
www.lamda-sack.com
穂高岳 秋の涸沢カールにて
モデル：近藤 辰郎
撮  影：前田 　慧

『技術の結集』信頼のラムダザック

ネイビー ブラック
4982480000601 49824800006254982480000618

グレー オリーブ
4982480000632

JANコード　スナッピーザック

カラー

31㎝

41㎝

（内寸）

カメラバックMK .Ⅰ

ネイビー
4982480006108 4982480006115

オリーブ
JANコード　パネルバック

4982480006122 4982480006139
P - 50
P - 60

カラー/サイズ

4982480006146 4982480006153
4982480006160
4982480006184

4982480006177
4982480006191

P - 70
P -80
P -90

①革ホルダーテープ 20㎜幅 40cm　 
②革ホルダーテープ 20㎜幅 50cm
③革ホルダーテープ 20㎜幅 60cm
④Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、脇三脚ベルト 25㎜幅 40~20cm
⑤テープウエストベルト 25㎜幅
⑥テープウエストベルト 38㎜幅
⑦テープウエストベルト 50㎜幅
⑧チェストベルト
⑨ウレタン入りウエストベルト38㎜（霧ヶ峰）
⑩ウレタン入りウエストベルト50㎜

製品名
￥367（￥350税抜）
￥420（￥400税抜）
￥472（￥450税抜）
￥577（￥550税抜）
￥630（￥600税抜）
￥840（￥800税抜）
￥1,050（￥1,000税抜）
￥2,100（￥2,000税抜）
￥3,990（￥3,８00税抜）
￥4,200（￥4,000税抜）

コード 価　格
JANコード　ストラップ・ウエストベルト

4982480005521
4982480005538
4982480005545
4982480005552
4982480005576
4982480005583
4982480005255
4982480005569
4982480000588
4982480000571

ダークグレー
4982480005224 49824800052004982480005217

ブラック ネイビー
JANコード　カメラバックMk.1

カラー

●パネルバック P-50  ¥12,600（￥12,000税抜）
　◦内　寸　50cm（高）×40cm（幅）×8cm（厚）
　◦重　量　650g　
●パネルバック P-60  ¥13,125（￥12,500税抜）
　◦内　寸　60cm（高）×50cm（幅）×8cm（厚）
　◦重　量　750g
●パネルバック P-70  ¥13,650（￥13,000税抜）
　◦内　寸　70cm（高）×60cm（幅）×8cm（厚）
　◦重　量　850g
●パネルバック P-80  ¥14,175（￥13,500税抜）
　◦内　寸　80cm（高）×70cm（幅）×8cm（厚）
　◦重　量　1,000g
●パネルバック P-90  ¥14,700（￥14,000税抜）
　◦内　寸　90cm（高）×80cm（幅）×8cm（厚）
　◦重　量　1,200g

■パネルバック
写真展や絵画展に作品を持ち運ぶのに便利なパネ
ルバックです。
■マットパネル2~3枚収納可能です。■本体に取り付けてあ
る持ち手が肩の負担を軽減します。■10㎜の厚さのウレタン
入りで置いても安心です。■10㎝刻みで5サイズ、ネイビー、
オリーブの2色があります。■東レ、420Ｄナイロン使用。

ネイビー
4982480003800 49824800038244982480003817

オリーブ ブラック
JANコード　大判レンズケース

4982480003855 49824800038794982480003862
OB-70
OB-100

カラー/サイズ

4982480003909 49824800039234982480003916
4982480003954 49824800039784982480003961

OB-140
OB-190

■ストラップ・ウエストベルト
各種ストラップ、ウエストベルトも
ございます。

■レンズケース
全面10㎜厚のウレタンがレンズを保護します。
フルオープンファスナー式でレンズの出し入れ
が簡単です。

●大判レンズケース OB-70     ¥2,730（￥2,600税抜）   サイズ      70㎜（レンズ長）×100㎜×100㎜（幅）
●大判レンズケース OB-100  ¥3,150（￥3,000税抜）　サイズ　100㎜（レンズ長）×100㎜×100㎜（幅）
●大判レンズケース OB-140  ¥3,570（￥3,400税抜）　サイズ　140㎜（レンズ長）×100㎜×100㎜（幅）
●大判レンズケース OB-190  ¥3,990（￥3,800税抜）　サイズ　190㎜（レンズ長）×100㎜×100㎜（幅）

