシリーズ（10ペー
ジ参照）と同等レベルに造り込まれたリュック。
レンズ付きのデジタル一眼レフと3、4本のレンズが収納可能です。

5371
希望小売価格（税別）\11,400
コード：レッド 0023554-024407
　　　　ブラック 0023554-022298
　　　　ブルー 0023554-022304
内寸：20×12×25cm
外寸：23×18×29cm
重量：644g

Travel Pack 71

5371は、EOS KissデジタルやD3000クラスの小型デジタル一眼レフにレンズを取り付
けた状態で収納できます。さらに2本の交換レンズが収納可能。様々な機能を装備し、
リュック前面と側面のメッシュポケットにさらにアクセサリーを収納できます。

5374
希望小売価格（税別）\20,600
コード：RUST（オレンジ /ブラック） 0023554-026630
　　　　グレー /ブラック 0023554-026623
内寸：26×13×29cm
外寸：31×22×33cm
重量：1,588g

Adventure 74

5374は、レンズを付けたままのデジタル一眼レフと数本のレンズ、アクセサリーを
収納できる、多機能なカメラ用リュックです。他のリュック同様の様々な機能を装備
し、さらに5374には、腰ベルトも装備しています。

5375
希望小売価格（税別）\28,900
コード：RUST（オレンジ /ブラック） 0023554-026654
内寸：28×13×36cm
外寸：33×22×41cm
重量：1,814g

Adventure 75

5375は複数のデジタル一眼レフとレンズ、アクセサリーの収納
に対応しながらも動き回りやすいサイズのカメラ用リュック。前面のポケットは薄手のジャ
ケット等を入れるのに十分な大容量サイズ。他のリュック同様の様々な機能を装備し、さら
に5375には、腰ベルトと、ファスナー部の露出をなくし耐候性を高める「ロックダウンレイ
ンフラップ（紐で絞ることができるファスナーをカバーするフラップ）」を装備しています。

これらの軽量で持ち運びに便利なカメラ用リュックは、デジタル一眼レフやレンズ、クリップオンストロボをパッドで保護しながらも、素早く取り出し

が可能です。どのリュックも前面のアクセサリーポケットとタムラックが特許を取得した「メモリーアンドバッテリーマネージメントシステム」のポ

ケットを装備、赤いフラッグでバッテリーやメモリーを未使用・使用の区別を付けながら収納できます。ジッパーで閉じられる、機材室の対面側のポケッ

トには、フィルターなどのアクセサリーが収納可能。タムラックのクイッククリップ三脚取り付けシステム（5371を除く）は、強化したメッシュポケッ

トに脚を入れて使います。どのモデルも快適に持ち運べるパッド入りのリュックベルトとイージーグリップハンドルを装備。別売のモジュラーアクセ

サリーシステムやストラップアクセサリーシステムによってカスタマイズが可能です。
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5258
希望小売価格（税別）\46,400
コード：ブラック0023554-022694
内寸：30×15×46cm
外寸：34×29×51cm
重量：3,382g

CyberPack 8
Photo/Computer Backpack

5256
希望小売価格（税別）\36,100
コード：ブラック0023554-022687
内寸：30×15×38cm
外寸：34×26×43cm
重量：2,644g

CyberPack 6
Photo/Computer Backpack

5258

5256

5258はプロがカメラ機材と大型のノー
トパソコンを同時に持ち運ぶのに最適な
カメラ用リュックです。

●メイン機材室には、70-200mmF2.8クラスの
レンズをつけたデジタル一眼とレンズ、クリップオン

ストロボを収納できます。
●15.6 ～ 17インチのノートパソコンに対応、アップルの17インチマック
ブックプロや他のノートパソコン（39×28×4.5cmまで）が収納でき
ます。

●様々な機能に加え、しっかりしたパッド入りのリュックベルトを装備。
●パッド入りの腰ベルトと胸ベルトを、より楽に移動できるように装備し
ています。

5256は2台のプロ仕様デジタル一眼レフ、
70-200mmF2.8クラスを含むたくさんの
レンズ、クリップオンストロボの収納に
対応します。

●背面のポケットはアップルの15インチのマッ
クブックプロを含む15インチのノートパソコ
ンを収納可能。（33×28×4.5cmまで）

●パッド入りの腰ベルトと胸ベルトは収納した
機材の重量を分散し、より楽に移動できます。

LockDownTM

Rain Flap

米国内で航空機の持ち込み
手荷物とする場合、ノートパソ
コンと前部ポケットの収納物は
取り出してください。

サイバーパックには前面に
アクセサリーポケットを装備。

サイバーパックシリーズのカメラ用リュックは、
もう一台のレンズ付きデジタル一眼レフの収納に
対応できる「デュアルヒンジデバイダー」を装備。

使用例は三脚と別売の
モジュラーアクセサリーを
取り付けた状態です。

Sandston Surfing
Near Canyonlands
National Park, Utah

© Hank Pennington

サイバーパックの背面には、
ノートパソコンの収納部を装備。

サイバーパックシリーズリュックの内部の機材室には、カメラやレ

ンズ、他のアクセサリーに対して合わせてフィットする仕切り板

を装備。背面側に独立したパッド入りのノートパソコン用の収納

部を装備、写真機材の収納にかかわらず、素早くカメラ機材を取

り出し可能です。機材をしっかり保護するために、バッグの底部

に分厚い気泡を閉じこめたパッドとしっかりしたプラスチック底

板を入れ、衝撃から保護します。機材室対面のポケットにはウイ

ンドウペインメッシュポケットを採用、ACアダプターやコードを収

納できます。リュック正面のポケットには、CD/DVDや名刺、筆記具など

を整理して収納可能。そしてタムラックが特許取得した「メモリーアンド

バッテリーマネージメントシステム」のポケット付き。

リュック前面に三脚を安全に持ち運べるよう、クイッククリップ三脚取り付け

システムを装備。

別売のタムラック「モジュラーアクセサリーシステム」と「ストラップアクセサ

リーシステム」のケース類を取り付け可能。リュッ

クを好みに合わせてカスタマイズ可能です。

タムラックの「サイバーパック」は、ノートパソコンと
カメラ機材、アクセサリーを一緒に収納でき、
簡単に持ち運べるカメラ用リュックです。

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。
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5613

フラップ部 は耐候性を向上させるようにジッパーにより閉じることが可能、
ホコリなどの侵入を防ぎます。さらにクイックリリースバックルと面ファスナーで
素早く固定することも可能です。

パッド入りで持ちやすい「イージーグリップハンドル」は、
機材の重量を分散できるようにフラップの両サイドをバックルで
固定することもできます。機材の形状に合わせて、

パッド入りの仕切り板を自在に
調整することができます。

ウェザーフラップ（ジッパー部のカバー）付きの
「スピードポケット」は、
撮影現場で素早く取り出したい

アクセサリー類の収納に役立ちます。

ジッパー付きの背面ポケットは、
地図やカメラの取扱説明書の

収納に対応します。

フタの内側には、アクセサリー類の
収納のために、二つの

ウインドウペインメッシュポケット
があります。

壊れにくい
ナイロン製のコイルジッパーを採用。

底部にしっかりしたパッドと
固いプラスチックの底板を入れることで、

機材を衝撃から守ります。

携行品収納ポケットは、アクセサリー類と筆記具、
携帯電話などを収納できます。

「ジップドロップポケット」は、
収納物の全てを見やすいように、3方向を

ジッパーで開けることができるポケットです。

底部にストラップで
三脚を固定することができます。

ウインドウペインメッシュポケットは、
メッシュを透明のビニールで覆ったポケットで、
小さなアクセサリーも見やすく収納できます。

ピギーパックポケットは、下部の
ジッパーを開けると、カートバッグのハンドル
部分にバッグを取り付けることができます。

モジュラーアクセサリー
システムに対応するスロット

M.A.S.着脱式のレインカバーは、
特に荒天時にカメラ機材を
保護するのに役立ちます。

米国特許の
「レンズゲートデバイダー
システム」をダブルで装備。
レンズを付けたままのカメラを
そのまま収納でき、すぐに撮影
できます。

しっかりパッドが入った
「バイオカーブショルダー
ストラップ」は、タムラックの
「ストラップアクセサリーシステム」
に対応するスロットを装備。

激しい使用に耐える金属製の
「ダブルバーで溶接された
Dリング」とショルダーストラ
ップがしっかり取り付けられ、
機材を安全に持ち運ぶことができます。

米国特許のメモリーアンドバッテリー
マネージメントシステムは、赤いフラッグ
により、メモリーカードやバッテリーを、
未使用・使用に分けて管理できます。

ノートパソコン収納ポケットは、
クッション入りで、多くの15.6インチ
サイズノートパソコンに対応、また、
ファイル類を収納することもできます。

別売のモジュラーアクセサリー
システムに対応
M.A.S.については、61～63ページを参照

MX5343 MX5341 MX5398 MX5383
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5613
希望小売価格（税別）\46,400
コード：ブラック0023554-028146
内寸：39×19×27cm
外寸：46×31×31cm
重量：2,584g

Ultra Pro 13

5611
希望小売価格（税別）\41,200
コード：ブラック0023554-028139
内寸：34×19×24cm
外寸：41×31×28cm
重量：2,280g

Ultra Pro 11

5613はタムラックが米国特許を取得した「レンズゲー
トデバイダーシステム」をダブルで装備、レンズ付きの
2台のカメラと、4、5本のレンズ、クリップオンストロ
ボ、その他アクセサリーを収納可能。
●あらゆる機能を装備
●底部に衝撃吸収のため、しっかりしたプラスチックの
底板を装備。

●15.6インチノートパソコン対応のパッド入りポケッ
ト付き。サイズは38×14×3.8cm。

●前面下部に三脚を固定するストラップを装備。

5611はタムラックが米国特許を取得した「レンズゲートデバイダーシステ
ム」をダブルで装備、レンズ付きの2台のカメラと、3、4本のレンズ、クリッ
プオンストロボ、その他アクセサリーを収納可能。
●あらゆる機能を装備
●底部に衝撃吸収のため、しっかりしたプラスチッ
クの底板を装備。

●13.3インチノートパソコン対応のパッド入りポ
ケット付き。

●前面下部に三脚を固定するストラップを装備。

ウルトラプロシリーズのショルダーバッグは、2台のレン

ズ付きプロ仕様デジタル一眼レフカメラと何本かの交

換レンズ、クリップオンストロボ、その他アクセサ

リーを持ち運ぶのに最適な、プロ写真家向けの

バッグです。5607を除く各機種には、独立したノー

トパソコン収納用ポケットを装備。フラップ部は機材

を保護するためにジッパーで閉じることが可能ですが、

素早く移動するときには、クイックリリースバックルや

面ファスナーだけで閉じることも可能です。

また、フラップ部には「スピードポ

ケット」を装備。素早く取り出した

いアクセサリー類を収納できます。

固いプラスチック製の底板により、

機材を衝撃から守ります。「ジップド

ロップ」の前面ポケットは、内部にウイ

ンドウペインメッシュと携行品を収納する

のに最適なポケットを装備、整理しながら収納できます。前面ポ

ケットにはさらにタムラックが特許を取得した「メモリーアンドバッテリーマ

ネージメントシステム」採用のポケットも装備。赤いフラッグにより、メモリー

カードやバッテリーを未使用・使用に分けて収納できます。フラップ部の内側に

も大型のアクセサリーポケットがあり、細かな機材も安全に持ち運びできます。

背面のジッパー付きポケットには、地図やカメラの取扱説明書を入れることがで

き、いつでも取り出しやすいところで持ち運ぶことができます。下部のジッパー

を開けば、ピギーパックポケットとして、カートバッグのハンドル部分に通して

固定することもできます。取り外し可能なM.A.S.システム対応の付属レインカ

バーは、荒天時に機材を保護するのに役立ちます。これらのバッグはその他の

M.A.S.システムアクセサリーに対応するためのスロットを装備しています。イー

ジーグリップハンドルとしっかりしたパッド入りのバイオカーブのショルダー

ストラップにより、楽に持ち運びが可能。ショルダーストラップは別売のS.A.S.

アクセサリーにも対応します。

着脱式の
M.A.S. 対応
レインカバー
が付属

着脱式の
M.A.S. 対応
レインカバー
が付属
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5617
希望小売価格（税別）\41,200
コード：ブラック0023554-028382
内寸：38×16×29cm
外寸：45×24×35cm
重量：2,375g

Ultra Pro 17

5607
希望小売価格（税別）\26,800
コード：ブラック0023554-028375
内寸：27×16×29cm
外寸：31×20×35cm
重量：1,375g

Ultra Pro 7

5617は一見ビジネスバッグのような形態のカメラバッグで、カメラ機材を縦に納めることでスリムなス
タイルを実現しています。
●70-200mmF2.8クラスのレンズを付けたままのデジタル一眼レフを2台収納。
●さらに2、3本の交換レンズとクリップオンストロボ、その他アクセサリーを収納可能。
●底部に衝撃吸収のため、しっかりしたプラスチックの底板を装備。
●アップル「マックブックプロ」など15.6インチノートパソコン対応のパッド入りポケット付き。
●前面下部に三脚を固定するストラップを装備。

5607はEOS1DシリーズやD3などのプロ仕様一眼レフとク
リップオンストロボ、さらに3本のレンズ、ワイド、標準と
70-200mmF2.8クラス望遠レンズの3本の収納するのに最適な
カメラバッグです。
●あらゆる機能を装備
●底部のラッシュタブを使い、別売のS-113ストラップを使え
ば、小型三脚を固定できます。

着脱式のM.A.S. 対応
レインカバーが付属

着脱式の
M.A.S. 対応
レインカバー
が付属

Merriment
Portland, Connecticut

© Charles Maring
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5612 希望小売価格（税別）\26,000
コード：ブラック0023554-017768
内寸：38×17×21cm
外寸：50×27×25cm
重量：2,013g

Pro 12

5612

プロシリーズおよびシステムシリー
ズの前面ポケットには、タムラッ
クが特許を取得したメモリー
アンドバッテリーマネージ
メントシステムのポケットを
装備、メモリーカードやバッテ
リーの未使用・使用を赤いフラッグ
で区別しながら収納可能。

5612はタムラックが
特許を取得した「レン
ズブリッジデバイ
ダーシステム」により、

2つのレンズを付けたままのデジタ
ル一眼レフ、その他の交換レンズ、

アクセサリーを収納可能。
●前面のジップドロップフロントポケットには、ウインドウペインメッシュと携
行品を収納するポケットにより、小物を整理して収納できます。

●フロントポケットにはさらにタムラックが特許を取得したメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステムにより、バッテリーやメモリーカードを未
使用・使用の区別をしながら収納できます。

●フラップ部の内側にはウインドウペインメッシュメッシュポケットを装備。
●左右のサイドにはパッド入りのポケットを装備。
●底部にはしっかりしたパッド入りのプラスチック底板を装備。
●ジッパー付きの背面ポケット・三脚取り付けストラップ・イージーグリップ
ハンドル・バイオカーブショ
ルダーストラップ（S.A.S.対応
スロット付き）・ピギーバッグ
ポケットなど、いずれもプロ
が必要とする機能を装備。

5608

希望小売価格（税別）\18,500
コード：ブラック 0023554-016228
　　　　ブルー 0023554-016235
内寸：32×15×18cm
外寸：42×23×23cm
重量：1,446g

Pro 8

5608はタムラックが特許を取得したレンズブ
リッジおよびレンズゲートデバイダーシステ
ムにより、2つのレンズを付けたままのデジタ
ル一眼レフ、その他の交換レンズ、アクセサ
リーを収納可能。
●前面のジップドロップフロントポケッ
トには、ウインドウペインメッシュと携

行品を収納するポケットにより、小物を整理
して収納できます。

●フロントポケットにはさらにタムラックが特許を取得したメモリーアンドバッテリーマネージメント
システムにより、バッテリーやメモリーカードを未使用・使用の区別をしながら収納できます。

●フラップ部の内側にはウインドウペインメッシュポケットを装備。
●左右のサイドにはパッド入りのポケットを装備。
●底部にはしっかりしたパッド入りのプラスチック底板を装備。
●ジッパー付きの背面ポケット・三脚取り付けストラップ・イージー
グリップハンドル・バイオカーブショルダーストラップ（S.A.S.対
応スロット付き）・ピギーバッグポケットなど、いずれもプロが必
要とする機能を装備。

プロ写真家が求めるカメラ機材の保護機能や、持ち運びやすさを実現するために、タムラックのプロシリーズは軽量で、しっかりしたパッドでの保護
機能があり、素早くあらゆる機材を取り出しやすく、整理して収納できる構造を兼ね備えています。

大きなフラップ部により、
完全な荒天対策を実現

レンズ
ブリッジ
デバイダー
システム
により、
レンズを
付けた
ままの
カメラ
を収納
可能

ウインドウペインメッシュポケットは、
フィルターやその他の小物
アクセサリーを保護しながら

持ち運びできます

ウインドウペイン
メッシュポケットは

アクセサリー類をホコリから守り、
整理して収納できます

ジップドロップポケット
には、携帯電話やMP3
プレーヤー、その他

アクセサリーを収納可能

メモリーアンド
バッテリー

マネージメント
システム快適なバイオカーブ

のショルダーストラッ
プには分厚いパッドと
ストラップアクセサリー
システム対応スロットを
装備

米国特許: 683050B1

両サイドのパッド入りポケットは、
アクセサリー類の収納に対応。

パッド入りの底板はバッグを衝撃から守ります。

メ
モ
リ
ー
ア
ンド

バッ
テリーマネージメントシ

ス
テ
ム

ピギーバックポケット

プロシリーズおよびシステムシリー
ズには、S.A.S.対応スロットを装備。
60ページ参照。

5612、5608、5606、
5603の各モデルに
は、ピギーバック

ポケットを装備し、カートバッ
グのハンドルに取付が可能。

ストラップ
アクセサリー

システム
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5606 5603
5602

5606 希望小売価格（税別）\16,300
コード：ブルー 0023554-020522
　　　　ブラック 0023554-016358
内寸：27×18×18cm
外寸：36×24×23cm
重量：1,106g