○70φ：35㎜用交換レンズ　○90φ：中判用交換レンズ　○110φ：大口径ズームレンズ､中判用

◦レンズの大きさに合わせ4種類。カラーはネイビー、オリーブ、ブラックの3色です。

■大判レンズケース
大判レンズを一本ずつ
しっかり保護します。
ファスナー開閉でレンズ
の出し入れが簡単です。

JANコード　49-82480　レンズケース　70φ
重　量
40g
50g
50g
60g

￥2,625（￥2,500）
￥2,835（￥2,700）
￥3,045（￥2,900）
￥3,255（￥3,100）

価格（税抜）ネイビー
003008

オリーブ ブラック

003107

カラー/サイズ
70-80㎜
90-100㎜
110-120㎜
130-140㎜

003206

グレー ブルー レッド グリーン イエロー オレンジ

003381

003046
003145

003244

003084
003183

003282

003077
003176

003275

003060
003169

003268

003053
003152

003251

003039
003138

003237

003022
003121

003220

003015
003114

003213
003374003367003350003343003336003329003312003305

JANコード　49-82480　レンズケース　90φ
カラー/サイズ・重量

￥3,150（￥3,000）
￥3,570（￥3,400）
￥3,990（￥3,800）
￥4,410（￥4,200）

価格（税抜）ネイビー
003404

オリーブ ブラック

003503

003602

003435
003534

003633

003411
003510

003619
003725003718003701

100㎜
         50g
150㎜
         60g
200㎜
         80g
250㎜
       100g

JANコード　49-82480　レンズケース　110φ
カラー/サイズ・重量 価格（税抜）ネイビー

002902
002919

002926

￥3,990（￥3,800）
￥4,200（￥4,000）
￥4,410（￥4,200）
￥4.620（￥4,400）002933

カラー/サイズ・重量 価格（税抜）ネイビー
002940
002957

002964

￥4,830（￥4,600）
￥5,040（￥4,800）
￥5,250（￥5,000）
￥5,460（￥5,200）002971

100㎜
         50g
130㎜
         60g
160㎜
         70g
190㎜
         80g

220㎜
         90g
250㎜
       100g
280㎜
       110g
310㎜
       120g

シューティング　20L カメラバックMK .Ⅰスナッピー　12L 全開閉
1気室

◎出し入れしやすい縦ファスナー。◎花の撮影に銀レフがうれしい。

カメラザック
カメラバッグ
カメラケース
レンズケース
三脚ケース
アクセサリー

※パネル、絵画の額縁の外寸を測り、適合する内寸の品番をお選びください。

◎裾部内蔵のレインカバーが便利です。

ラムダのこだわり
Point４　最高級素材を使った抜群の耐久性

●このカタログの内容は2013年3月現在のものです。●掲載製品の外観および諸元は予告なく変更する場合があります。

製造元　ラムダ
〒350-1137　埼玉県川越市砂新田3 - 1 8 - 1 7
TEL 049-246-1380　FAX 049-246-1546
www.lamda-sack.com  inform@lamda-sack.com

ラムダ製品のお求めは当店へ

ネイビー
4982480002001 49824800020324982480002018

オリーブ ブラック
JANコード　カメラケース

4982480002100 49824800021314982480002117
S
M

カラー/サイズ

4982480002209 49824800022304982480002216
4982480002704
4982480002650

49824800027354982480002711
L
XL
中判

JANコード　フリースレインボー
4982480002759

■カメラケース
15㎜のウレタンがカメラを
しっかり守ります。横ブレを
防ぐウエストベルト付きの
安心設計です。
カラー：S~XLはネイビー、
オリーブ、ブラックの3色。中
判はネイビーのみ。

■フリースレインボー
霧、雨、雪ならではの素晴ら
しい一瞬を撮りたい。そんな
カメラマンにお勧めなのが、
カメラ専用の雨具です。レン
ズ部とファインダー部に小
窓があり、カメラの濡れを気
にせず撮影に集中できます。
◎大判カメラまで対応。