希望小売価格（税別）\14,500
コード：ブルー 0023554-020515
　　　　ブラック 0023554-016334
内寸：23×15×18cm
外寸：27×23×20cm
重量：670g

希望小売価格（税別）\9,500
コード：ブラック 0023554-021376
        　　ブルー 0023554-021383
内寸：20×14×14cm
外寸：25×20×17cm
重量：560g

system 6 5603 system 3 5602 system 2

5606はタムラックが米国特許を取得した「レンズブリッ
ジ」および「レンズゲート」デバイダーシステムを装備、
レンズを取り付けたままのデジタル一眼レフと3、4本の
交換レンズ、クリップオンストロボを収納可能なショル
ダーバッグです。
●機材はしっかりしたパッド入り仕切り板と、ジッパー
およびクイックリリースバックルで固定できるフラッ
プにより、完全に保護されます。

●前面のジップドロップポケット（3方向をジッパーで開
けることで広く開くことが可能）の内側は、ウインドウ
ペインメッシュと携行品収納ポケットで整理して収納
可能。

●さらにタムラックが特許を取得したメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステムで、メモリーカー
ドやバッテリーを収納。

●フラップ部の内側にもウインドウペインメッシュポ
ケットを装備、フィルターなどのアクセサリーを収納
可能。

●三脚取り付けストラップ・イージーグリップハンドル・
S.A.S.対応のバイオカーブショルダーストラップ・ピ
ギーパックポケット・アクセサリーの収納に対応する
両サイドのパッド入りポケット　など、1台のカメラを

持ち歩く写真家が選ぶ
カメラバッグとしての
様々な機能を装備。

5603はタムラックが米国特許を取得した「レンズブリッ
ジ」および「レンズゲート」デバイダーシステムを装備、
レンズを取り付けたままのデジタル一眼レフと2、3本の
交換レンズ、クリップオンストロボを持ち運ぶカメラマン
に最適な小型ショルダーバッグです。
●前面のジップドロップポケット（3方向をジッパーで開
けることで広く開くことが可能）の内側は、ウインドウ
ペインメッシュと携行品収納ポケットで整理して収納
可能。

●さらにタムラックが特許を取得したメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステムで、メモリーカー
ドやバッテリーを収納。

●フラップ部の内側にもウインドウペインメッシュポ
ケットを装備、フィルターなどのアクセサリーを収納
可能。

●バッグ背面のジッパー付きポケットには、チケット等
を収納可能。

●バッグの両サイドには、別売のモジュラーアクセサリー
に対応するベルトを装備。

●イージーグリップハンドル・S.A.S.対応のバイオカーブ
ショルダーストラップ・カートバッグのハンドルに取
り付けられるピギーパックポケットを装備。

5602はレンズを取り付けたままのデジタル一眼レフと
2本の交換レンズ、小型のクリップオンストロボを持ち
運ぶカメラマンに最適な小型ショルダーバッグです。
●前面ポケットの内側は、ウインドウペインメッシュと
携行品収納ポケットで整理して収納可能。

●タムラックが特許を取得したメモリーアンドバッテ
リーマネージメントシステムで、メモリーカードや
バッテリーを収納。

●フラップ部の内側にもウインドウペインメッシュポ
ケットを装備、フィルターなどのアクセサリーを収納
可能。

●バッグの両サイドには、別売のモジュラーアクセサ
リーに対応するベルトを装備し、カスタマイズが可
能。

●イージーグリップハンドルとS.A.S.対応のバイオカー
ブショルダーストラップにより、快適に持ち運びでき
ます。
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5564 希望小売価格（税別）\16,500
コード：ブラック 0023554-027644
　　　　ブルー 0023554-027675
内寸：24×16×21cm
外寸：33×19×24cm
重量：771g

Explorer 400

希望小売価格（税別）\14,500
コード：ブラック 0023554-027637
　　　　ブルー 0023554-027668
内寸：22×11×20cm
外寸：29×17×23cm
重量：625g

Explorer 200

5564

5562

5564はEOS1DシリーズやD3などのプロ仕様一眼レフに大口径標準ズーム
を付けた状態で収納可能。さらに1本の交換レンズとクリップオンストロ
ボが入ります。
●シリーズ共通の様々な機能を装備。
●ピギーパックポケットにより、カート
バッグのハンドル部分に差し込んで固
定できます。

●ピギーパックポケットは下部のジッ
パーを閉じればポケットとして使用
可能。

5562

5562はシリーズ共通の様々な機能を装備。EOS50Dや
D5000などのデジタル一眼レフに標準ズームを付けた
状態で収納可能。さらに1本の交換レンズまたはクリッ
プオンストロボが入ります。

タムラックのエクスプローラーシリーズは、新しいデザインの中に、他に類するものがない収納機材の

保護機能と数多くの機能を装備したカメラバッグの新シリーズです。

レンズを取り付けたままのデジタル一眼レフやアクセサリー類、その他の携行品を素早く取り出すこ

とができる高機能ながら、スリムなスタイルを実現。フロントポケットには、タムラックが特許を取得

したメモリーアンドバッテリーマネージメントシステムを装備、赤いフラッグでメモリーカードとバッ

テリーの未使用・使用を区別して収納できます。5561、5562、5564の各モデルには、雨が降る状況で

機材を保護する、取り外し可能なM.A.S.レインカバーを付属しています。バッグ背面にはジッパー付き

のポケットを装備、カメラの取扱説明書を収納できます。フラップ部の前面には、アクセサリーを素早

く取り出せる「スピードポケット」を装備。バッグのサイド部分には、手が届きやすいところにペットボトルや携帯電話を収納できるよう、メッシュポ

ケットを装備しています。フラップ部内側にはナイロン生地のポケットを装備、レンズキャップやクリーニングペーパーの収納に対応します。バッグ上

部のイージーグリップハンドルやバイオカーブのパッド付きのショルダーストラップで、移動も快適で

す。エクスプローラーシリーズバッグは、タムラックのモジュラーアクセサリーシステムやストラッ

プアクセサリーシステムにより、カスタマイズも可能です。

取り外し可能な
M.A.S.レインカバーが付属。

取り外し可能な
M.A.S.レイン
カバーが付属。

取り外し可能なM.A.S.
レインカバーが付属。
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5561

5501

5502

5561 希望小売価格（税別）\12,400
コード：ブラック 0023554-027620
　　　　ブルー 0023554-027651
内寸：21×10×17cm
外寸：27×15×20cm
重量：529g

Explorer 100

5562はシリーズ共通の様々な機
能を装備。EOS Kissデジタルや
D3000などのデジタル一眼レフに
標準ズームを付けた状態で収納可
能。さらに1本の交換レンズま
たは小型クリップオンストロ
ボが入ります。

取り外し可能な
M.A.S.レイン
カバーが付属。

5501 希望小売価格（税別）\7,300
コード：ブラック 0023554-023646
　　　　ブルー 0023554-023653
内寸：20×11×16cm
外寸：23×17×22cm
重量：519g

Explorer 1
5501はEOS KissデジタルやD3000などのデジタル一眼レフに標準
ズームを付けた状態で収納可能。さらに1本の交換レンズと小型ク
リップオンストロボ、アクセサリーを収納できます。
●機材室はタムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」に
より、外側を固いパッドで衝撃から保護、内側は柔らかいパッド
で機材の形状にフィットさせています。さらに移動可能なパッド
入りの仕切り板を装備。

●前面のポケットにはタムラックが特許を取得した「メモリーアンドバッテリーマネージメントシステム」により、メモリー
カードやバッテリーを未使用・使用に分けて収納。

●フラップの前面にはスピードポケットを装備、小さなアクセサリー類を素早く取り出し
可能。

●フラップはクイックリリースバックルにより素早く開閉可能、さらにジッパーで閉じる
ことにより耐候性を高めることもできます。

●フラップ内側のナイロン生地のポケットは、レンズキャップやクリーニングクロスの収
納に対応。

●長さの調整が可能で滑らないバイオカーブショルダーストラップとイージーグリップハ
ンドルにより、持ち運びも快適。

●モジュラーアクセサリーシステムとストラップアクセサリーシステムに対応、使い方に
合わせたカスタマイズが可能。

5502 コード：ブラック0023554-023660
　　　　ブルー 0023554-023677
内寸：21×13×20cm
外寸：24×18×23cm
重量：632g

希望小売価格（税別）\8,300
Explorer 2

5502は標準的なデジタル一眼レフ、EOS 50DやD5000などに標準ズームを付
けた状態で収納可能。さらに2本の交換レンズとクリップオンストロボ、アク
セサリーを収納できます。

●機材室はタムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」により、外側を固いパッドで衝撃から保護、内側は柔らかい
パッドで機材の形状にフィットさせています。さらに移動可能なパッド入りの仕切り板を装備。

●前面のポケットにはタムラックが特許を取得した「メモリーアンドバッテリーマネージメントシ
ステム」により、メモリーカードやバッテリーを未使用・使用に分けて収納。

●フラップの前面にはスピードポケットを装備、小さなアクセサリー類を素早く取り出し可能。
●フラップはクイックリリースバックルにより素早く開閉可能、さらにジッパーで閉じることに
より耐候性を高めることもできます。

●フラップ内側のナイロン生地のポケットは、レンズキャップやクリーニングクロスの収納に対応。
●長さの調整が可能で滑らないバイオカーブショルダーストラップとイージーグリップハンドル
により、持ち運びも快適。モジュラーアクセサリーシステムとストラップアクセサリーシステム
に対応し、カスタマイズによりさらに充実した機能のバッグとすることが可能、使い方に合わせ
たカスタマイズが可能。
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5535 希望小売価格（税別）\18,600
コード：グレー /ブラック 0023554-027231
内寸：30×13×25cm
外寸：37×22×30cm
重量：1,075g

Adventure Messenger 5

5534
希望小売価格（税別）\10,300
コード：レッド/ブラック 0023554-024377
　　　    グレー / ブラック 0023554-024384
内寸：28×10×23cm
外寸：34×15×25cm
重量：731g

Adventure Messenger 4

希望小売価格（税別）\8,300
コード：レッド/ブラック 0023554-024353
　　　　グレー /ブラック 0023554-024360
内寸：20×10×22cm
外寸：24×14×24cm
重量：561g

Adventure Messenger 3

5535はスリムなデザイン、メッセンジャーバッグスタイルのカメラ機材とノート
パソコンを持ち運べるバッグです。レンズを付けた状態のデジタル一眼レフと
70-200mmF2.8クラスのレンズを含む交換レンズ、クリップオンストロボと13インチ
までのノートパソコンを収納できます。
●ノートパソコンは独立したパッド入りポケットに収納、カメラ機材の収納に関わらず、
簡単に取り出しが可能です。

●フラップ部はクイックリリースバックルにより、素早く確実な開閉が可能。
●内側にはパッド入りの仕切り板により、機材に合わせたレイアウトが可能です。
●ジッパー付きの前面ポケット、フラップ部前面には十分な長さのスピードポケット、
さらにジッパー付きの背面のポケットには取扱説明
書など、様々な収納が可能。

●サイドポケットは、MP3プレーヤーや携帯電話の収納
に最適。

●パッド入りのショルダーストラップとイージーグ
リップハンドルにより、快適な持ち運びが可能。

●ピギーパックポケットにより、カートのハンドル部に
取り付けて持ち運びできます。

●ショルダーストラップは、別売のショルダーストラッ
プアクセサリーシステムに対応。

5533

5533は小型のメッセンジャーバッグスタイル、レンズを付けた状態のデジタル
一眼レフと1本の交換レンズ、小型クリップオンストロボを収納できます。

●フラップ部はクイックリリースバックルにより、素早く確実な開閉が可能。
●内側にはパッド入りの仕切り板により、機材に合わせたレイアウトが可能です。
●ジッパー付きの前面ポケット、フラップ部前面には横幅いっぱいの長さのスピードポケット、さらに
ジッパー付きの背面のポケットには取扱説明書など、様々な収納が可能。

●サイドポケットは、MP3プレーヤーや携帯電話の収納に最適。
●パッド入りのショルダーストラップとイージーグリップハンドルにより、快適な持ち運びが可能。
●ショルダーストラップは、別売のショルダーストラップアクセサリーシステムに対応。

5534はスリムなデザインのメッセンジャースタイル、レ
ンズを付けた状態のデジタル一眼レフと数本の交換レンズ、クリッ

プオンストロボを収納できます。
●フラップ部はクイックリリースバックルにより、素早く確実な開閉が可能。
●内側にはパッド入りの仕切り板により、機材に合わせたレイアウトが可能です。
●ジッパー付きの前面ポケット、フラップ部前面には横幅いっぱいの長さのスピードポ
ケット、さらにジッパー付きの背面のポケットには取
扱説明書など、様々な収納が可能。

●サイドポケットは、MP3プレーヤーや携帯電話の収
納に最適。

●パッド入りのショルダーストラップとイージーグ
リップハンドルにより、快適な持ち運びが可能。

●ピギーパックポケットにより、カートのハンドル部
に取り付けて持ち運びできます。

●ショルダーストラップは、別売のショルダースト
ラップアクセサリーシステムに対応。

タムラックのアドベンチャーシリーズメッセンジャー
バッグは、スリムなスタイルで、快適に、カメラ機材を
保護しながら移動できるバッグです。

アドベンチャーシリーズメッセンジャーバッグ
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5515はデジタル一眼レフ＋高倍率ズームの組み合わせで
収納可能。撮影に素早く備えることができます。サイドの
ポケットには、携帯電話またはアクセサリーの収納が可能
です。ストラップアクセサリーシステムに対応します。

5531 希望小売価格（税別）\6,200
コード：レッド/ブラック 0023554-024339
　　　　グレー /ブラック 0023554-024346
内寸：15×9×17cm
外寸：21×14×19cm
重量：397g

Adventure Messenger 1

5531は超小型のメッセンジャーバッグスタイル、レンズを
付けた状態のデジタル一眼レフとアクセサリーを収納でき
ます。
●フラップ部はクイックリリースバックルにより、素早く
確実な開閉が可能。

●内側にはパッド入りの仕切り板により、機材に合わせた
レイアウトが可能です。

●ジッパー付きの前面ポケット、フラップ部前面には横幅
いっぱいの長さのスピードポケット、さらにジッパー付
きの背面のポケットには取扱説明書など、様々な収納が
可能。

●サイドポケットは、MP3プレーヤーや携帯電話の収納に
最適。

●パッド入りのショルダース
トラップとイージーグリッ
プハンドルにより、快適な
持ち運びが可能。

●ショルダーストラップは、
別売のショルダーストラッ
プアクセサリーシステムに
対応。

5515 希望小売価格（税別）\5,700
コード：レッド/ブラック 0023554-024858
　　　　グレー /ブラック 0023554-024865
内寸：15×11×18cm
外寸：18×16×20cm
重量：380g

Adventure Zoom 5

5513はEOS KissデジタルやD3000などの小型デジタル
一眼レフ＋標準ズームの組み合わせで収納可能。撮影に
素早く備えることができます。モジュラーアクセサリー
システム、ストラップアクセサリーシステムに対応しま
す。

5513 希望小売価格（税別）\4,700
Adventure Zoom 3

5514はEOS 50DやD5000などのデジタル一眼レフ＋標
準ズームの組み合わせで収納可能。撮影に素早く備え
ることができます。モジュラーアクセサリーシステム、
ストラップアクセサリーシステムに対応します。

5514 希望小売価格（税別）\5,400コード：レッド/ブラック 0023554-024834
　　　　グレー /ブラック 0023554-024841
内寸：14×10×14cm
外寸：18×13×18cm
重量：289g

コード：グレー /ブラック 0023554-025459
内寸：15×11×15cm
外寸：18×16×18cm
重量：311g

Adventure Zoom 4

5522は最新のコンパクトデジタルビデオカメラに対応する、パッド入りのバッグ。フラップ部はジッパー
で閉じることが可能。パッド入りの仕切り板でビデオカメラのサイズにフィットできます。前面と両サイ
ドのポケットには、アクセサリーや携行品を収納できます。キャリングハンドルとショルダーストラップ
も装備。

5522 希望小売価格（税別）\5,200
コード：レッド/ブラック 0023554-025916
　　　　グレー /ブラック 0023554-025923
内寸：15×8×10cm
外寸：22×13×14cm
重量：238g

Adventure Video 2

ズームレンズ付きのデジタル一眼レフの持ち運

びに最適なズームパックです。

前面のポケットには、タムラックが米国特許を

取得した「メモリーアンドバッテリーマネージ

メントシステム」を装備。いずれのズームパッ

クもイージーキャリングハンドルとショルダー

ストラップ、背面にあるベルトループの3通り

の持ち運び方が可能です。

アドベンチャーシリーズ
ズームパック



エアロシリーズ

32

3360
希望小売価格（税別）\14,500
コード：
　ブラック/グレー 0023554-028818
　ブラウン /タン 0023554-028825
内寸：26×16×22cm
外寸：32×19×23cm
重量：625g