■カメラレインボー
雨や雪、強い日差しからカ
メラを守ります。急な雨には
さっとカメラや小物を入れ
て収納。カメラカバー、撮影
中の小物入れに利用可能な
多用途収納カバーです。

■レインボーバケット
軽量から重量三脚へ変身さ
せるストーンバック機能。小
物入れ、フックを外し雨具、
カメラカバーとアイデア次
第。◎大判カメラでも安心
バケット。◎固定テープ付。

●フリースレインボー　￥8,400（￥8,000税抜）
　◦サイズ　直径60cm
　◦重　量　200g
　◦素　材　表：ナイロン（ウレタン防水コート）
　　　　　　裏：フリース
　◦カラー　表：ブラック　裏：ブルー

●カメラレインボー　￥3,780（￥3,600税抜）
　◦サイズ　 直径60cm
　◦重　量　100g
　◦素　材　ナイロン（ウレタン防水コート）
　◦カラー　表：ブラック　裏：シルバー

JANコード　カメラレインボー
4982480002742

●三脚ケースⅡ型　XS 　￥4,200（￥4,000税抜）
　◦収納三脚長　40~50cm
　◦円　周　　   38cm
●三脚ケースⅡ型　S　￥4,725（￥4,500税抜）
　◦収納三脚長　50~60cm
　◦円　周　　   42cm
●三脚ケースⅡ型　M　￥5,250（￥5,000税抜）
　◦収納三脚長　60~70cm
　◦円　周　　   44cm
●三脚ケースⅡ型　L　￥5.775（￥5,500税抜）
　◦収納三脚長　70~80cm
　◦円　周　　   50cm

ネイビー
4982480006207 4982480006214

グレー
JANコード　三脚ケースⅡ型

4982480006221 4982480006238
XS
S

カラー/サイズ

4982480006245 4982480006252
4982480006269 4982480006276

M
L

■三脚ケースⅡ型
開口部までファスナーを延長して
新発売。無駄を廃した軽くてコンパ
クトな設計です。使い勝手を重視し、
ファスナーとベルクロを採用しました。

■ザックカバー
雨、雪からザック、機材を守る
　　  防水仕様のカバーです。

　　　　
　　　■インスタントスノウシュー
　　　雪上の撮影時に三脚もぐりを軽減させます。                                        
　　　 NO.8とNO.10の2タイプ。

●インスタントスノウシュー　各￥1,890（￥1,800税抜）
　◦No.8ネジ径8㎜まで（スリック、ベルボン等）
　◦No.10ネジ径10㎜まで（マンフロット等）
　　※ゴムキャップは使用不可。
　◦厚　さ　5㎜
　◦重　量　30ｇ（3枚）
　◦素　材　ポリプロピレン製。

●レインボーバケット　￥7,350（￥7,000税抜）
　◦サイズ　 一辺70cm バケット直径30cm 深さ12cm
　◦重　量　 220g
　◦素　材　ナイロンタフタ、メッシュ
　◦カラー　表：ブラック　裏：シルバー
●レインボーバケット固定テープ　￥2,100（￥2,000税抜）

レインボーバケット
4982480002094 4982480002162

固定テープ
JANコード　レインボーバケット、固定テープ

●カメラケース　S 　￥5,250（￥5,000税抜）
　◦対応カメラ　ミラーレス一眼
　◦外　寸　　  150㎜（高）×120㎜（幅）×100㎜（厚）
　◦重　量　　  140g　
●カメラケース　M　￥5,565（￥5,300税抜）
　◦対応カメラ　キャノンキッス・ペンタックスK30　
　◦外　寸　　  150㎜（高）×170㎜（幅）×100㎜（厚）
　◦重　量　　  160g
●カメラケース　Ｌ　￥5,985（￥5,700税抜）
　◦対応カメラ　ニコンD700・キャノンD60　 
　◦外　寸　　  150㎜（高）×220㎜（幅）×100㎜（厚）
　◦重　量　　  170g
●カメラケース　XL　￥6,510（￥6,200税抜）
　◦対応カメラ　ペンタックスk-5Ⅱ・ニコンD800　 
　◦外　寸　　  170㎜（高）×200㎜（幅）×180㎜（厚）
　◦重　量　　  200g　
●カメラケース　中判　￥7,350（￥7,000税抜）
　◦対応カメラ　ペンタックスD645
　◦外　寸　　  160㎜（高）×200㎜（幅）×120㎜（厚）
　◦重　量　　  180g