Aero 60 Camera Bag

3360

3360はEOS7DやD700といったデジタル
一眼レフと標準ズームの組み合わせと2
本の交換レンズ、クリップオンストロボ
とアクセサリーが収納可能。
●シリーズ共通の様々な機能を装備。
●背面ポケットにはカメラの取扱説明書
をいつでも取り出せるように収納。

●長さ調整が可能な、パッド入りバイオ
カーブショルダーストラップとキャリ
ングハンドルで持ち運び可能。

3350
希望小売価格（税別）\11,400
コード：
　ブラック/グレー 0023554-027965
　ブラウン /タン 0023554-027972
内寸：25×13×19cm
外寸：30×15×22cm
重量：516g

Aero 50 Camera Bag

3350はEOS50DやD5000といった多くの
デジタル一眼レフと高倍率ズームの組み
合わせと2本の交換レンズ、クリップオ
ンストロボとアクセサリーが収納可能。
●シリーズ共通の様々な機能を装備。
●背面ポケットにはカメラの取扱説明書
をいつでも取り出せるように収納。

●長さ調整が可能な、パッド入りバイオ
カーブショルダーストラップとキャリ
ングハンドルで持ち運び可能。

3345
希望小売価格（税別）\9,300
コード：
　ブラック/グレー 0023554-027941
　ブラウン /タン 0023554-027958
内寸：20×13×16cm
外寸：24×14×19cm
重量：408g

Aero 45 Camera Bag

3345はEOS50DやD5000といった多くの
デジタル一眼レフと標準ズームの組み合
わせと1本の交換レンズ、クリップオン
ストロボとアクセサリーが収納可能。
●シリーズ共通の様々な機能を装備。
●背面ポケットにはカメラの取扱説明書
をいつでも取り出せるように収納。

●長さ調整が可能な、滑り止め付きの
ショルダーストラップとキャリングハ
ンドルで持ち運び可能。

3340
希望小売価格（税別）\7,300
コード：
　ブラック/グレー 0023554-027927
　ブラウン /タン 0023554-027934
内寸：17×13×16cm
外寸：20×13×19cm
重量：357g

Aero 40 Camera Bag

3340はEOS KissデジタルやD3000と小型
デジタル一眼レフと標準ズームの組み合
わせと2本の交換レンズ、小型クリップ
オンストロボとアクセサリーが収納可
能。
●シリーズ共通の様々な機能を装備。
●長さ調整が可能な、滑り止め付きの
ショルダーストラップとキャリングハ
ンドル、ベルトループで持ち運び可能。

エアロシリーズのカメラバッグは、ヨーロッ

パ調で現代的なカーブを描いた流線的なデザイ

ン。軽量設計で、写真を撮るのに負担とならず、素早く撮影に対応できるように考慮しました。

全てのモデルはパッドで確実に機材を保護しながらも、スリムなスタイルを維持し、カメラと

レンズを素早く取り出せます。前面のポケットには、携行品を収めるポケットを装備し、写真用

アクセサリーとその他の携行品を整理して収納できます。両サイドのポケットは素早く開閉でき、

予備のメモリーカードなどのアクセサリーや薄型の携帯電話などが入ります。

エアロシリーズショルダーバッグ
3350

3345

3340
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3330
コード：
　ブラック/グレー 0023554-027903
　ブラウン /タン 0023554-027910
内寸：15×12×18cm
外寸：19×13×20cm
重量：210g

Aero zoom 30

3330はEOS50DやD5000と高倍率ズーム
の組み合わせに対応する、しっかりした
パッド入りのズームパックです。
●2つのサイドポケットは、予備のメモ
リーカードやバッテリー、薄型の携帯
電話の収納に対応。

●調整可能なショルダーストラップ、ベ
ル ト ル ー プ、
キャリングハ
ンドルのいず
れの方法で
も持ち運び
できます。

3325
コード：
　ブラック/グレー 0023554-027880
　ブラウン /タン 0023554-027897
内寸：14×11×16cm
外寸：17×12×18cm
重量：176g

3325はEOS KissデジタルやD3000などコ
ンパクトなデジタル一眼レフとキットレ
ンズの組み合わせに対応するズームパッ
クです。
●2つのサイドポケットは、予備のメモ
リーカードやバッテリー、薄型の携帯
電話の収納に対応。

●調整可能なショルダーストラップ、ベ
ルトループ、キャリ
ングハンドルの
いずれの方法で
も持ち運びで
きます。

3365はデジタルムービーとアクセサ
リーを持ち運べるバッグ。
●自在にレイアウトできる、パッド入
りの仕切り板で機材にフィット。

●前面のポケットとサイドのポケット
にアクセサリーを収納できます。

3392はタムラック独自のデュアルフォーム
テクノロジーの採用で、様々な形状のデジ
タルムービーに対応。
●上部フタの内部にメッシュポケットがあ
り、予備のメモリーカードを収納できます。

3394はデジタルムービーとACアダプター
の収納に対応。
●パッド入りの仕切り板は移動、取り外し
が可能。

●2つのメッシュポケットは、予備のメモ
リーカードやバッテリーを収納できます。

エアロシリーズのズーム

パックは伝統的なカメラ

バッグではなく、デジタル

一眼レフとレンズの組み合

わせだけを保護しながら持

ち運べるものです。上部の

フタは、素早く機材を取り

出せるようにジッパーで固

定でき、ウェザーフラップ

によりジッパーを保護し耐

候性を向上させています。

スリムなサイドポケットは、

予備のバッテリーやメモ

リーカードを収納可能。調

整可能なショルダースト

ラップ、キャリングハンド

ル、ベルトループのいずれ

の方法でも、このスリムな

ズームパックを持ち運びで

きます。

エアロシリーズ
ズームバッグ

エアロシリーズのムー
ビー /カメラバッグは、
デジタルムービーやデ
ジタルカメラを保護し
ながら持ち運ぶバッグ
です。ジッパーで開閉す
るフタ部分には、耐候性
を高めるフラップ付き。
これらのバッグは、取り
外し可能な、長さ調整機
能付きショルダースト
ラップ、キャリングハン
ドル、ベルトループの3
通りの方法で持ち運び
が可能です。

エアロシリーズ
ムービー/カメラバッグ

希望小売価格（税別）
\5,700

Aero zoom 25
希望小売価格（税別）
\4,700

3320
コード：
　ブラック/グレー 0023554-027866
　ブラウン /タン 0023554-027873
内寸：11×10×13cm
外寸：16×11×15cm
重量：153g

3320はキヤノンSX20ISやニコンP90と
いった高倍率ズーム一体タイプのデジタル
カメラに対応する、超コンパクトでしっか
りしたパッド入りのズームパックです。
●2つのサイドポケットは、予備のメモ
リーカードやバッテリー、薄型の携帯
電話の収納に対応。

●調整可能なショルダーストラップ、ベ
ルトループ、キャ
リングハンド
ルのいずれ
の方法でも
持ち運びで
きます。

Aero zoom 20
希望小売価格（税別）
\4,200

3365
コード：
　ブラック/グレー 0023554-028344
　ブラウン /タン 0023554-028351
内寸：15×8×11cm
外寸：20×13×14cm
重量：260g

Aero 65 Video/Photo Bag 3392
コード：
　ブラック/グレー 0023554-028481
　ブラウン /タン 0023554-028498
内寸：7×6×13cm
外寸：11×10×17cm
重量：114g

希望小売価格（税別）
\5,700

Aero 92 
Compact Camcorder/Camera Bag
希望小売価格（税別）
\4,200

3394
コード：
　ブラック/グレー 0023554-028504
　ブラウン /タン 0023554-028511
内寸：14×9×13cm
外寸：16×11×15cm
重量：153g

Aero 94 
Compact Camcorder/Camera Bag
希望小売価格（税別）
\5,200
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タムラックのスタイリッシュなエクスプレスシリーズは、高級感と現代的なデザインがマッチ
した機能的なバッグです。素早い出し入れと機材の保護を犠牲にすることなく、洗練された製
品を実現。エクスプレスシリーズは洗練されたカラーと独自の素材「ウルトラスエード」の採用
で、あらゆる人のライフスタイルにフィットします。

3548 希望小売価格（税別）\14,500
コード：ブラック0023554-024698
　　　　カーキ 0023554-024704
内寸：上段 23×12×18cm
　　　下段 22×15×15cm
外寸：28×17×36cm
重量：811g

Express Pack 8

3548は高級感のあるウルトラスエードのトリムを施したカメラ用
リュック。パッド入りのカメラ機材用の下段と、携行品を収納する上
段の2段式。
●下段はデジタル一眼レフカメラとキットレンズ、さらに1本の交換
レンズと小型のクリップオンストロボを収納でき、レイアウト自在
なパッド付きの仕切り板で機材に合わせることができます。

●上部は、フラップの内側にジッパーで閉じられる構造で、携行品を
収納可能。

●前面のポケット内部には携行品に対応するポケットを内蔵し、MP3
プレーヤーや携帯電話を収納可能。

●すぐ取り出せるジッパー付きのサイドポケットとフラップ前部のポ
ケットには、その他のアイテムを収納可能。

●パッド入りのショルダーストラップは快適に持ち運びが可能。

3537 希望小売価格（税別）\12,400
コード：ブラック0023554-026852
内寸：28×11×23cm
外寸：34×15×25cm
重量：731g

Express 7 Camera Bag

3537は高級感のあるウルトラスエードのアクセントを施し、洗練されたデザインのスリムな
ショルダーバッグ。デジタル一眼レフに大口径標準ズームを付けたまま収納可能、さらに何
本かの交換レンズとクリップオンストロボを収納できます。
●機材室の内部には、調整可能なパッド入りの仕切り板があり、カメラ機材にちょうど
フィットできるように調整可能です。

●ジッパー式のフロントポケットと、横幅いっぱいの長さのスピードポケットがフラッ
プ部前面にあり、さらに背面のポケットもあって、カメラの取扱説明書、携行品、アク
セサリー類を整理して、収納できます。

●サイドポケットは、マグネットで固定するタイプで、携帯電話やMP3プレーヤーに対応。
●パッド入りのショルダーストラップまたはキャリングハンドルで持ち運び可能。
●背面のピギーパックポケットでカートバッグのハンドル部に差し込んで固定することがでます。

3536 希望小売価格（税別）\8,300
コード：ブラック0023554-024674
　　　　カーキ 0023554-024681
内寸：20×10×20cm
外寸：25×15×23cm
重量：488g

Express 6 Camera Bag

3536は高級感のあるウルトラスエードのアクセ
ントを施し、洗練されたデザインのスリムなショ
ルダーバッグ。デジタル一眼レフに高倍率ズーム
を付けたまま収納可能、さらに1本の交換レンズ
とクリップオンストロボを収納できます。

●機材室の内部には、調整可能なパッド入りの仕切り板があり、カメラ機材にちょうどフィットできるよ
うに調整可能です。

●ジッパー式のフロントポケットと、横幅いっぱいの長さのスピードポケットがフラップ部前面にあり、さ
らに背面のポケットもあって、カメラの取扱説明書、携行品、アクセサリー類を整理して、収納できます。

●サイドポケットは、マグネットで固定するタイプで、携帯電話やMP3プレーヤーに対応。
●パッド入りのショルダーストラップまたはキャリングハンドルで持ち運び可能。

3548

3537

3536
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コード：ブラック0023554-027989
　　　　ブラウン 0023554-028016
　　　　レッド 0023554-028009
　　　　ブルー 0023554-027996
　　　　ピンク 0023554-028023
内寸：6×3×11cm
外寸：8×5×13cm
重量：84g

3584 希望小売価格（税別）\3,100
Express 4 Compact Zip

コンパクトで、取り出し
口をジッパーで閉じる、
コンパクトカメラ用のウ
ルトラスエード製ポーチ。
前面にポケット、着脱式
のショルダーベルトとベ
ルトループを装備。

コード：ブラウン 0023554-028306
　　　　ブルー 0023554-028290
　　　　ブラック 0023554-024759
　　　　レッド 0023554-024766
　　　　ピンク 0023554-026661

3582 希望小売価格（税別）\2,600
Express Case 2

3582は超薄型コンパクトデジタルカメラに最適なケース。
●衝撃から守る「クローズドセルフォーム（気泡を閉じこめた
パッド）」で機材を保護。

●マグネット式の開閉フタ。
●伸縮式のサイド部で超薄型コンパクトデジタ
ルカメラに完全対応。

●ベルトループと着脱式のショルダーストラッ
プで持ち運び可能。

高級感のある、取り出し口
をジッパーで閉じる形式の
コンパクトカメラ用のウル
トラスエード製ポーチで背
の高いスリムタイプのカメ
ラに対応。前面にポケット、
着脱式のショルダーベルト
とベルトループを装備。

コード：ブラック0023554-028030
　　　　ブラウン 0023554-028061
　　　　レッド 0023554-028047
　　　　ブルー 0023554-028054
　　　　ピンク 0023554-028078
内寸：6×4×12cm
外寸：9×7×15cm
重量：99g

3585 希望小売価格（税別）\3,300
Express 5 Compact Zip

高級感のある、取り出し口
をジッパーで閉じる形式
のコンパクトカメラ用の
ウルトラスエード製ポー
チで大きめのコンパクト
デジタルカメラに対応。前
面にポケット、着脱式の
ショルダーベルトとベル
トループを装備。

コード：ブラック0023554-028085
　　　　ブラウン 0023554-028115
　　　　レッド 0023554-028092
　　　　ブルー 0023554-028108
　　　　ピンク 0023554-028122
内寸：7×4×11cm
外寸：10×7×13cm
重量：99g

3586 希望小売価格（税別）\3,500
Express 5 Compact Zip

3535 希望小売価格（税別）\6,200
コード：ブラック0023554-024650
　　　　カーキ 0023554-024667
内寸：15×10×16cm
外寸：20×14×19cm
重量：335g

Express 5 Camera Bag

3535は高級感のあるウルトラスエードのアクセントを施し、洗練されたデザインのスリムなショル
ダーバッグ。小型デジタル一眼レフにキットレンズの標準ズームを付けたまま収納可能、さらにクリッ
プオンストロボとアクセサリーを収納できます。
●機材室の内部には、調整可能なパッド入りの仕切り板があり、カメラ機材にちょうどフィットできる
ように調整可能です。

●ジッパー式のフロントポケットは携行品を整理して収納できるポケットを装備。
●フラップ前面のスピードポケット、さらに背面のポケットもあり、小物を素早く取り出し可能です。
●サイドポケットは、マグネットで固定するタイプで、携帯電話やMP3プレーヤーに対応。
●長さ調節のできるショルダーストラップまたはキャリングハンドルで持ち運び可能。

3535

3582

内寸：6×2×10cm
外寸：7×3×11cm
重量：57g
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これらのカラフルなポーチは衝撃吸収性に優れたネオプ

レン素材で作られ、伝統的なカメラバッグなしにコンパ

クトデジタルカメラを持ち運びできます。背面内部には、液晶モニターを衝撃から守

る「LCDプロテクションパネル」を装備。カメラをこのポーチに入れ、さらにビジネス

バッグやリュックに収納するほか、メタルフックで取り付けるショルダーストラップ

やベルトループでの持ち運びにも対応。

3812 希望小売価格
（税別）\2,700

Neo’s Digital 12

超小型のデジタルカメラ対応、取り出
し口はジッパー固定。

コード：
　ブラック 0023554-028399
　レッド 0023554-028429
　RUST（オレンジ） 0023554-028436
　エコグリーン 0023554-028467
内寸：5.6×2×9cm
外寸：7.6×2.3×11.4cm
重量：38g

3814 希望小売価格
（税別）\2,900

Neo’s Digital 14

小型のデジタルカメラ、MP3プレー
ヤー、携帯電話対応、取り出し口はジッ
パー固定。

面ファスナーで素早くフラップが固定
できる、超薄型デジタルカメラ対応
ポーチ。前面ポケットには予備のメモ
リーカードやバッテリーが収納可能。

面ファスナーで素早くフラップが固定
できる、デジタルカメラ対応ポーチ。
前面ポケットには予備のメモリーカー
ドやバッテリーが収納可能。

コード：
　ブラック 0023554-028405
　レッド 0023554-028443
　RUST（オレンジ） 0023554-028450
　エコグリーン 0023554-028474
内寸：6.4×2×11cm
外寸：8.3×2.3×13.3cm
重量：44g

3817 希望小売価格
（税別）\3,300

Neo’s Digital 17

コード：
　ブラック 0023554-028641
　レッド 0023554-028658
　エコグリーン 0023554-028672
　 RUST（オレンジ） 0023554-028665
内寸：6×3×9cm
外寸：9×5×11cm
重量：60g

3821 希望小売価格
（税別）\3,800

Neo’s Digital 21

コード：
　ブラック 0023554-028726
　レッド 0023554-028733
　エコグリーン 0023554-028757
　RUST（オレンジ） 0023554-028740
内寸：6×4×11cm
外寸：9×6×13cm
重量：70g

面ファスナーで素早くフラップが固定
できる、薄型デジタルカメラ対応ポー
チ。前面ポケットには予備のメモリー
カードやバッテリーが収納可能。

3819 希望小売価格
（税別）\3,500

Neo’s Digital 19

コード：
　ブラック 0023554-028689
　レッド 0023554-028696
　エコグリーン 0023554-028719
　RUST（オレンジ） 0023554-028702
内寸：6×3×11cm
外寸：8×5×12cm
重量：65g

3821

3819

3817

3812

3814

Getting There
Trinidad, Cuba

© Ian Macdonald-Smith
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5290 希望小売価格
（税別）\2,800

T90

多くのコンパクトデジタルカメラに対
応する、パッドによる保護機能がしっ
かりしたポーチ。前面ポケットは予備
バッテリーとメモリーカードを収納可
能。長さ調節のできるショルダースト
ラップとベルトループを装備。

コード：
　ブラック 0023554-025466
　レッド 0023554-025558
　ブルー 0023554-025565
内寸：6×4×10cm
外寸：10×8×12cm
重量：113g

5292 希望小売価格
（税別）\3,100

T92

多くのデジタルカメラに対応する、
パッドによる保護機能がしっかりした
ポーチ。前面ポケットは予備バッテ
リーとメモリーカードを収納可能。長
さ調節のできるショルダーストラップ
とベルトループを装備。

高倍率ズーム固定型デジタルカメラや
デジタルムービーに対応する、パッド
による保護機能がしっかりしたバッ
グ。前面ポケットはアクセサリー類を
収納可能。フラップ上のキャリングハ
ンドルと長さ調節のできるショルダー
ストラップ、ベルトループを装備。

コード：
　ブラック 0023554-025473
　レッド 0023554-025572
　ブルー 0023554-025589
内寸：7×5×12cm
外寸：11×9×15cm
重量：142g

5230 希望小売価格
（税別）\4,200

T30

コード：
　ブラック 0023554-026548
　レッド 0023554-026555
内寸：11×8×14cm
外寸：17×13×19cm
重量：232g

キットレンズの標準ズームがついた小
型デジタル一眼レフに対応するバッ
グ。前面ポケットはアクセサリー類を
収納可能。フラップ上のキャリングハ
ンドルと長さ調節のできるショルダー
ストラップ、ベルトループを装備。

5231 希望小売価格
（税別）\5,200

T31

コード：
　ブラック 0023554-026579
内寸：15×9×15cm
外寸：20×15×20cm
重量：340g

5204 希望小売価格
（税別）\2,100

T4

面ファスナーで素早くフラップが固定
できる、超薄型デジタルカメラ対応
ポーチ。前面ポケットには予備のメモ
リーカードやバッテリーが収納可能。
ベルトループも装備。

面ファスナーで素早くフラップが固定
できる、小型デジタルカメラ対応ポー
チ。前面ポケットには予備のメモリー
カードやバッテリーが収納可能。ベル
トループも装備。

コード：
　ブラック 0023554-022908
　レッド 0023554-022915
　ブルー 0023554-022939
内寸：6×2×9cm
外寸：8×4×10cm
重量：28g

5206 希望小売価格
（税別）\2,100

T6

コード：
　ブラック 0023554-022199
　ブルー 0023554-022205
　レッド 0023554-022229
内寸：6×4×9cm
外寸：8×4×10cm
重量：28g

小型デジタルカメラ、携帯電話、MP3
プレーヤー対応ポーチ。ジッパー付き
の前面ポケットには予備のメモリー
カードやバッテリーが収納可能。長さ
調整が可能なショルダーストラップと
ベルトループでの持ち運びが可能。

5214 希望小売価格
（税別）\2,700

T14

コード：
　ブラック 0023554-015894
　ブルー 0023554-015900
　レッド 0023554-017850
内寸：8×3×11cm
外寸：9×5×13cm
重量：100g

タムラックTシリーズのカ

メラ用ポーチ/バッグは、

様々な大きさのコンパクト

デジタルカメラや小型のデ

ジタル一眼レフカメラに対

応します。様々なデザイン

やサイズのモデルがあり、

カメラに合わせてセレクト

可能です。

5204 5206

5214

5290 5292

5230

5231
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5693

保護機能：コンパクトデジタルカメラは機械的にも電気的にも、繊
細なものです。タムラックは独自開発の「デュアルフォームテクノロ

ジー」により、外側は衝撃を吸収する、気泡を閉じこめた固いパッド、

内側は振動を吸収し、機材の形状に合わせてフィットする、気泡を

オープンにした柔らかいパッド、と2種類のパッドを適所に配置して

います（5680、5686、5689の各モデルを除く）。フラップ部は素早い

開閉と雨からの防護を兼ね備えています。

デザイン：前面のポケットは、あらゆる形状のバッテリーやメモ
リーカードの形状に対応し、安全に持ち運びできます。

生地：いずれのポーチも特に強度に優れ、撥水性能を持つバリス
ティックナイロンの外装と、滑らかでホコリやケバ立ちがないナイロ

ン裏地を共通で採用しています。

フィット機能：コンパクトデジタルカメラは、機種ごとに様々な
サイズや形状のものが売られています。タムラックデジタルシリーズ

は近いサイズのデジタルカメラなら、内部のパッドによりフィットし

ます。

コード：ブラック 0023554-022779
　　　　ブルー 0023554-022793
　　　　レッド 0023554-026685
内寸：6.5×1.5×9.5cm
外寸：7.5×4×11cm
重量：28g

5680 希望小売価格（税別）\1,800
Ultra-Thin Digital

5680はスリムながらパッドでの保護機能が優れた超
薄型デジタルカメラ用ポーチ。
●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリー
カードを収納可能。

●タムラックのストラップアクセサリーシステムに対
応、さらにベルトへの取付にも対応。

コード：ブラック 0023554-021581
　　　　ブルー 0023554-021598
　　　　レッド 0023554-026692
内寸：6×3×9cm
外寸：6.5×4.5×11cm
重量：28g

5686 希望小売価格（税別）\1,800
Ultra-Compact Digital

5686はスリムながらパッドでの保護機能が優れた超
小型デジタルカメラ用ポーチ。
●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリー
カードを十分収納できる容量を確保。

●タムラックのストラップアクセサリーシステムに対
応、さらにベルトへの取付にも対応。

コード：ブラック 0023554-027460
内寸：8×5×13cm
外寸：11×6×16cm
重量：105g

5689 希望小売価格（税別）\3,100
Pro Compact Digital

55689はキヤノンG11のようなプロ用デジタルカメラ
に対応するポーチ。
●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリー
カードを収納可能。

●着脱可能なショルダーストラップまたは、ベルトに
取り付けて持ち運びできます。

フラップ部は、
素早い取り出しと
雨からの防護を
兼ね備えています。

デュアルフォーム
テクノロジーは、
気泡を閉じた固いパッド
で衝撃から保護。
さらに気泡をオープン
にした柔らかいパッド
で振動吸収と機材の
形状にフィット。
2種類のパッドを
コンビネーションで
採用しています。

カード収納ポケットは、
予備のメモリーカードを
ケースに入れたまま収納
できます。

あらゆるメモリーカードや
バッテリーを収納できるポケット

背面のベルトループにより、タムラックの
モジュラーアクセサリーシステムの

スロットやベルトに取り付け可能。

イージースクイーズ
クイックリリース

バックルは、
素早く確実に
フラップ部を
固定できます。

滑らかな
ナイロン裏地は、
ホコリを立てず、

ケバ立ちを
起こしません。

外装は
バリスティック
ナイロン製

タムラックのデジタルシリーズは
機能的なデザインと、特長、保護
機能を備えたコンパクトデジタル
カメラ専用のポーチです。
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コード：ブラック 0023554-020270
　　　　ブルー 0023554-020287
内寸：6×4×10cm
外寸：10×8×12cm
重量：115g

5690 希望小売価格（税別）\3,100
Compact Digital

5690は多くのコンパクトデジタルカメラに対応する
ポーチ。
●機材室は「デュアルフォームテクノロジー」により、
外側の固いパッドで衝撃を防ぎ、内側の柔らかいパッ
ドで振動吸収と機材の形状にフィットさせます。

●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリー
カードを収納可能。

●着脱可能なショルダーストラップまたは、ベルト取り
付けフラップにより、ベルト取り付けやS.A.S.スロッ
トに取り付けて持ち運びできます。

コード：ブラック 0023554-021321
　　　　ブルー 0023554-021338
内寸：6×4×13cm
外寸：10×8×15cm
重量：125g

5691 希望小売価格（税別）\2,400
Digital 1

5691はスリムタイプのコンパクトデジタルカメラに対
応するポーチ。
●機材室は「デュアルフォームテクノロジー」により、
外側の固いパッドで衝撃を防ぎ、内側の柔らかいパッ
ドで振動吸収と機材の形状にフィットさせます。

●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリー
カードを収納可能。

●着脱可能なショルダーストラップまたは、ベルト取り
付けフラップにより、ベルト取り付けやS.A.S.スロッ
トに取り付けて持ち運びできます。

コード：ブルー 0023554-020294
　　　　ブラック 0023554-017980
内寸：8×4×12cm
外寸：11×10×15cm
重量：155g

5692 希望小売価格（税別）\4,200
Digital 2

5692は大きめのコンパクトデジタルカメラに対応する
ポーチ。
●機材室は「デュアルフォームテクノロジー」により、
外側の固いパッドで衝撃を防ぎ、内側の柔らかいパッ
ドで振動吸収と機材の形状にフィットさせます。

●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリー
カードを収納可能。

●着脱可能なショルダーストラップまたは、ベルト取
り付けフラップにより、ベルト取り付けやM.A.S.ス
ロットに取り付けて持ち運びできます。

コード：ブルー 0023554-020300
　　　　ブラック 0023554-019311
内寸：8×7×14cm
外寸：12×10×17cm
重量：262g

5693 希望小売価格（税別）\4,500
Digital 3

5693は多くの角型タイプのコンパクトデジタルカメラに対応するポーチ。
●機材室は「デュアルフォームテクノロジー」により、外側の固いパッドで衝撃を防ぎ、
内側の柔らかいパッドで振動吸収と機材の形状にフィットさせます。

●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリーカードを収納可能。
●着脱可能なショルダーストラップまたは、ベルト取り付けフラップにより、ベルト取
り付けやM.A.S.スロットに取り付けて持ち運びできます。

コード：ブラック 0023554-018000
内寸：15×9×15cm
外寸：16×14×18cm
重量：312g

5696 希望小売価格（税別）\5,600
Digital 6

5696はコンパクトデジタルカメラ＋ACアダプター、またはデジタルビデオカメラに対
応。
●機材室は「デュアルフォームテクノロジー」により、外側の固いパッドで衝撃を防ぎ、
内側の柔らかいパッドで振動吸収と機材の形状にフィットさせます。

●前面のポケットには、予備のバッテリーやメモリーカードを収納可能。
●その他の機能として、フラップ部前面のポケット、フラップ部内側にアクセサリー類
が収納可能なウインドウペインメッシュのポケット、イージーグリップハンドル、着
脱式ショルダーストラップ、背面にベルトループを装備。
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コード：ブラック 0023554-022861
　　　　グレー 0023554-022878
　　　　ブルー 0023554-022885
内寸：14×9×12cm
外寸：19×13×16cm
重量：318g

5682 希望小売価格（税別）\6,200
Digital Zoom 2

5682はD3000のような小型デジタル一眼にキットレン
ズの標準ズームの組み合わせが収納可能。
●タムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」で
機材にフィットするとともに十分な保護機能を実現。

●前面ポケットにメモリーアンドバッテリーマネージ
メントシステムを採用。赤いフラッグにより、バッテ
リーやメモリーカードを未使用・使用に分けて収納
可能。

●さらにウインドウペインメッシュポケットを装備し、
他のアクセサリーを収納可能。

●フラップ部内側にはナイロン生地のポケットがあり、
クリーニングペーパーを収納できます。

●背面のベルトループ、イージーグリップハンドル、取
り外し可能なショルダーストラップの3つの方法で持
ち運び可能。

コード：ブラック 0023554-021437
　　　　ブルー 0023554-021444
　　　　グレー 0023554-022489
内寸：15×10×15cm
外寸：19×14×20cm
重量：416g

5683 希望小売価格（税別）\8,300
Digital Zoom 3

5683はEOS Kissデジタルのような小型デジタル一眼に
キットレンズの標準ズームの組み合わせが収納可能。
●タムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」で
機材にフィットするとともに十分な保護機能を実現。

●前面ポケットにメモリーアンドバッテリーマネージ
メントシステムを採用。赤いフラッグにより、バッテ
リーやメモリーカードを未使用・使用に分けて収納
可能。

●さらにウインドウペインメッシュポケットを装備し、
他のアクセサリーを収納可能。

●フラップ部内側にはナイロン生地のポケットがあり、
クリーニングペーパーを収納できます。

●背面のベルトループ、イージーグリップハンドル、取
り外し可能なショルダーストラップの3つの方法で持
ち運び可能。

●モジュラーアクセサリーシステム、ストラップアクセ
サリーシステム対応のスロットを装備、カスタマイズ
して使えます。

コード：ブラック 0023554-022335
　　　　グレー 0023554-022496
内寸：15×11×18cm
外寸：20×14×22cm
重量：490g

5684 希望小売価格（税別）\7,800
Digital Zoom 4

5683はEOS 50DやD5000クラスのデジタル一眼に高倍
率ズームの組み合わせで収納可能。
●タムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」で
機材にフィットするとともに十分な保護機能を実現。

●前面ポケットにメモリーアンドバッテリーマネージ
メントシステムを採用。赤いフラッグにより、バッテ
リーやメモリーカードを未使用・使用に分けて収納
可能。

●さらにウインドウペインメッシュポケットを装備し、
他のアクセサリーを収納可能。

●フラップ部内側にはナイロン生地のポケットがあり、
クリーニングペーパーを収納できます。

●両サイドにジッパー付きのサイドポケットを装備、携
帯電話や小型のカードリーダーなどを収納できます。

●背面のベルトループ、イージーグリップハンドル、取
り外し可能なショルダーストラップの3つの方法で持
ち運び可能。

●ストラップアクセサリーシステム対応のスロットを
装備、カスタマイズして使えます。

レンズを付けたデジタル一眼レフを持ち運ぶのに、タムラックのデジタルズームパックの機能を超えるものはないでしょう。

デジタルズームパックは、タムラック独自のデュアルフォームテクノロジーにより、外側の気泡を閉じた固いパッドでの衝撃

吸収と、内側の気泡を開いた柔らかいパッドでの振動吸収、機材に合わせたフィット性を兼ね備えた構造です。タムラックが

特許を取得したメモリーアンドバッテリーマネージメントシステムは、赤いフラッグで、バッテリーやメモリーカードの未使

用・使用を分けて収納できます。外装は丈夫なバリスティックナイロン製、内装は滑らかなナイロンを使用。6モデルを用意

しておりますので、カメラやレンズの組み合わせでお選びください。
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コード：ブラック 0023554-027385
内寸：15×11×18cm
外寸：23×17×25cm
重量：503g

5625 希望小売価格（税別）\12,400
Pro Digital Zoom 5

5625はEOS7DやD700に大口径標準ズームの組み合わ
せで収納可能。
●タムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」で
機材にフィットするとともに十分な保護機能を実現。

●前面ポケットにメモリーアンドバッテリーマネージ
メントシステムを採用。赤いフラッグにより、バッテ
リーやメモリーカードを未使用・使用に分けて収納
可能。

●さらにウインドウペインメッシュポケットを装備し、
他のアクセサリーを収納可能。

●フラップ部内側にはナイロン生地のポケットがあり、
クリーニングペーパーを収納できます。

●両サイドにジッパー付きのポケットを装備、携帯電話
やカードリーダーなどを収納できます。

●背面のベルトループ、イージーグリップハンドル、取
り外し可能なショルダーストラップの3つの方法で持
ち運び可能。

●ストラップアクセサリーシステム対応のスロットを
装備、カスタマイズして使えます。

コード：ブラック 0023554-022809
内寸：18×16×21cm
外寸：24×18×25cm
重量：544g

5627 希望小売価格（税別）\9,500
Pro Digital Zoom 7

5627はEOS 1DシリーズやD3と大口径標準ズームの組
み合わせが収納可能。
●タムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」で
機材にフィットするとともに十分な保護機能を実現。

●前面ポケットにメモリーアンドバッテリーマネージ
メントシステムを採用。赤いフラッグにより、バッテ
リーやメモリーカードを未使用・使用に分けて収納
可能。

●さらにウインドウペインメッシュポケットを装備し、
他のアクセサリーを収納可能。

●フラップ部内側にはナイロン生地のポケットがあり、
クリーニングペーパーを収納できます。

●背面のベルトループ、イージーグリップハンドル、取
り外し可能なバイオカーブパッド付きショルダース
トラップの3つの方法で持ち運び可能。

●モジュラーアクセサリーシステム、ストラップアクセ
サリーシステム対応のスロットを装備、カスタマイズ
して使えます。

コード：ブラック0023554-027392
内寸：20×16×31cm
外寸：22×19×36cm
重量：597g

5630 希望小売価格（税別）\16,500
Pro Digital Zoom 10

5630はEOS 1DシリーズやD3と70-200 F2.8クラスの
レンズの組み合わせ、または小型のレンズ2本が収納
可能。
●タムラック独自の「デュアルフォームテクノロジー」で
機材にフィットするとともに十分な保護機能を実現。