4982480002070

JANコード　インスタントスノウシュー
4982480002063NO.8

NO.10

ツートンカラー
4982480002803

JANコード　デジタルカメラケース

4982480002810
ＸS
S

サイズ

4982480002827
4982480002834

M
L

●デジタルカメラケース  XS  ￥5,250（￥5,000税抜）
　◦対応カメラ　ミラーレス一眼
　◦外　寸　　  80㎜（高）×120㎜（幅）×80㎜（厚）
　◦重　量　　  90g　
●デジタルカメラケース　S　￥5,670（￥5,400税抜）
　◦対応カメラ　オリンパスE-620・キャノンキッス
　◦外　寸　　  130㎜（高）×140㎜（幅）×80㎜（厚）
　◦重　量　　  120g
●デジタルカメラケース　M   ￥6,090（￥5,800税抜）
　◦対応カメラ　キャノンEOS60D・ソニーα　 
　◦外　寸　　  180㎜（高）×160㎜（幅）×100㎜（厚）
　◦重　量　　  140g
●デジタルカメラケース　L　￥6,510（￥6,200税抜）
　◦対応カメラ　ニコンD800・シグマSD1　 
　◦外　寸　　  170㎜（高）×180㎜（幅）×100㎜（厚）
　◦重　量　　  160g　

■デジタルカメラケース
軽量でもカメラをしっかり保護する安心設計です。撮
影時には折り畳み収納可能です。

◦素材：東レ　ナイロン製　
◦カラー：グレーｘブラックのツートン
◦ショルダーストラップ付き

NEW

コード
4982480005064

価　格
JANコード　ザックカバー

4982480006320
N-5型
N-4型

製品名

4982480006313
4982480006306
4982480005071
4982480001752

N-3型
N-2型
霧ヶ峰
高尾山

￥4,200（￥4,000税抜）
￥4,200（￥4,000税抜）
￥3,780（￥3,600税抜）
￥3,150（￥3,000税抜）
￥3,780（￥3,600税抜）
￥3,150（￥3,000税抜）

ラムダのこだわり
Point５　熟練の縫製技術

ポンとカメラを入れて気軽に出掛けましょう。タウンバックにもなるお
しゃれなザックです。

■35㎜、デジタルカメラも収納。■ワンデイタイプ。■１気室､前面縦ファスナーで全開
閉します。■全面ウレタン入り。■取り外し式背面パッド付きで表は銀レフに、裏は
シェードに使用できます。■三脚は縦に取り付け可能です。
　◎外　寸　43cm（高）×33cm（幅）×15cm（厚）
　◎重　量　0.7Kg　
　◎容　量　12L
　◎材　質　420Dナイロン製。
　◎カラー　ネイビー、オリーブ、グレー、ブラック

￥11,550（￥11,000 税抜）

ラムダ初のショルダータイプバックです。フィールドでの風景や花の
撮影に、タウンバック、ビジネスバックとしてもお使いいただけます。

■一眼レフ交換レンズ2~3本、アクセサリー、ノートパソコン収納可能。■タスキ掛け
で体前面から機材の出し入れができます。■バッグ裾部のベルト使用で肩に掛かる荷
重を軽減してくれます。■裏地には制電性素材を使用しホコリまといを抑えています。
■レインカバー内臓です。
　◎内　寸　28cm（高）×35cm（幅）×12cm（厚）
　◎重　量　1Kg　
　◎材　質　強力ナイロン製。　
　◎カラー　ダークグレー、ブラック、ネイビー