●前面ポケットにメモリーアンドバッテリーマネージ
メントシステムを採用。赤いフラッグにより、バッテ
リーやメモリーカードを未使用・使用に分けて収納
可能。

●さらにウインドウペインメッシュポケットを装備し、
他のアクセサリーを収納可能。

●フラップ部内側にはナイロン生地のポケットがあり、
クリーニングペーパーを収納できます。

●背面のベルトループ、イージーグリップハンドル、取
り外し可能なバイオカーブパッド付きショルダース
トラップの3つの方法で持ち運び可能。

●モジュラーアクセサリーシステム、ストラップアクセ
サリーシステム対応のスロットを装備、カスタマイズ
して使えます。

特許取得のメモリーアンドバッテリーマネージメントシステム

＊米国特許 683050B1

赤いフラッグを折
りたたんだ状態
で、メモリーカー
ドやバッテリーを
入れている場合
は、使用可能な状
態を表します。

赤いフラッグでポ
ケットを覆っている
場合は、メモリー
カードがいっぱいの
状態か、バッテリー
が要充電の状態を表
します。



タムラックの違い

42

30年を超える歴史の中で、タムラックは写

真家の声を元に、アメリカで製品デザイン

を行っています。現在もタムラックはカリ

フォルニア・チャットワースにて、多くの

製品群を創り出しています。アメリカに工

場を持ち続けることで、「バリスティック

ナイロン」といったアメリカの高性能生地

や部材を入手し、常に品質を向上し続け、

高品質で先進的な、ユニークな製品を生み

出しています。

タムラックには多くの熟練工がいて、15年

以上の経験者もいます。そのわけは、熟練

した技術と高品質がタムラック製品の成功

につながると考えるからです。多くの写真

家は製品のわずかな違いから、タムラック

の米国製品を本当の「最高の中の最高製品」

として正当な評価を下しています。アメリ

カ製のタムラック製品をお求めくださる

方々により、米国工場で製品をを造り続け

ることができるのです。

タムラックの中国工場で作られるタムラッ

ク製品は、タムラック米国工場の専門的な

技術サポートにより、同じ品質規格で製造

されています。タムラック独特なアドバン

テージとして、米国工場での組み立て技術

を実践し、同じ方法で中国工場を指導、訓

練ができることが挙げられます。事実、全

ての中国工場製品のデザイン、テストを製

造前にカリフォルニア工場で行っていま

す。これはタムラックが創業時からとても

高いレベルで、海外製品の品質基準を持ち

続けていることを示しています。

米国製以外の製品群は、タムラックが

経営に携わる中国工場にて製造され

ています。しかしまた、多くの選ばれ

た素材、ベルクロ（面ファスナー）や

バックル類は、米国から送られていま

す。細かなところに着目すると、面白

いことがわかります。

タムラックは米国製と中国製の組み合わせ

で、品質に妥協せずに、あなたの需要を満

たす製品の非常に広いラインナップをご用

意しています。このカタログ中で、アメリ

カの旗を表記している製品は、カリフォル

ニア・チャットワースの米国工場製です。

タムラックの米国製品は、製品ナンバーを

3桁で表示しています。（例：614）、通常、

タムラックの4桁表記の製品は、中国製で

あることを示しています。（例：5585）

いいカメラバッグがいい写真につな

がると考える人がいたとしても、ロサ

ンゼルスの外れにあるタムラックの

本部に行ったことはありません。この

考えは「医者に電話する」といった理

由ではありません。それは、タムラッ

クの長所を見て、成功の秘密を探ると

いう理由です。

ジョン　オーウェンス　
Popular Photography & Imaging  編集長 
Popular Photography & Imaging 2004 年 10 月号に記載

ジョン　オーウェンス　
Popular Photography & Imaging  編集長 
Popular Photography & Imaging 2004 年 10 月号に記載

※例外として、153ベスト（58ページ参照）は3桁の

　製品ナンバーですが、中国製です。



エクストリームシリーズ　カメラ用リュック

43

787

タムラックの20周年を記念して、タムラックはエクス
トリームシリーズ カメラ用リュックを創りあげました。
この製品は研究開発の努力の結果、生まれたものでし
た。タムラックは生地メーカー、金具メーカーとともに
開発に着手し、できるだけ軽くて強度に優れ、多機能な
素材のみを集めました。いくつかはタムラックのためだ
けに開発されたものです。
さらにタムラックはこの製品専用の機能の装備や技術
革新を行い、タムラックのエクストリームシリーズ カ
メラ用リュックを、21世紀の現在まで「最先端」を行く
製品としました。

クイッククリップ三脚取り付けシステム：多くの
プロ用三脚を素早く取り付け可能。安全に持ち運びで
き、しかもリュックの中央に配することでバランスよく
持ち運べます。

ショルダーストラップ取付部：4つのDリングによ
り、ショルダーストラップを縦または横に背負えるよう
に取り付け可能。（別売品　57ページ参照）収納式の
リュックベルトを使わないときの移動に便利です。

ダブルハンドル：上部とサイドの両方にハンドルを
装備、持ち運びに便利です。

リュックベルト：曲面に成形された、分厚いパッド付
きのリュックベルトは、長い距離を歩いても肩が痛くな
りません。

前面のメッシュポケット：素早くアクセサリーや携
行品が取り出し可能。

ロックダウンレインフラップ：荒天時にジッパーを
雨から保護し、機材室を浸水から守ります。

エクストリームシリーズには
様々な機能を装備。

タムラック　エク

ストリームシリー

ズは、S.A.S.スロッ

トを装備していま

す。S.A.S.アクセサ

リーに関しては60

ページを参照くだ

さい。

タムラックモジュラーアクセサリーシステムに対応す
るスロットを装備。M.A.S.スロットは別売のM.A.S.ア
クセサリーである、パッド入りのアクセサリーポケッ
トやケース付きのウォーターボトル、フィルターパッ
クなどに対応。詳細は61～63ページを参照ください。

ストラップアクセサリーシステムのスロットをリュッ
クベルトに装備。メモリーアンドアクセサリーケース
といった別売アクセサリーをご用意しています。詳細
は60ページを参照ください。

モジュラーアクセサリーシステム（M.A.S.）　　　　　　　　　　　　　　　　　　M.A.S.対応のタムラック製品やベルトに、
素早く取り付け可能な様々なアクセサリー。61～63ページに詳細を掲載しています。

4つのＤリングは、別売の
ショルダーストラップの
取り付けに対応します。
　（別売のショルダー
　　　ストラップは
　　　　57ページ参照）

タムラック モジュラーアクセサリーシステムに
対応するスロットを装備。サイドポケット等の
別売M.A.S.アクセサリーが取り付け可能。
61～63ページ参照。

レインフラップは
特に深く、雨や
ホコリなどから
ジッパー部を
保護します。

大型のレインフラップが機材室の
ジッパーをカバーしており、
さらにロックダウンレインフラップ
（フラップ内のコードを絞ることが
できる）により、荒天時にも機材を
しっかりと保護します。

クイッククリップ三脚取り付けシス
テムは、多くのプロ用三脚を素早く
取り付け、安全に、さらにリュック
中央に配置することでバランスよく
持ち運びが可能です。

メッシュアクセサリーポケットには、
スーパータフコートをされたメッシュ
を使い、中身を確認できる仕様ながら、
荒天時にも十分な強度を保っています。

エクストリームシリーズ カメラ用リュック

機能

カスタマイズ可能な構造

タムラックはエクストリームシリーズに、高機能な素材
を使っています。外装生地にはデュポン社の「パワーグ
リッドコーデュラ」を採用。「パワーグリッドコーデュ
ラ」は格子状の編み込みをコーデュラ生地に対し2重に
施したものです。この「パワーグリッド」により、特に
引き裂きに強くしました。軽量なパワーグリッドコー
デュラ生地の内部には、分厚い、気泡を閉じこめたパッ
ドを内蔵。タムラックだけのイージーグリップハンドル
は握りやすく滑りません。メッシュアクセサリーポケッ
トは、スーパータフコートを施したメッシュを使うこと
で、収納機材を見せながら、荒天時にも十分な強度を発
揮します。大きなYKK製ジッパーは、十分な強度と信頼
性を兼ね備えています。

素材

SPX787 SPX777 MX5378 MX5375 MX5383 MX5398 MX5388
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767 777

LockDownTM

Rain Flap

LockDownTM

Rain Flap

モジュラーアクセサリーシステム（M.A.S.）

767、777、787はストラップアクセサリー
システムに対応します。S.A.Sについては
60ページを参照してください。

767、777を米国内機内
手荷物に対応させるには
リュックベルトを背面に
収納し、フラットにして
ください。

コード：ブラック 0023554-010875
内寸：27×15×34cm
外寸：30×28×39cm
重量：2,377g

767 希望小売価格（税別）\64,000

767はエクストリームシリーズ中ではコンパクトなモデ
ルで、ハイエンド一眼レフに300mmF2.8をつけた状態
で収納でき、特に野生動物撮影やスポーツ撮影に対応。
それほど大きくないためにあらゆる用途に使用可能で
す。
●機材室にはレンズや機材に合わせて調整可能なパッ
ド入り仕切り板を装備。

●機材室の対面にはウインドウペインメッシュポケッ
トを装備、フィルターや小さなアクセサリー類を収納
するのに便利です。

●リュックベルトとウエストベルトを装備、いずれのベ
ルトも分厚く、曲面を帯びたパッド付きで、機材を詰
め込んで長距離を持ち歩くのに対応します。

●リュックベルト上のDリングは別売のN-11カメラス
トラップに対応。さらにS.A.S.スロットも装備。

●ロックダウンレインフラップは、ジッパーをカバーし、
機材を雨から防ぎます。

●調節可能な胸ベルトも快適にフィットします。
●リュックベルトと腰ベルトは、背面部に収納すること
も可能、上部またはサイドのハンドルや別売のショル
ダーストラップでの持ち運びにも対応します。

●クイッククリップ三脚取り付けシステムにはプロ用
三脚を取り付け可能、バランスよくリュック中心に
セットできます。

●リュック側面にはモジュラーアクセサリーシステム
のスロットを装備、あらゆるアクセサリーを取り付け
可能、サイドポケットやウォーターボトルなど、用途
に合わせてカスタマイズできます。

●薄手のレインジャケットやその他の携行品は、リュッ
ク前面のメッシュポケットに収納可能。

●底面と側面のラッシュタブを設置し、他の荷物を縛り
つけることが可能。

Photo Trail Backpack

コード：ブラック 0023554-009558
内寸：27×15×41cm
外寸：30×29×45cm
重量：3,021g

777 希望小売価格（税別）\84,300

777は、「エクストリームシリーズ最大機種の787では
大きすぎるが、同様の機能が欲しい」というユーザーの
声により生まれました。
●2台のデジタル一眼レフカメラ（片方は長いズームレ
ンズ付き）の収納、または2台の中判カメラとそのレ
ンズの収納に対応。

●787と同様の機能を装備。
●M.A.S.およびS.A.S.のスロットを装備。
●ロックダウンレインフラップにより、荒天時の移動に
対応。

●体型に合わせて調整可能な、曲面形状のリュックベル
トを装備。

Summit Photo Backpack

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。

M.A.S.対応のタムラック製品やベルトに、素早く取り付け可能な様々なアクセサリー。
61～63ページに詳細を掲載しています。

SPX787 787に別売の SPX787 を取付けた状態 787に別売のMX5398 および NX5383
を取付けた状態

MX5383 MX5343 MX5378 MX5375 MX5398 MX5388
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787

LockDownTM

Rain Flap

米国の航空機持ち込みサイズにするには、
リュックベルトを折りたたんでください。

クイッククリップ三脚
取付けシステムを装備

コード：ブラック 0023554-008308
内寸：28×16×52cm
外寸：30×29×57cm
重量：3,420g

787 希望小売価格（税別）\93,300

787 は、大量の写真機材を積み込んで、長距離を歩く
ことを想定してデザインしました。
タムラックが総力を挙げて開発した、あらゆる機能を
装備したカメラ用のリュックです。
●しっかりした、気泡を閉じこめた固いパッドで、収
納機材を保護。

●強化プラスチックとパッドを施した底板で、さらに
機材を衝撃から守ります。

●内装は長距離移動に合わせたパッキングが可能なよ
うに、ベルクロで自在にレイアウト可能なパッド入
り仕切り板を装備。あらゆるレンズやカメラを収納
可能。

●機材室正面のフタ部内側には、3 つのウインドウペ
インメッシュのポケットを装備。フィルターや細か
なアクセサリー類の収納に便利です。

●重量機材を詰め込んでの長距離移動に対応するよう、
しっかりしたパッド入りのリュックベルトと腰ベル
トを装備。

●リュックベルトに装備した D リングには、別売のカ
メラストラップ（N-11）を取り付け可能。さらに
S.A.S. に対応するスロットを装備。

●リュックベルトと腰ベルトは背面部に収納可能。別
売のショルダーストラップでの移動にも対応。

●クイッククリップ三脚取り付けシステムは、プロ用
三脚の安全に、バランスよく、すぐ使えるように取
り付け可能。

●リュック側面にはモジュラーアクセサリーシステム
のスロットを装備、あらゆるアクセサリーを取り付
け可能、サイドポケットやウォーターボトルなど、用
途に合わせてカスタマイズできます。

●薄手のレインジャケットやその他の携行品は、リュッ
ク前面のメッシュポケットに収納可能。

●底面と側面のラッシュタブを設置し、他の荷物を縛り
つけることが可能。

●2 本の正面ストラップはバックルにより、すぐ固定が
可能。フタ部分の固定をバックアップします。

●ロックダウンレインフラップにより、ジッパーをカ
バーする「ジャイアントレインフラップ」を絞り込
むことができ、荒天時の移動に対応。

●体型に合わせて調整可能な、曲面形状のリュックベ
ルトを装備。

●肩部分のパッドは、胸ベルトにより位置決めができ
るため、快適に移動できます。

Photo Trail Backpack

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。

Andy Farrington & Miles Daiser Jumping off “La Mousse”
Lauterbrunnen, Switzerland

© Christian Pondela/Red Bull
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614

プロシステムシリーズの製品群はいずれも最高の
縫製技術で製造され、最高の素材、最高の品質で
細部までにこだわった造りです。

底板に強化プラスチックを採用
タムラックではプロシステムシリーズをはじめ、
大型のバッグでは強化プラスチックの底板を使
用。重量をしっかり支えるとともに衝撃から守る
ためです。

生地
タムラックの米国製造モデルには、デュポン社製
のパワーグリッドコーデュラ生地に二重に防水
コートを施したものを外装生地に採用。バッグの
背面には衣服への擦れを防ぐため、滑らかなナイ
ロン素材を採用しています。

裏地
内装生地には滑らかな、コートを施したナイロン
生地を採用。

パッド
目の詰まった、閉じた気泡により空気が逃げない、
固いパッドにより、衝撃から守ります。

金具
酷使に耐えるよう、溶接されたダブルバーのＤリ
ングを採用。

縫製に使用される糸
#69のナイロン糸を使用。ブーツの縫製に使われ
るものと同等です。

縫製
特に力のかかる部分の縫製箇所には、「ボックス
型」または「ボックスの内側にＸ型」に縫製してい
ます。

大型のフラップ
素早く開閉できるように
設計されたフラップ部です。
撮影時はクイックリリース
バックルで素早く固定、
耐候性を高めたいときは、
ジッパーを閉じることで雨や
ホコリを防ぐことができます。

露出計/
フィルターポケット
フラップ部の内側の取り出し
やすい位置に配置。

機材に合わせて調整可能な、
パッド入り仕切り板。
機材室・撮影機材に合わせて
レイアウトが可能です。

大変丈夫な、溶接された
ダブルバーのDリング

ショルダーベルトは、
2トンを超える荷重テストに耐えた
シートベルト用ナイロン素材を
採用。そして、バッグの下部を
通すように縫いつけることで、
バッグを安全にしっかり支えて
います。タムラックS.A.S.
対応スロットを装備。　

大型のパッド入り
ポケットを両サイドに
配置。レンズやクリップオン
ストロボ、バッテリーなどの
アクセサリー類を収納するのに
十分な容量を確保。

素晴らしい縫製と素材

別売の「タムラック125ツールパック（57ページ参照）」
左前面のポケットに、簡単にしっかり取り付けでき、
小物アクセサリーの収納に便利です。

ジップドロップポケットは収納物を確認しやすいように、
3方向の全てをジッパーで開けることができます。
さらに内側にジッパーのポケットがあり、
細かなアクセサリーを収納することができます。

米国特許の
レンズブリッジ
デバイダーシステム
縦位置グリップ付きのプロ用
デジタル一眼にレンズを付けた
状態で収納可能。取り出して
すぐに撮影できます

スピードポケットは
雨の降り込みを防ぐフラップ付き、
フィルターなどのアクセサリーを

素早く取り出せます。

フラップ上の
補強ストラップは

両サイドをバックルで固定でき、
機材を沢山詰め込んだときにも
しっかりバッグを支えます。

取り外し可能な
ポップオフポケットは、

中身が見えるため、
アクセサリー類の収納に便利です。

強度に優れた
ナイロンコイル
ジッパーは、

スライダーを2カ所に配置。
どちら側からも

素早く開閉が可能です。

強化プラスチック製の底板は
パッドで覆われており、十分な強度があり、

さらに衝撃から機材を守ります。

携行品用ポケット：
前面ポケット内部には、小物や

携行品に対応するポケットを装備し、
アクセサリー類も収納できます。

パッド入りの後ろポケットは
薄型のノートパソコンや
ファイル類を収納するのに

役立ちます。
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特許取得のメモリーアンドバッテリー
マネージメントシステム