￥27,300（￥26,000 税抜）



30㎝

19㎝

21㎝

（内寸）

カメラザックⅤ型･フラップ付　60L 中折れ
2気室

ST ￥52,500　　DX ￥58,800

シューティング　20L

NEW

ネイビー ワイン
4982480001660 49824800016844982480001677

グレー オリーブ
4982480001691

JANコード　カメラザックⅤ型

カラー

ネイビー ワイン
4982480001608 49824800016224982480001615

グレー オリーブ
4982480001646

JANコード　カメラザックⅣ型

カラー ネイビー
4982480001158 49824800011724982480001165

グレー オリーブ
JANコード　カメラザック槍ヶ岳

カラー

ネイビー
4982480001837 49824800018514982480001844

ダークグレー ワイン
JANコード　燕岳

4982480001806 49824800018204982480001813
燕岳645
燕岳35

カラー

  燕岳645 　￥50,400　　   燕岳35　　￥44,100
       （￥48,000 税抜）

（￥50,000 税抜）

ネイビー
4982480001301 49824800013324982480001356

ダークグレー ワイン
JANコード　ハイキングザック

カラー ネイビー サイドポケット
4982480000656 49824800006704982480000663

オリーブ レッド
4982480000687

JANコード　シューティングザック・アクセサリー

カラー ネイビー ワイン
4982480001257 49824800012714982480001264

グレー
4982480001288

JANコード　デジタルカメラザックくぬぎ

カラー レンガ

ネイビー グリーンオレンジ
4982480001707 49824800017214982480001714

ワイン ベージュ
4982480001738 4982480001745

JANコード　デジタルカメラザック高尾山

グレーカラー
4982480001769

ネイビー
4982480006009 49824800060234982480006016

ダークグレー ワイン
JANコード　システムザック霧ヶ峰

カラー ネイビー
4982480001202 49824800012264982480001219

ダークグレー ワイン
JANコード　カメラデイパックこまくさ

カラー

◎便利なフルオープン。

ネイビー ダークグレーワイン
4982480001400 49824800014244982480001417

グレー オリーブ
4982480001431

JANコード　カメラザックⅢ型

4982480001509 4982480001530 4982480001554
Ⅲ型ST
Ⅲ型DX

カラー

ネイビー
4982480001806 49824800018204982480001813

ダークグレー ワイン
JANコード　システムザック双六岳Ⅱ型

カラー

45㎝

37㎝（内寸）

22㎝

18㎝

30㎝（内寸）

31㎝

37㎝

40㎝（内寸）

25㎝

23㎝

37㎝（内寸）

35㎝

30㎝（内寸）

20㎝

20㎝

24㎝

32㎝（内寸）

19㎝

23㎝

30㎝（内寸）

37㎝

27㎝（内寸）

カメラザックⅢ型･フラップ付　35L 中折れ
2気室

カメラザックⅣ型･フラップ付　50L 中折れ
2気室 槍ヶ岳　45L 立置き

2気室 双六岳Ⅱ型　30L 立置き
2気室 霧ヶ峰　20L 立置き

2気室

ハイキングザック･フラップ付　30L 中折れ
2気室燕岳645 35L  ・  燕岳35 20L 全開閉

1気室 くぬぎ　12L 中折れ
2気室

高尾山　12L 全開閉
1気室

シューティング　20L 全開閉
1気室

こまくさ　15L 立置き
2気室

日帰りから1～2泊の山行き、ネイチャーフォトに最適なザックです。

■35㎜、中判カメラを収納できます。■1～2泊の登山、撮影に対応できます。■1気室。
前面ファスナーで全開閉します。取り外し可能な仕切り板が内部を使いやすくします。
■内部が見やすく、出し入れのしやすいフルオープンファスナータイプ。■背面は背負い
やすいようにウレタン縫い合わせです。■野草や高山植物撮影にうれしいレフ板付きで
す。■三脚はザック中心部に取り付け可能です。■ザックカバーNO.3対応です。（別売）
　◎外　寸　47cm（高）×40cm（幅）×19cm（厚）
　◎重　量　1.3Kg　
　◎容　量　20L
　◎材　質　420デニールナイロン製　
　◎カラー　ネイビー、オリーブ、レッド

￥35,700（￥34,000 税抜）
●サイドポケット　￥6,300（￥6,000 税抜）

ヨーロッパスタイルのオシャレなデイパック型カメラザック。カメラハ
イキングや海外旅行にも最適な大きさです。

■上部気室は上から、下部気室は前面から出し入れができます。■35㎜一式収納可
能です。■小型軽量で中高年、女性の方にもぴったりのサイズです。■上下２気室。移
動可能な各仕切り板が便利です。■全面ウレタンパッド入りで機材をしっかり保護し
ます。■背中が蒸れにくいよう背面にメッシュ素材を適用しています。■小型三脚はサ
イドポケットに収納可能です。■ザックカバーNO.2対応です。（別売）
　◎外　寸　42cm（高）×32cm（幅）×16cm（厚）
　◎重　量　1.6Kg　
　◎容　量　15L
　◎材　質　東レ、ライトロン製　
　◎カラー　 ネイビー、ダークグレー、ワイン

￥48,300（￥46,000 税抜）

カメラハイキングやタウンバックとしても使えるおしゃれなワンデイカ
メラザックです。定番のラムダカラーに加えレンガ色も登場です。

■35㎜、中判カメラまで収納できます。■カメラハイキングやタウンバックとしても活躍
するおしゃれなワンデイカメラザック。■上下２気室。上部気室はファスナーで全開する
縦割り式です。下部気室は全面ウレタン入りでしっかり機材をガードします。■ノートパ
ソコン収納可能です。■背中が蒸れにくいようにメッシュ素材を使用しています。■背面
パットがレフ板に使えます。■三脚はザック中心部に取り付けができます。■ザックカ
バーNO.2対応です。（別売）
　◎外　寸　43cm（高）×32cm（幅）×13cm（厚）
　◎重　量　1.2Kg　
　◎容　量　12L
　◎材　質　東レ、セルスパン製
　◎カラー　ネイビー、グレー、ワイン、レンガ

 ￥29,400（￥28,000 税抜）

軽くて背負いやすく、日帰り撮影や小旅行にも最適なカメラザックで
す。機内持ち込みも可能なサイズでカラーも6色揃いました。

■35㎜、中判カメラまで収納。■日帰り～1泊の撮影旅行に対応しています。■1気室。
出し入れしやすい全開閉です。■ショルダーは合成ゴムとウレタンの二重構造で肩に優
しくフィットします。■背中が蒸れにくいようメッシュ素材を使用しています。■背面には
A4サイズの書類等収納可能です。■右サイドポケットはメッシュ製。左サイドポケット
の三脚受けに（三脚、一脚、ストック）セットが可能です。■機内持ち込み可能サイズで
す。■ザックカバーは高尾山用をご使用ください。（別売）
　◎外　寸　40cm（高）×30cm（幅）×15cm（厚）
　◎重　量　1Kg　
　◎容　量　12L
　◎材　質　東レ、レーヨン製
　◎カラー　 ネイビー、ワイン、ベージュ、オレンジ、グリーン、グレー

 ￥27,300（￥26,000税抜）

１～２泊のカメラハイキングに適したザックで海外旅行、機内持込可能
サイズのラムダ定番商品。

■35㎜～中判カメラ。大型望遠レンズ収納可能です。■１～２泊のカメラハイキングに対応
できます。■上下２気室。仕切り板は取り外し可能です。■上部気室内にインナーポケットが
付いて小物整理に便利です。■全面ウレタン入り。■三脚は上部及びサイドに取り付け可能
です。■ザックカバー内蔵です。
　◎外　寸　50cm（高）×40cm（幅）×18cm（厚）
　◎重　量　2.3Kg　
　◎容　量　30L
　◎材　質　ウレタン防水加工強力ナイロン製
　◎カラー　ネイビー、ダークグレー、ワイン

 ￥48,300（￥46,000 税抜）

女性カメラマンにも最適なシステムザック。双六岳Ⅱ型と同じ仕様でひと
まわり小さいタイプです。取り外し可能なサイドポケットで収納力も十分
です。（日本ではラムダだけの採用です。）