＊米国特許 683050B1

赤いフラッグを折りたたんだ
状態で、メモリーカードやバッ
テリーを入れている場合は、
使用可能な状態を表します。

スライドポケットには特許取得のメモリーアンドバッテリーマ
ネージメントシステムを採用し、素早くバッテリーやメモリーカード
他、アクセサリーの取り出しが可能。大変ユニークなシステムで、赤
いフラッグによりメモリーカードやバッテリーの未使用・使用を区別
します。

パッド入りの背面ポケットを装備
（613、614、619）。ノートパソコンやファイ

ルの収納に対応します。

取り外し可能なポケットはアクセサリーを見やすく収納可能で、
簡単に取り外しできます。

ストラップアクセサリー
システム（S.A.S.）取り付
け用のスロットを全てのプロ
システムシリーズカメラバッ
グのショルダーベルトに装備、
別売のメモリーアンドバッテ
リーケースなどの取付が可能
です。（60 ページ参照）

ピギーバックポケット
全てのプロシステムシリーズカメラバッグに装備、
カート式キャリングケースのハンドル部に取り付け
て運ぶことが可能です。

スピードポケット
613、614、617、619 の各モデルには、フラップ正
面部にフィルター等のアクセサリーを収納可能。
バッグを開けることなく、素早く取り出すことが可
能です。

赤いフラッグでポケットを覆っ
ている場合は、メモリーカード
がいっぱいの状態か、バッテリー
が要充電の状態を表します。

全てのプロシステムシリー
ズバッグに S.A.S. アクセサ
リーが対応。

※S.A.S. は別売です。
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608

610

612

608、610、612、613、614
にはS.A.S.スロットを装
備。S.A.S.アクセサリーに
ついては60ページ参照。

608は報道写真家が愛用する、シリーズ中で最もコンパク
トなモデル。2台のデジタル一眼レフの収納に対応。素早
く機材を取り出すことができ、あらゆる場面で活躍しま
す。
●タムラックのレンズブリッジおよびレンズゲートデバ
イダーシステムを装備し、レンズ付きのカメラを収納
した場合、ゲートを開くことで他の収納物と触れない
よう保護しています。

●前面ポケットの内側に装備したスライドポケットには、
特許のメモリーアンドバッテリーマネージメントシス
テムを装備、メモリーカードとバッテリーを未使用・
使用の区別をしながら収納可能。

●前面には幅いっぱいのジップドロップポケットを装備、
内部のジッパー付きメッシュポケットと携行品収納ポ
ケットに、アクセサリーなどを収納できます。

●両サイドには、フラップ式のベルクロ固定ポケットを
装備。背面には、パスポートやチケットなどを入れるこ
とができるポケットを装備。

●フラップ部の内側には取
り外し可能なポケット
を装備。小物を見やす
く収納可能。
●イージーグリップハ
ンドルとピギーバッ
クポケットを装備。

コード：ブラック 0023554-002474
　　　　グレー 0023554-002481
　　　　ブルー 0023554-002498
内寸：32×15×19cm
外寸：44×23×21cm
重量：1,503g

別売の125 Photographer’s
 Tool Pack。57ページ参照。

別売の125 Photographer’s
 Tool Pack。57ページ参照。

608 希望小売価格（税別）\40,600
Pro System 8

610はプロ写真家の撮影に対応するカメラバッグ。2台の
デジタル一眼レフの収納に対応。素早く機材を取り出す
ことができ、あらゆる場面で活躍します。
●タムラックのレンズブリッジおよびレンズゲートデバ
イダーシステムを装備し、レンズ付きのカメラを収納
した場合、ゲートを開くことで他の収納物と触れない
よう保護しています。

●前面ポケットの内側に装備したスライドポケットには、
特許のメモリーアンドバッテリーマネージメントシス
テムを装備、メモリーカードとバッテリーを未使用・
使用の区別をしながら収納可能。

●前面には2つののジップドロップポケットを装備、内部
のジッパー付きメッシュポケットと携行品収納ポケッ
トに、アクセサリーなどを収納できます。片側には別売
の125の装着に対応。

●両サイドには、フラップ式のベルクロ固定ポケットを
装備。背面には、パスポートやチケットなどを入れるこ

とができるポケットを装備。
●フラップ部の内側に
は取り外し可能なポ

ケットを装備。小物を見
やすく収納可能。
●イージーグリップ
ハンドルとピギー
バックポケットを
装備。

コード：ブラック 0023554-002504
　　　　グレー 0023554-002511
内寸：37×14×21cm
外寸：51×25×26cm
重量：1,871g

610 希望小売価格（税別）\53,300
Pro System 10

612は2台のデジタル一眼レフと複数のレンズとともに動
き回る写真家に対応。
●タムラックのレンズブリッジデバイダーシステムを装
備し、縦位置グリップと大口径ズームの組み合わせで
の収納に対応。すぐ撮影できるよう、準備できます。

●前面ポケットの内側に装備した2つのスライドポケッ
トには、特許のメモリーアンドバッテリーマネージメ
ントシステムを装備、メモリーカードとバッテリーを
未使用・使用の区別をしながら収納可能。

●フラップ部上部のイージーグリップハンドルは、両サ
イドのバックルを固定することで、機材の重量を分散
します。

●前面には2つのジップドロップポケットを装備、内部の
ジッパー付きメッシュポケットと携行品収納ポケット
に、アクセサリーなどを収納できます。片方には、別売
の125の装着に対応。

●両サイドには、フラップ式のベルクロ固定ポケットを
装備。背面には、パスポートやチケットなどを入れるこ
とができるポケットを装備。

●フラップ部の内側には取り外し可能なポケットを装備。
小物を見やすく収納可
能。

●イージーグリップハン
ドルとピギーバックポ
ケットを装備。

コード：ブラック 0023554-002535
　　　　グレー 0023554-002542
内寸：37×18×22cm
外寸：50×30×25cm
重量：2,410g

612 希望小売価格（税別）\59,700
Pro System 12
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613
614

614 希望小売価格（税別）\89,600
コード：グレー 0023554-002573
内寸：44×23×25cm
外寸：61×36×29cm
重量：3,260g

希望小売価格（税別）\74,700
コード：ブラック 0023554-003471
　　　　グレー 0023554-003488
内寸：38×22×25cm
外寸：53×33×28cm
重量：2,665g

Super Pro 14

613 Super Pro 13

614はタムラックで最も大きく、最も多機能なカメラバッ
グ。レンズブリッジデバイダーシステムの装備で、複数の
デジタル一眼レフ、レンズとアクセサリー、さらにノート
パソコンの収納に対応します。
●大型のフラップは、機材をすぐ取り出せるよう、面ファ
スナーによる固定、バックルによる安全な固定、ジッ
パーによる雨などの降り込みに対応する固定の3種類
の方法に対応します。

●前面ポケットの内側に装備した2つのスライドポケッ
トには、特許のメモリーアンドバッテリーマネージメ
ントシステムを装備、メモリーカードとバッテリーを
未使用・使用の区別をしながら収納可能。

●フラップ部内側には、取り外し式の透明ポケット、露出
計/フィルター収納ポケットを装備。

●前面には2つのジップドロップポケットを装備、内部の
ジッパー付きメッシュポケットと携行品収納ポケット
に、アクセサリーなどを収納できます。片方には、別売
の125の装着に対応。

●フラップ前面には、スピードポケットを装備。フィル
ターなどのアクセサリーを素早く、バッグを開けるこ
となく取り出すことが可能です。

●両サイドには、大型
のパッド入りの
ポケットを装備。
収納力を高めるとと
もに、素早くアク
セサリーを取
りだし可能で
す。

613はタムラック最大モデルの614よりも少し小さく、動
き回る写真家に最適。複数のデジタル一眼レフ、レンズと
アクセサリー、さらにノートパソコンの収納に対応しま
す。
●大型のフラップは、機材をすぐ取り出せるよう、面ファ
スナーによる固定、、バックルによる安全な固定、ジッ
パーによる雨などの降り込みに対応する固定の3種類
の方法に対応します。

●前面ポケットの内側に装備した2つのスライドポケッ
トには、特許のメモリーアンドバッテリーマネージメ
ントシステムを装備、メモリーカードとバッテリーを

●背面には、パッドで保護されたノートパソコン収納ス
ペースを装備。15.6～17インチのノートパソコン、アッ
プ ル　マ ッ ク ブ ッ ク プ ロ17イ ン チ や、そ の 他
44×26×5cm以内のノートパソコンやファイル類の収
納に対応。

●前面のポケットの下部に、三脚や一脚の取り付けに対
応するストラップを装備。

●フラップ部上部のイージーグリップハンドルは、両サ
イドのバックルを固定することで、機材の重量を分散
します。

●イージーグリップハンドルとピギーバックポケットを
装備。

未使用・使用の区別をしながら収納可能。
●フラップ部内側には、取り外し式の透明ポケット、露出
計/フィルター収納ポケットを装備。

●前面には2つのジップドロップポケットを装備、内部の
ジッパー付きメッシュポケットと携行品収納ポケット
に、アクセサリーなどを収納できます。片方には、別売
の125の装着に対応。

●フラップ前面には、スピードポケットを装備。フィル
ターなどのアクセサリーを素早く、バッグを開けるこ
となく取り出すことが可能です。

●両サイドには、大型のパッド入りのポケットを装備。収
納力を高めるとともに、素早くアクセサリーを取りだ
し可能です。

●背面には、パッドで保護されたノートパソコン収納ス
ペースを装備。15.6ノートパソコンに対応、最大
38×25×3.8cmまでのノートパソコンやファイル類の
収納に対応。

●前面のポケットの下部に、三脚や一脚の取り付けに対
応するストラップを装備。

●フラップ部上部のイージーグリップハンドルは、両サ
イドのバックルを固定することで、機材の重量を分散

します。
●イージーグリップハ
ンドルとピギーバッ

クポケットを装備。

別売の125 Photographer’s
 Tool Pack。57ページ参照。

スライドポケットには、特許取得のメモリー &
　バッテリーマネージメントシステムを装備、
　メモリーカードやバッテリー等を素早く
　　取り出しできます。赤いフラッグで
　　未使用・使用の区別が可能です。



スーパープロシリーズ
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617

619

469

617はコンパクトなスーパープロシリーズバッグ。2つの
デジタル一眼レフ、2つの大きめのレンズ（70-200mm 
F2.8レンズを含む）、クリップオンストロボとアクセサ
リーを収納可能。
●大型のフラップ部は3つの固定方法が可能。面ファス
ナーで素早く、またはバックルでしっかりと、さらに
ジッパーを閉じれば雨やホコリから機材を守ります。

●フラップ部の内側には取り外し式のポケットを装備。
●前面にジップドロップポケットを装備。内側にジッパー
固定のメッシュポケットと携行品ポケットがあり、ア
クセサリー類を収納可能です。

●他の機能として　・フラップ前面にスピードポケット
装備。　・ジッパー付き背面ポケット装備　・三脚取り
付けストラップ、モジュラーアクセサリー取り付けス
ロットを装備　・イージーグリップハンドルとピギー
パックポケットを装備、カートバッグのハンドル部分

に取り付けて持ち運べます。

コード：ブラック 0023554-019458
内寸：28×15×25cm
外寸：33×21×29cm
重量：1,531g

617 希望小売価格（税別）\42,700
Super Pro 17

619はビジネスバッグのようなスタイルのバッグ、2つの
デジタル一眼レフ、複数の大きめのレンズ、多くのアクセ
サリーを収納可能。
●背面のパッド入りポケットは38×25×3.8cmの容量で、
多くの15.6インチノートパソコンに対応します。さら
に3つの伸縮するポケットを装備し、ACアダプターや
バッテリー、充電池を収納できます。

●前面ポケットの後ろ側のスライドポケットには、特許
のメモリーアンドバッテリーシステムを装備、素早く
バッテリーやメモリーカードを収納できます。

●前面にジップドロップポケットを装備。内側にジッパー
固定のメッシュポケットと携行品ポケットがあり、ア
クセサリー類を収納可能です。

●他の機能として： 大型のフラップ・取り外し式のポケッ
ト・フラップ前面にスピードポケット装備・ジッパー

付き背面ポケット装備・
両サイドにパッド入り
ポケット・三脚取り
付けストラップを装備・
イージーグリップハン
ドルとピギーパッ
クポケットを装備、
カートバッグのハン
ドル部分に取り付け
て持ち運べます。

コード：ブラック 0023554-019465
内寸：36×16×28cm
外寸：48×25×32cm
重量：2,211g

619 希望小売価格（税別）\64,000
Super Pro 19

469はメッセンジャースタイルのバッグで、ユニークな
ターボトップを装備、素早く70-300クラスのズームレン
ズを取り付けたデジタル一眼レフと3,4本のレンズ、ク
リップオンストロボ、アクセサリーを取り出し可能です。
●背面のパッド入りポケットは17インチまでのノートパ
ソコンまたは書類を収納可能。

●多数のポケットにはアクセサリー類を収納可能、サイ
ドのポケットには携帯電話を収納可能です。

●イージーグリップハンドル、パッド入りのショルダー
ストラップ、カートバッグのハンドル部に取り付けで
きるピギーバッグポケットを装備、あらゆる持ち運び
方に対応します。

コード：ブラック 0023554-019472
内寸：39×10×29cm
外寸：46×18×33cm
重量：1,678g

469 希望小売価格（税別）\53,300
Photo Messenger 9

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。

617、619、469には、
S.A.S.対応スロットを装備。
S.A.S.アクセサリーについては
60ページ参照。



クラシックコンパーティブルシリーズ
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706

704

704 希望小売価格（税別）\20,300
コード：ブラック 0023554-002689
内寸：23×15×17cm
外寸：28×23×18cm
重量：667g

Sport Convertible

704はショルダーバッグとヒップバッグの両用タイプ。軽さを必要とす
るアクティブな写真家に最適。
●米国特許のレンズブリッジ、レンズゲートデバイダーシステムによ
り、パッド入りの仕切り板を自由にレイアウト可能、1台のカメラと
2、3本のレンズ、クリップオンフラッシュを収納可能。

●幅いっぱいのジッパー付きフロントポケットを装備。
●フラップ部内側に透明の取り外し式ポケットを装備、アクセサリー
や携行品の収納に便利。

●収納式の腰ベルトにより、ショルダーバッグからヒップバッグに形
態を変更できます。

706は、一台のカメラと多数のアクセサリー類を「便利なヒップバッグ
に入れて持ち運びたい」という要望に応えるバッグ。
●米国特許のレンズブリッジデバイダーシステムにより、70-300mm
クラスのレンズをつけたままのカメラを収納可能。

●パッド入りの仕切による、レンズゲートデバイダーシステムに合わ
せて、3、4本のレンズとクリップオンストロボを収納可能。

●幅いっぱいのジッパー付きフロントポケットを装備。
●両サイドにポケットを装備。
●フラップ部内側に透明の取り外し式ポケットを装備、アクセサリー
や携行品の収納に便利。

●滑り止めの革を巻いた分厚いパッド付きのショルダーベルトは、取
り外し可能。

●収納式の腰ベルトにより、ショルダーバッグからヒップバッグに形
態を変更できます。

706 希望小売価格（税別）\29,900
コード：ブラック 0023554-002733
内寸：27×15×20cm
外寸：38×25×23cm
重量：989g

Deluxe Convertible

704、706には、S.A.S.対応
スロットを装備。
S.A.S.アクセサリーに
ついては60ページ参照。



ズームトラベラーシリーズ

52

606
604

603

603はデジタル一眼レフ、2、3本のレンズ
とクリップオンストロボの持ち歩きに最
適です。
●米国特許のレンズゲートおよびレンズ
ブリッジデバイダーシステムを採用、カ
メラにレンズを取り付けたままで収納
可能、さらに調整可能なパッド入りの仕
切り板でしっかり機材を保護します。

●フラップ部前面に収納された引き出し
式のポケットに、バッテリーやメモリー
カードが収納可能。

●フラップ部内側には、取り外し式の透明
ポケットを装備。

●前面にはジップドロップポケットを装
備、内部のジッパー付きメッシュポケッ
トと小物収ポケットに、アクセサリーな
どを収納できます。

●カート式バッグのハンドルに差し込ん
で持ち運べるピギーバックポケットを
装備。

●S.A.S.およびM.A.S.アクセサリーの取り
付けスロット
を装備。

コード：
ブラック 0023554-002276
グレー 0023554-002290
ネイビー 0023554-002306
内寸：23×15×17cm
外寸：26×25×20cm
重量：879g

603 希望小売価格（税別）
\23,500

Zoom Traveler 3

604は603よりわずかに大きいカメラバッ
グ。デジタル一眼レフカメラと3、4本のレ
ンズ、クリップオンストロボを収納できま
す。
●米国特許のレンズゲートおよびレンズ
ブリッジデバイダーシステムを採用、カ
メラにレンズを取り付けたままで収納
可能、さらに調整可能なパッド入りの仕
切り板でしっかり機材を保護します。

●フラップ部前面に収納された引き出し
式のポケットに、バッテリーやメモリー
カードが収納可能。

●フラップ部内側には、取り外し式の透明
ポケットを装備。

●前面にはジッパーで3方向をフルオー
プンできるジップドロップポケットを
装備、内部のジッパー付きメッシュポ
ケットと小物収納ポケットに、アクセサ
リーなどを収納できます。