■35㎜、中判カメラまで収納。大型望遠レンズも収納可です。■１～２泊の夏山登山撮影に
対応しています。■上下２気室。気室内の仕切り板は取り外し可能で自由な収納スペースを
作る事が出来ます。■全面ウレタン入り。■三脚は上部にワンタッチで付け外しができます。
サイドにも取り付け可能です。■ザックカバーは霧ヶ峰用をご使用ください。（別売）
　◎外　寸　45cm（高）×33cm（幅）×15cm（厚）
　◎重　量　2.1Kg　
　◎容　量　20L
　◎材　質　東レ、ライトロン製
　◎カラー　ネイビー、ダークグレー、ワイン

 ￥50,400（￥48,000 税抜）

下室の開口部を長方形に変更、ザックカバーが内蔵されより便利に機
能的になりました。ザックを立てかけたまま機材の出し入れが可能です。
天蓋を利用すれば更に収納力がアップします。

■35㎜、中判、大判カメラが収納できます。■カメラを何台か収納しての撮影会参加にも対
応できます。■上下２気室。上から機材の取り出しもできる上部気室が便利です。取り外し可
能な各仕切り板で収納力をアップ。■機能的な天蓋装備で更に収納力がアップします。■全
面ウレタン入り。■三脚は上部に取り付けでき、サイドにも取り付け可能です。■ザックカ
バー内蔵です。
　◎外　寸　47cm（高）×35cm（幅）×19cm（厚）
　◎重　量　2.7Kg　
　◎容　量　30L
　◎材　質　東レ、ライトロン製
　◎カラー　ネイビー、ダークグレー、ワイン

￥60,060（￥57,200 税抜）

機材の出し入れを重視したフルオープン式。上部天蓋を枕のように支え
ると背面を汚さず地面に置くことができます。天蓋にはザックカバーが
内蔵されています。サイドポケットは折りたたみ式、メッシュの内ポケット
は取り出しやすく機能的です。

■燕岳645は中判、大判カメラが収納できます。燕岳35は35㎜一眼レフ・交換レンズ2～3
本収納可能です。■風景写真、山岳写真にも最適です。■1気室。取り外し可能な各仕切り
板で収納力をアップ。■機能的な天蓋装備で更に収納力がアップします。■全面ウレタン入
り。■三脚は上部、サイドに取り付け可能です。■燕岳35は天蓋を取り外し、サイドポケット
をたたむと機内持ち込み可能になります。■ザックカバー内蔵です。
　燕岳645
　◎外　寸　60cm（高）×40（幅）×22（厚）
　◎重　量　3.1Kg
　◎容　量　35L
　◎材　質　東レ、ライトロン製　
　◎カラー　ネイビー、ダークグレー、ワイン

Ⅳ型と同タイプの山向き、背負いやすさ抜群のラムダ定番のベスト商
品です。

■35㎜、中判カメラまで収納。大型望遠レンズも収納可です。■１～２泊の夏山登山撮影
に対応しています。■上下２気室。気室内の仕切り板は取り外し可能で自由な収納スペー
スを作る事ができます。■上部気室内にインナーポケット装備。■全面ウレタン入り。下段
は硬質ウレタン。■三脚は上部にワンタッチで付け外しができます。サイドにも取り付け可
能です。■ザックカバー内蔵です。
　◎外　寸　50cm（高）×40cm（幅）×18cm（厚）
　◎重　量　2.3Kg　
　◎容　量　35L
　◎材　質　ＳＴ：東レ、セルスパン製　ＤＸ：強力ナイロン製
　◎カラー　ST:ネイビー、グレー、オリーブ、ワイン
                 DX:ネイビー、ワイン、ダークグレー

使いやすさ、背負いやすさ、収納力で人気です。折りたたみ式のサイド
ポケットが便利です。山岳写真からネイチャーフォトまでその力を発揮
してくれます。

■中判、大判カメラが収納可能です。■2～3泊の小屋泊まりにも対応できます。■上下２
気室。仕切り板は取り外し可能で自由な収納スペースを作る事が出来ます■折りたたみ
式サイドポケットは収納力があります。■ワンタッチで装着できるザックカバーがフラップ
に収納装備され急な雨にも安心です。■全面ウレタンパッド入りで機材をしっかり守りま
す。■三脚は上部取り付け可能です。
　◎外　寸　58cm（高）×34cm（幅）×23cm（厚）
　◎重　量　3.3Kg　
　◎容　量　45L
　◎材　質　東レ、セルスパン製　
　◎カラー　ネイビー、グレー、オリーブ

￥68,250（￥65,000 税抜）

斜面の多い山での撮影に最適な中折れタイプです。夏山、冬山撮影に
も対応した全面ウレタン入りの安心設計です。

■中判、大判カメラも余裕で収納できます。■３～４泊の夏山、冬山登山にも対応。■上下
２気室。取り外し可能な各仕切り板で収納力をアップ。■上下２個のフロントポケット、
4×5のシートホルダーが入るサイドポケット。■全面ウレタン入り。下段は硬質ウレタン。
■三脚はワンタッチ付け外し可能でサイドにも取り付け可能です。■ザックカバー内蔵です。
　◎外　寸　58cm（高）×43cm（幅）×23cm（厚）
　◎重　量　3.0Kg　
　◎容　量　50L
　◎材　質　東レ、セルスパン製　
　◎カラー　ネイビー、グレー、オリーブ、ワイン

￥60,900（￥58,000 税抜）

長期の山行にはカメラ機材、衣類もたっぷり詰め込んで行きたい。そ
んな時には余裕の60㍑収納のⅤ型を選びたい。

■テント山行にも対応できる60㍑の大容量。大判カメラの長期撮影にも最適です。■上
下２気室。フルオープンの上部気室と荷物の出し入れがスムーズなU形オープンの下部気
室。■背中にぴったりフィットする背面U形フレームとＷ構造のショルダーベルトは肩に優
しい安心設計です。■背面を下にしてザックを置く場合の汚れ防止に背面上部に収納式
背面カバーを装備しています。■全面ウレタンパッド入りで機材をしっかり守ります。■三
脚は上部及びサイドにも取り付け可能です。■ザックカバー内蔵です。
　◎外　寸　70cm（高）×44cm（幅）×25cm（厚）
　◎重　量　3.7Kg　
　◎容　量　60L
　◎材　質　東レ、セルスパン製　
　◎カラー　ネイビー、グレー、オリーブ、ワイン

￥84,000（￥80,000 税抜） （￥56,000 税抜）
         　  （￥42,000 税抜）

27㎝

40㎝（内寸）

28㎝

45㎝

34㎝（内寸）

57㎝

37㎝（内寸）

◎天蓋を枕のようにすると背面が汚れません。

◎フラップ部分内蔵のザックカ
バーが便利。

◎U型フレームとW構造のベ
ルトが肩に優しい。

◎下部気室たっぷり収納、しっかり保護します。

◎上部気室にも余裕の収納です。

◎下部気室収納、しっかり保護。

◎上部気室収納、メッシュポケット
が便利です。

◎下部気室収納、しっかり保護します。

◎上部気室収納、小物整理に便利
なメッシュポケット付き。

◎下部気室収納、しっかり保
護します。 ◎上部気室収納もたっぷりです。

◎余裕の収納です。

◎下部気室は余裕の収納です。◎上部気室もたっぷり収納できます。
◎収納もたっぷり、全開閉で出し
入れもしやすい。

◎出し入れしやすい下部気室。
◎別売のサイドポケットで更に
収納力アップ。 ◎花の撮影に銀レフがうれしい。 ◎背面パットは銀レフに使用。

◎ラムダオンリーワンの取り
外し可能なサイドポケット。

ラムダのこだわり
Point1　人に優しい設計

ラムダのこだわり
Point３　機材をしっかり保護

ラムダのこだわり
Point２　機能的な仕切り、ポケット

燕岳35
◎外　寸　46cm（高）×36（幅）×18（厚）　
◎重　量　2.2Kg
◎容　量　20L
◎材　質　東レ、ライトロン製　
◎カラー　ネイビー、ダークグレー、ワイン

◎長い仕切り板は縦横移動可能です。

◎カメラも小物もスッキリ収納
します。

25㎝

23㎝

37㎝（内寸）

◎上室の収納もたっぷりで安心。

◎上室の収納もたっぷりです。
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