●カート式バッグのハンドルに差し込ん
で持ち運べるピギーバックポケットを

　装備。
●S.A.S.およ
び M.A.S.
アクセサリ
ーの取り付
けスロット
を装備。

コード：
　ブラック 0023554-002320
　グレー 0023554-002344
　ネイビー 0023554-002351
内寸：27×14×18cm
外寸：30×25×21cm
重量：964g

604 希望小売価格（税別）
\29,900

Zoom Traveler 4

606はデジタル一眼レフに合わせた内装で
機能をフル装備したカメラバッグ。デジタ
ル一眼レフカメラと3、4本のレンズ、ク
リップオンストロボを収納できます。
●米国特許のレンズゲートおよびレンズ
ブリッジデバイダーシステムを採用、カ
メラにレンズを取り付けたままで収納
可能、さらに調整可能なパッド入りの仕
切り板でしっかり機材を保護します。

●フラップ部前面に収納された引き出し
式のポケットに、バッテリーやメモリー
カードが収納可能。

●両サイドにフラップ部を面ファスナー
固定のポケットを装備。

●フラップ部内側には、取り外し式の透明
ポケットを装備。

●前面にはジッパーで3方向をフルオープ
ンできるジップドロップポケットを装
備、内部のメッシュポケットと小物収納
ポケットに、アクセサリーを収納可能。
●ピギーバックポケット、三脚取り付け

ストラップ、
S.A.S. アク
セサリー
スロットを
装備。

コード：
　ブラック 0023554-002429
　グレー 0023554-002443
　ネイビー 0023554-002450
内寸：27×15×19cm
外寸：39×25×22cm
重量：1,106g

606 希望小売価格（税別）
\34,200

Zoom Traveler 6

603、604、606は
S.A.S.スロットを装備。
別売のS.A.S.アクセサリーに対応。

一台の縦位置グリップ付きデジタル一
眼レフに、ズームレンズを取り付けた
まま収納でき、すぐに撮影体勢にはい
ることができます。603、604、606に
は、タムラックが米国特許を取得した
レンズブリッジおよびレンズゲートデ
バイダーシステムを採用。レンズゲー
トはレンズ付きカメラ搭載時には開
き、それ以外の収納物の時は閉じるこ
とで、機材同士が触れないようにしま
す。さらにズームトラベラーシリーズ
は、多彩な機能を装備。大型のフラッ
プ部は、バックルと面ファスナーによ
る固定が可能。さらにホコリなどの侵
入を防ぐためにジッパーでの固定も可
能。タムラック特許のメモリーアンド
バッテリーマネージメントシステム、
取り外し式のポケット、前面ポケット
は3方向のジッパーがフルオープン、
内部には小物ポケットとジッパー付
きのメッシュポケットを装備。ピギー
バックポケット、M.A.S.スロット
（606を除く）を装備。イージーグリッ
プハンドルと、滑り止めの革巻きの
パッド付きショルダーストラップ
（S.A.S.スロット装備）を採用。

ズームトラベラーシリーズ

モジュラーアクセサリーシステム
（M.A.S.）
603と604は別売のM.A.S.
アクセサリーに対応。
61～63ページをご参照ください。

MX5378 MX5375 MX5398



エキスポシリーズ
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600

601

602

600はコンパクトデジタルカメラや小型双
眼鏡にフィットするバッグ。
●フロントポケットを装備、露出計やコン
バージョンレンズ、その他アクセサリー
を収納できます。

●素早く開閉できるフラップは、面ファス
ナーとバックルでの固定に対応。

●フラップ部内側のウインドウペイン
メッシュポケットには、フィルターやレ
ンズキャップを収納できます。

●バッグ背面は滑らかなナイロン生地で
カバー。衣服への擦れを防ぎます。

●ショルダーベルト、ハンドルで持ち運び
可能。

●背面に装備したベ
ルトループを使え
ば、ベルトバッグと
して使用可能です。

コード：
　ブラック 0023554-002092
　グレー 0023554-002115
　ネイビー 0023554-002122

　チリ（ワインレッド）0023554-002108
内寸：12×8×15cm
外寸：15×14×17cm
重量：191g

600 希望小売価格（税別）
\13,100

EXPO Jr.

601はデジタル一眼レフと交換レンズまた
はクリップオンストロボの収納に対応す
る小型バッグ。
●調整可能なパッド入り仕切り板を装備。
●ウインドウペインメッシュポケットを
前面ポケットとフラップ部内部に装備。

●滑らかなナイロン生地をバッグ背面に
配置し、衣服との擦れを防ぎます。

●イージーグリップハンドル、調整可能な
ショルダーストラップ、ベルトバッグと
して使えるベルトループを装備。

602はデジタル一眼レフを手に入れたばか
りの写真家に最適なバッグ、2つの調整可
能な仕切により、カメラと交換レンズ、ク
リップオンストロボとアクセサリーを収
納できます。
●前面ポケットとフラップ部内側には、タ
ムラック独自のウインドウペインメッ
シュポケットを装備、中身が見やすいま
まアクセサリーを収納可能です。

●バッグ背面は滑らかなナイロンを使用、
衣服との擦れを防ぎます。

●イージーグリップハンドルと、滑り止め
を施し調節可能なショルダーストラッ
プを装備。

コード：
　ブラック 0023554-002153
　グレー 0023554-002177
　ネイビー 0023554-002184

　チリ（ワインレッド）0023554-002160
内寸：20×8×15cm
外寸：21×12×17cm
重量：308g

601 希望小売価格（税別）
\15,700

EXPO 1

コード：
　ブラック 0023554-002214
　グレー 0023554-002238
　ネイビー 0023554-002245

　チリ（ワインレッド）0023554-002221
内寸：20×12×13cm
外寸：23×20×16cm
重量：340g

602 希望小売価格（税別）
\19,000

EXPO 2

タムラックのエキスポシリーズは、少

量の機材を持ち運ぶ写真家に対応しま

す。コンパクトなサイズながら、タム

ラックの大型プロ用カメラバッグと全

く同じクオリティー、縫製、素材で作

られています。

エキスポシリーズ

Lip Bashing, Local Style
Beng-Beng’ s, Mentanai Island, Indonesia

© Mark Dimalanta



ズームパック
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514

515

517

519

519はタムラック社で最も大型のズーム
パック。EOS1DシリーズやD3などのデジ
タル一眼レフに70-200mmF2.8クラスの
レンズを付けたまま収納可能。
●内部の仕切により、長いレンズの代わり
に、短めレンズを付けたカメラと短めの
交換レンズを収納することも可能。

●ジッパー開閉式のトップ部の内側に、レ
ンズキャップやフィルター、クリーニン
グ用品などを収納できるポケットを装備。

●外部のポケットには、クリップオンスト
ロボが収納可能。さらにタムラックのメ
モリーアンドバッテリーマネージメン
トシステムを装備し、メモリーカードや
バッテリーを収納できます。

●取り外し式のショルダーストラップ
またはベルトへの
取付が可能です。
●M.A.S. お よ び
S.A.S. スロット
を装備。

コード：
　ブラック 0023554-015245
内寸：23×16×25cm
外寸：24×17×27cm
重量：503g

519 希望小売価格（税別）
\24,100

Pro Zoom Pack

517は望遠ズーム対応のズームパック。縦
位置グリップ付きのデジタル一眼レフに
70-300mmクラスのレンズを付けたまま
収納可能。
●内部の仕切により、長いレンズの代わり
に、短めレンズを付けたカメラと短めの
交換レンズを収納することも可能。

●ジッパー開閉式のトップ部の内側に、レ
ンズキャップやフィルター、クリーニン
グ用品などを収納できるポケットを装備。

●外部のポケットには、クリップオンスト
ロボが収納可能。さらにタムラックのメ
モリーアンドバッテリーマネージメン
トシステムを装備し、メモリーカード

やバッテリーを収
納できます。

●取 り 外 し 式 の
ショルダースト

ラップまたはベルト
への取付が可能です。

●M.A.S.およびS.A.S.ス
ロットを装備。

コード：
　ブラック 0023554-002023
　グレー 0023554-002047
　ネイビー 0023554-002054
内寸：23×13×25cm
外寸：25×13×27cm
重量：381g

517 希望小売価格（税別）
\17,100

Tele-Zoom Pack

515はデジタル一眼レフに高倍率ズームレ
ンズを付けたまま収納可能な、ズームパッ
ク。
●ジッパー開閉式のトップ部の内側に、レ
ンズキャップやフィルター、クリーニン
グ用品などを収納できるポケットを装備。

●外部のポケットには、タムラックのメモ
リーアンドバッテリーマネージメント

システムを装備し、
メモリーカードや
バッテリーを収納で
きます。
●取 り 外 し 式 の
ショルダースト
ラップまたはベルト
への取付が可能です。

●M.A.S.およびS.A.S.ス
ロットを装備。

コード：
　ブラック 0023554-003426
　グレー 0023554-003440
　ネイビー 0023554-003457

チリ（ワインレッド）0023554-003433
内寸：17×11×19cm
外寸：20×13×22cm
重量：299g

515 希望小売価格（税別）
\14,200

Compact Zoom Pack

514はD3000やEOS Kissクラスの小型デジ
タル一眼レフにキットレンズの標準ズーム
を取り付けて収納、すぐに撮影できるよう
備えることができます。
●ジッパー開閉式のトップ部の内側に、レ
ンズキャップやフィルター、クリーニン
グ用品などを収納できるポケットを装備。

●外部のポケットには、タムラックのメモ
リーアンドバッテリーマネージメント
システムを装備し、メモリーカードや

バッテリーを収納でき
ます。
●取り外し式のショ
ルダーストラップ
またはベルトへの取
付が可能です。

●M.A.S.およびS.A.S.ス
ロットを装備。

コード：
　ブラック 0023554-019366

チリ（ワインレッド） 0023554-019373
　グレー 0023554-019380
　ネイビー 0023554-019397
内寸：17×10×15cm
外寸：17×14×18cm
重量：277g

アウトドアの撮影などで
激しく動き回る時、
514、515、517、519 の
各機種に対応するチェストハーネス
S-500 を使えば便利です。
詳細は 57 ページを参照ください。

514 希望小売価格（税別）
\13,600

Sub-Compact Zoom Pack

チェストハーネス
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750

759

米国の航空機内持ち込み規格の対応です。その他の国では
異なりますので、搭乗される航空会社にご確認ください。

750は、レンズをつけたままの縦位置グリップ付きのデジタ
ル一眼レフカメラと、2、3本の交換レンズ、クリップオンス
トロボ、アクセサリー類を収納できます。

コード：ブラック 0023554-011735
内寸：上段 29×15×23cm
　　　下段 28×18×18cm
外寸：34×23×38cm
重量：1,188g

750 希望小売価格（税別）\39,500
Photographer’s Daypack

メイン機材室はあらゆるカメラ、レンズに合わせて、パッド入
りの仕切り板のレイアウトを変更可能。
●ジッパー開閉式、パッド入りの背面ポケットに、15インチま
でのノートパソコンを収納可能。

●フロントポケット内部にはパソコン関係のアクセサリーを
収納するポケットも装備。

●リュックベルトには、厚いクッションと調整可能な胸ベルト
を装備、いつも快適に持ち運びが可能です。

コード：ブラック 0023554-018079
内寸：29×17×36cm
外寸：32×26×39cm
重量：2,404g

759 希望小売価格（税別）\70,400
Photo/Computer Backpack

モジュラーアクセサリー
システム（M.A.S.）
61～63ページを
ご参照ください。

MX5378MX5383 MX5388MX5398

タムラックの 2気室式カメラ用リュック「750」は、パッドで保護された下段の機材室に、
特許取得のレンズブリッジおよびレンズゲートデバイダーシステムを装備。
レンズを付けたままのカメラを収納可能。さらにレンズを取り外した状態では、
レンズゲートを閉じることで、機材同士が接触せずにパッドで保護された状態で持ち運びできます。
上段には、カメラ機材以外の携行品を収納可能。
パッド入りのリュックベルトにより、重量を分散し、
収納式の腰ベルトを使用することにより、
リュックをよりしっかり固定でき、
体の疲労を軽減させることが
できます。

2気室式カメラ用リュック

750には、S.A.S.アクセサリー
取り付けスロットを装備、
S.A.S.アクセサリーについては、
60ページ参照。
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153

タムラック153ベストは、カメラマンにとって機能的な衣服です。2010年モデルから、
従来のMサイズをLサイズに、従来のSサイズをMサイズとし、さらに小型のSサイズを
ラインナップ。

●100％コットン素材とナイロンメッシュの通気部の組み合わせ。
●10の便利なポケットであらゆる撮影現場に対応。
●上部の2つのジッパー付きポケットは開けることで通気を確保。
●4つの大きなポケットと2つのジッパー付きサイドポケットは素早くアクセサリー類を
　取りだし可能。
●下部の2つの横方向ポケットには、キーやコインなどを収納可能。
●サイドタブにより、体にフィットするよう調整可能。
●4つのDリングにはアクセサリーやプレスパスを固定可能。

コード：ブラック [S] 0023554-012787 ／ [M] 0023554-012770 ／ [L] 0023554-012763
　　　　カーキ [S] 0023554-012824 ／ [M] 0023554-012817 ／ [L] 0023554-012800

153 希望小売価格（税別）\22,400
World Correspondent’s Vest

素材：綿 100%　縮み率 5%以内

左内側のポケット。A4サイズ対応の大型
ポケットとフィルター等が収納できるポ
ケットを装備。

胸の下辺りにはファスナー付きポケット
を左右に装備。さらにフラップ付きポケ
ットを装備。

前面の下、左右のクッション入りフラッ
プ付きポケットにはレンズの収納も可能。
さらに横方向から出し入れ可能な「ハン
ドウォーマーポケット」を装備。

胸ポケット上にファスナー付きポケット
を左右に装備。このポケットを開けると、
メッシュを通して通気性がよくなります。

胸ポケット前面にはプレスパス等を下げ
るためのDリングを装備。（プレスパスの
ホルダーは市販品をご利用ください）

腰部分のベルトの調整で、体にフィット
させることが可能です。 
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125は、タムラックプロシリーズの一部製品の前面ポケッ
ト部に取り付けできる、ツールパックです。ウインドウ
ペインメッシュにより、内部を見やすく小物を整理でき
ます。フィルター、バッテリー、ペンやドライバーなど、
あらゆる小物の収納に役立ちます。

コード：ブラック 0023554-005017
外寸：17×3×17cm

125 希望小売価格（税別）\5,700
Photographer’s Tool Pack 

5329は、8枚のフィルターを整理しながら収納、保護す
る折りたたみ式のフィルターケースです。最大82mm径
までに対応。素早く取り出しが可能です。一つのフィル
ターポケットのサイズは、約8cm×10cmです。

コード：ブラック 0023554-020539
外寸：23×4×11cm

5329 希望小売価格（税別）\3,500
Folding Filter Wallet

S-111はタムラックカメラバッグのDリングに取り付け
る腰ベルト。このベルトにより、バッグが揺れることな
く固定できます。バックルにより、素早く体から外すこ
とができます。

コード：ブラック 0023554-006427
重量：85g

S-111 希望小売価格（税別）\3,000
Camera Bag Belt Restraint Strap

S-115はタムラック独自のドラゴンスナップフックによ
り、バッグのDリングに取り付けできるストラップ。滑
り止め、S.A.S.スロット装備。

コード：ブラック 0023554-015566
重量：85g

S-115 希望小売価格（税別）\2,200
Accessory Shoulder Strap

エクストリームシリーズのカメラ用リュックに対応、約
150cmの長さで、肩のカーブに合わせたデザインのパッ
ドを装備、快適に背負うことができるショルダースト
ラップです。
革製の滑り止めをパワーグリッドコーデュラ生地でカ
バーしており、バッグへの取り付け部分はタムラック独
自のドラゴンスナップフックを採用。リュックやショル
ダーバッグに対応します。S.A.S.対応スロットを装備。

コード：ブラック 0023554-009572
重量：113g

S-140 希望小売価格（税別）\4,500
BioCurve Foam-Padded Shoulder Strap

S-142は155cmの長さのストラップ。厚い滑り止めの革
クッションがバッグの重量を和らげます。素早く取り付
けできるフックを両端に装備し、約2トンの重量に耐え
る、航空機のシートベルトに採用されている素材のスト
ラップは、信頼性の高さと使い勝手の良さを兼ね備えて
います。S.A.S.スロットを装備。

コード：ブラック 0023554-015559
重量：255g

S-142 希望小売価格（税別）\4,500
Classic Padded Leather Shoulder Strap

S-500は、514、515、519、5625、5627、5630のズームパッ
クに対応したチェストハーネス。体の前面に固定し、動
き回る撮影に対応。山登り、スキー、カヤック、自転車移
動に最適。（54ページ参照）

コード：ブラック 0023554-005796
重量：397g

S-500 希望小売価格（税別）\2,800
Chest Harness System

S-113はタムラック製品のラッシュタブに取り付け可能。
三脚などの取り付けに便利。2本1組。

コード：ブラック 0023554-016594
外寸：3×56cm
重量：56g

S-113 希望小売価格（税別）\1,300
Tamrac Cam Locking Cinch Straps

5329

S-113

S-111

S-142

S-140

S-115

125
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N-5053

N-5055

N-5057

N-5059

軽くて丈夫、滑り止めのため、ゴムを編み込んでいます。
●2つのネオプレン製メモリーカード入れを装備、素早い取り出しに対応。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。

コード：ブラック 0023554-023141
　　　　シルバーフレーム 0023554-023158
　　　　フラッシュ 0023554-023165
重量：109g
長さ：104cm以内で調整可能

N-5053 希望小売価格（税別）\4,300
Anti-Slip Digital Camera Strap

タフで伸縮するネオプレンゴムが重量を吸収、快適にカメラを持ち運べます。
●2つのネオプレン製メモリーカード入れを装備、素早い取り出しに対応。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。

コード：ブラック 0023554-023172
　　　　ブルー 0023554-023189
重量：109g
長さ：101cm以内で調整可能

N-5055 希望小売価格（税別）\4,300
Neoprene Shock Absorber Digital Camera Strap

本物のスウェードとパッド入りのクッションにより、快適に持ち運びできます。
●2つのネオプレン製メモリーカード入れを装備、素早い取り出しに対応。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。

コード：ブラック 0023554-023219
　　　　ブラウン 0023554-023226
重量：109g
長さ：127cm以内で調整可能

N-5059 希望小売価格（税別）\5,200
Leather Padded Digital Camera Strap

広くてカーブしたデザイン、伸縮性のあるネオプレンゴムが重量を吸収、い
つも快適に重いカメラとレンズの組み合わせを持ち運べます。
●2つのネオプレン製メモリーカード入れを装備、素早い取り出しに対応。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。

コード：ブラック 0023554-023196
　　　　ブルー 0023554-023202
重量：109g
長さ：111cm以内で調整可能

N-5057 希望小売価格（税別）\5,200
Neoprene Boomerang Digital Camera Strap

タムラックデジタルカメラストラップは、あらゆる
デジタル一眼レフに取り付け可能、さらにメモリー
カードを収納できます。2つのネオプレン製メモ
リーカードホルダーは、撮影中に素早く取り出しが
可能。いずれのストラップも共通のコネクターを装
備し、互換性があります。

デジタルカメラストラップ
全てのタムラックストラップは
互換性のあるコネクターを装備。
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N-17

N-25

N-27

N-40

N-45

N-46

N-15

N-11

軽くて丈夫、滑り止めのため、ゴムを編み込んでいます。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。
●三脚に取り付けての撮影などでは、ストラップの取り外しも簡単。

タフで伸縮するネオプレンゴムが重量を吸収、いつも快適にカメラを持ち
運べます。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。

全てのタムラックストラップは、互換性のあるコネクターを
装備。他のタムラックストラップと互換性があります。

コード：ブラック 0023554-008223
　　　　シルバーフレーム 0023554-018239
　　　　フラッシュ 0023554-018246
重量：85g
長さ：104cm以内で調整可能

N-17 希望小売価格（税別）\3,300
Anti-Slip Quick-Release Camera Strap

コード：ブラック0023554-002986
　　　　ブルー 0023554-003013
重量：85g
長さ：106cm以内で調整可能

N-25 希望小売価格（税別）\3,700
Shock Absorber, Neoprene Camera Strap-Quick-Release

広くてカーブしたデザイン、伸縮性のあるネオプレンゴムが重量を吸収、
いつも快適に重いカメラを持ち運べます。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。

コード：ブラック 0023554-003921
ブルー 0023554-003945
重量：85g
長さ：111cm以内で調整可能

N-27 希望小売価格（税別）\4,700
Boomerang Strap

N-40は軽量で、2.5cm幅のスリムなストラップ。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。ストラッ
プが不要なときは素早く取り外しも可能です。

コード：フレームシルバー 0023554-018178
　　　　フレームレッド 0023554-018161
　　　　フラッシュ 0023554-018185
重量：85g
長さ：121cm以内で調整可能

N-40 希望小売価格（税別）\3,700
Slim,Soft Quick-Release Camera Strap

本物のスウェードとパッド入りのクッションにより、快適に持ち運びでき
ます。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。ストラッ
プが不要なときは素早く取り外しも可能です。

コード：ブラック 0023554-003075
　　　　ブラウン 0023554-003082
重量：85g
長さ：127cm以内で調整可能

N-45 希望小売価格（税別）\4,100
Foam-Padded, Leather Camera Strap-Quick Release

N-46は調整可能な分厚いパッドがカメラの重量を分散、肩からの滑り止
めを施したストラップ。
●他のタムラックストラップと互換性のあるコネクターを装備。ストラッ
プが不要なときは素早く取り外しも可能です。

コード：フレームシルバー 0023554-018215
　　　　フレームレッド 0023554-018208
　　　　フラッシュ 0023554-018192
重量：99g
長さ：124cm以内で調整可能

N-46 希望小売価格（税別）\4,700
Superlight, Foam-Padded Strap-Quick Release

N-11はリュックのベルトに取り付けておくことで、素早く撮影
体勢に入ることができる便利なカメラストラップ。タムラック
の他のストラップと互換性のあるコネクターを採用。

コード：ブラック 0023554-005666
重量：69g

N-11 希望小売価格（税別）\3,200
Backpack Camera Straps 

N-15はネックストラップが不要なときに、代わりに付けられる
ハンドルです。タムラックの他のストラップと互換性のあるコ
ネクターを装備、簡単にあらゆるカメラに取り付けできます。

コード：ブラック 0023554-005673
重量：28g

N-15 希望小売価格（税別）\2,200
Camera Hand Strap ‒ Quick-Release
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MX-S5363
MX-S5366

MX-S5369

MX-S5368

77mm以下のフィルターを3枚収納可能なパッド入り
ケース。バックルでフラップ部を素早く開閉可能、撮影
現場ですぐにフィルターを用意できます。

コード：ブラック 0023554-020546
外寸：11×4×12cm
重量：57g

MX-S5363 希望小売価格（税別）\2,600
S.A.S. Compact Filter Case

デジタルフォトグラファーにとって不可欠のウォレッ
ト、4つのポケットを装備し、素早くメモリーカードや
バッテリーを取り出し可能、PCカードを収納できるポ
ケットも装備。タムラックが特許を取得したメモリーア
ンドバッテリーシステムで、未使用・使用を区別しなが
ら収納できます。

コード：ブラック 0023554-020355
外寸：8×4×14cm
重量：57g

MX-S5368 希望小売価格（税別）\2,800
Memory & Battery Management Wallet 4

デジタルフォトグラファーにとって不可欠のウォレッ
ト、8つのポケットを装備し、素早くメモリーカードや
バッテリーを取り出し可能、PCカードを収納できるポ
ケットも装備。タムラックが特許を取得したメモリーア
ンドバッテリーシステムで、未使用・使用を区別しなが
ら収納できます。

コード：ブラック 0023554-020348
外寸：10×3×14cm
重量：85g

MX-S5369 希望小売価格（税別）\4,300
Memory & Battery Management Wallet 8

携帯電話や小型ライト、レザーマンやスイスアーミーな
どのナイフやペンを収納可能です。

コード：ブラック 0023554-020393
外寸：12×3×19cm
重量：85g

MX-S5366 希望小売価格（税別）\3,500
S.A.S. Super PDA/Utility Pocket

タムラックの「メモリーアンドバッテリーマネージメン
トウォレット」は、メモリーカードやバッテリーの収納
と、PCカード収納のポケットを備えています。タムラッ
ク特許のメモリーアンドバッテリーマネージメントシス
テムは、赤いフラッグで未使用・使用を区別できるシス
テムです。

メモリーアンドバッテリー
マネージメントウォレット

メモリーアンドバッテリーマネージメントシステム
の機能

赤いフラッグを折りたた
んだ状態のポケットに収
納された、バッテリーや
メモリーカードは「使用
可能」な状態を表します。

赤いフラッグでカバーした
ポケットは、記録済みのメ
モリーカードまたはチャー
ジが必要なバッテリーを収
納していることを表します。

タムラックストラップアクセサリーシステム（S.A.S.）は、タムラックの S.A.S. 対応バッグのショルダーストラップやリュックベルトに簡単に取り付け可能。
タムラックのバッグやリュックを使い勝手のいいようにカスタマイズできます。

S.A.S. 対応アクセサリーは、
S.A.S. 対応タムラックバッグの
ストラップ部または
リュックベルトにある
スロットに滑る込ませるだけで
簡単に取り付けできます。

S.A.S. メモリーアンドバッテリー
マネージメントウォレット
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MX5341 MX5343

MX5347

MX5380
MX5378 MX5375

超広角ズーム用（16-35mmF2.8、82mmフィルター径）に
対応するレンズポーチ。フードを逆付けして収納できます。

コード：ブラック 0023554-027330
内寸：φ10×14cm
外寸：φ15×18cm
重量：154g

MX5341 希望小売価格（税別）\4,700
Pro 50

標準ズーム用（24-70mmF2.8、77mmフィルター径）に対
応するレンズポーチ。フードを逆付けして収納できます。

コード：ブラック 0023554-027347
内寸：φ10×16cm
外寸：φ14×21cm
重量：157g

MX5343 希望小売価格（税別）\5,200
Pro 100 18-55mmなどの標準ズームに対応。

コード：ブラック 0023554-017713
内寸：φ8×11cm
外寸：φ8×13cm
重量：91g

MX5375 希望小売価格（税別）\3,100
Lens Case Medium

55-200mmなどの望遠ズームに対応。

コード：ブラック 0023554-017720
内寸：φ9×15cm
外寸：φ10×17cm
重量：109g

MX5378 希望小売価格（税別）\4,200
Lens Case Large

70-300mmなどの超望遠ズームに対応。

コード：ブラック 0023554-028535
内寸：φ10×17cm
外寸：φ11×19cm
重量：153g

タムラックのレンズポーチをはじめとする
M.A.S.アクセサリーは、多くのタムラックの
バッグやリュックに対応します。

MX5380 希望小売価格（税別）\4,200
Lens Case Large

標準ズーム用（70-200mmF2.8、77mmフィルター径）に対
応するレンズポーチ。フードを逆付けして収納できます。

コード：ブラック 0023554-027354
内寸：φ10×24cm
外寸：φ14×28cm
重量：191g

MX5347 希望小売価格（税別）\6,200
Pro 200

パッド入り、耐候性を高めるフラップ付きジッパーの上
蓋を装備したプロ用レンズケースです。径の大きなプロ
用ズームレンズをフードを逆さにした状態で収納可能。
M.A.S.対応バッグやベルトに素早く装着できます。

M.A.S.プロレンズポーチ

パッド入り、耐候性を高めるフラップ付きジッパーの
上蓋を装備したレンズケースです。M.A.S.対応バッグ
やベルトに素早く装着できます。

M.A.S.レンズポーチ

タムラックのモジュラーアクセサリーシステム（M.A.S.）はタムラックのM.A.S. 対応スロット装備のバッグやリュックに素早く装着可能、
カスタマイズが可能です。また、M.A.S. アクセサリーはベルトにも装着できます。
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MX5364

MX5385

MBX5395
MBX5397
MBX5399

MX5383

M.A.S.を取り付けるためのベルト。
ウエストサイズ74 ～ 102cmに対応。

コード：ブラック 0023554-027446
サイズ：108×11cm
重量：220g

MBX5395 希望小売価格（税別）\6,200
M.A.S. Modular Accessory Belt-Small

M.A.S.を取り付けるためのベルト。
ウエストサイズ114cm以内に対応。

コード：ブラック 0023554-020676
サイズ：112×11.5cm
重量：277g

MBX5397 希望小売価格（税別）\5,200
M.A.S. Modular Accessory Belt-Medium

M.A.S.を取り付けるためのベルト。
ウエストサイズ147cm以内に対応。

コード：ブラック 0023554-020683
サイズ：122×13cm
重量：318g

MBX5399 希望小売価格（税別）\5,200
M.A.S. Modular Accessory Belt-Large

430EXIIやSB600のような中型クリップオンストロボ、
露出計に対応するケース。

コード：ブラック 0023554-027439
内寸：8×5×18cm
外寸：10×8×19cm
重量：90g

MX5383 希望小売価格（税別）\4,200
M.A.S. Flash Accessory Poket-Medium

580EXIIやSB800のような大型クリップオンストロボに
対応するケース。

コード：ブラック 0023554-027408
内寸：9×4×22cm
外寸：11×8×24cm
重量：113g

MX5385 希望小売価格（税別）\5,200
M.A.S. Flash Accessory Poket-Large

MX5388は82mmまでのフィルターを5枚収納可能。上
蓋は素早く取りだし可能で、ベルトやM.A.S.対応バッグ
に取り付けできます。

コード：ブラック 0023554-020706
内寸：10×5×11cm
外寸：12×7×11cm
重量：73g

MX5388 希望小売価格（税別）\3,500
M.A.S. Filter Belt Pack

MX5364はタムラックのカメラ用リュックに対応する、パッド入り
ポケット。交換レンズやアクセサリーを収納可能。外側のメッシュ
ポケットには地図やお菓子類を収納可能。2個1セットでの販売。

コード：ブラック 0023554-028412
内寸：13×5×24cm
外寸：15×7×26cm
重量：180g×2

MX5364 希望小売価格（税別）\8,300
M.A.S. Padded Side Pockets-Medium

MX5398はパッド入りのケースとボトルのセット。
M.A.S.対応のバッグやベルトに取り付け可能。

コード：ブラック 0023554-017744
外寸：φ9×22cm
重量：154g

MX5398 希望小売価格（税別）\4,700
M.A.S. Water Bottle in Padded Carrier

パッド入り、フラップの開閉で素早く機材の出し入れが
可能な「アクセサリーポケット」。ベルトやM.A.S.対応
アクセサリーに取り付け可能。

M.A.S.
アクセサリー
ポケット
シリーズ

タムラックのパッド入り「モジュラーアクセサリー
ベルト」は、様々なモジュラーアクセサリーに対応、
さらにズームパックも取り付けできます。（M.A.S.
リュックのサイドポケットを除く）。バックル付き
パッド入りベルトの上に、2インチ幅のM.A.S.取り付
けベルトを縫いつけた二重構造。モジュラーアクセ
サリーシステムをベルトに取り付けることで、快適
に持ち運ぶことができ、さらに素早く機材を取り出
しできます。さらに写真の例のようにズームパック
（写真は5684）が取り付け可能。モジュラーアクササ
リーやズームパックは別売です。

M.A.S.モジュラーアクセサリーベルト

モジュラーアクセサリーシステムベルトは、あらゆるモジュラーアクセサリーが対応します。
（モジュラーアクセサリーは別売です。）
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MX5388
MX5398

MX373

SPX757
対応機種：767、777、3375、3380、3385、5256、5374、
　　　　　5375、5549、5584、5585、5586、5587

コード：グレー
　　　　（ブラックのケース付き） 0023554-023332
外寸：13×4×22cm
重量：204g

MX5352 希望小売価格（税別）\6,900
M.A.S. Raincover-Medium

対応機種：777、787、5258、5550、5588、5589

コード：グレー
　　　　（ブラックのケース付き） 0023554-023349
外寸：13×6×21cm
重量：245g

MX5354 希望小売価格（税別）\7,800
M.A.S. Raincover-Medium

大型三脚をローリングボックス（販売完了品）に取り付け
る、M.A.S.アクセサリー。底面はしっかりしたプラスチッ
クのパッドで保護しています。2つのカムロッキングスト
ラップと固定紐により、安全に三脚を固定します。

コード：ブラック 0023554-018444
内寸：10×13×38cm
外寸：13×13×39cm
重量：422g

MX357 希望小売価格（税別）\12,600
M.A.S. Tripod Boot

MX373パッド入りリュックベルトは、M.A.S.ベルトをよ
りしっかり固定するためのものです。調整可能なパッド
部分は、体にピッタリ合わせることが可能。ベルトは強度
に優れたナイロン製、クイックリリースバックルで付け
外し可能です。

コード：ブラック 0023554-018437
重量：181g

MX373 希望小売価格（税別）\7,500
M.A.S. Belt Harness

対応機種：5273、5371、5374、5584

コード：ブラック 0023554-019564
内寸：13×7×25cm
外寸：15×9×26cm
重量：163g

SPX757 希望小売価格（税別）\12,800

M.A.S. Medium Padded Extreme Series 
Backpack Pokets

対応機種：777、5258、5587

コード：ブラック 0023554-015481
内寸：15×6×33cm
外寸：15×8×34cm
重量：204g

SPX777 希望小売価格（税別）\14,400

M.A.S. Large Padded Extreme Series 
Backpack Pokets

対応機種：787、5258、5588、5589

コード：ブラック 0023554-015498
内寸：15×6×41cm
外寸：16×10×43cm
重量：263g

SPX787 希望小売価格（税別）\15,500

M.A.S. Extra Large Padded Extreme Series 
Backpack Pokets

タムラックのカメラ用リュックは撥水の素材を採用、さら
に大型のレインフラップにより、耐候性に優れているた
め、通常はレインカバー不要です。しかし、さらに雨から
の保護を求める場合には、これらのレインカバーをご使用
ください。二重の撥水コートを施したパワーグリッドナイ
ロンでリュックをカバーします。使わないときは、ポーチ
に入れ、M.A.S.スロットに取り付けて備えておくことがで
きます。

タムラックのカメラ用リュックに、収納スペースを
追加するパッド入りのサイドポケット。
手の届きやすいところに、レンズやアクセサリー、携
行品を収納可能。大型のメッシュポケットは、地図な
どが入ります。リュックのM.A.S.スロットに取り付
け可能。

M.A.S.エクストリームシリーズ
カメラ用リュックポケット

MX357の使用例。
692（販売完了品）に取り付けた状態。

タムラックのカメラ用リュックのM.A.S.スロットに、
MX5398、MX5388を取り付けた使用例。
（M.A.S.アクセサリーは別売品です）

MX5352
MX5354


