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収納物の量に応じてボタンを
外し、マチの幅を広く出来ます。

サイドポケットの脇にジッパー
があり、収納物の量に応じてマ
チの幅を調節出来ます。

ワンタッチでキーホルダー等が
脱着可能な便利機能です。

ローリングケースの取っ手に引っ
掛けるためのループバンド。

静かに撮影したい時、ベルクロ
にカバーをして音を発生しにく
くするギミックです。

付属している仕切りパネルの数
を示します。

革新的でカスタマイズが可能なインサートシステム。マジックテープの形状から、従来よりも自在
に仕切りを動かし、また曲げて使うこともでき、さまざまな機材に合わせることができます。

ディバイダー数 エクスパンダブル
フロントポケット

エクスパンダブル
サイドポケット キーリング ローリングケース用

リアループ 消音機能

独創的でありながら、自在に動かせるポケット、ポーチ、パッチシステム。各収納はコンパート
メントのほとんどの部分に取り付けることができ、機材に合わせてレイアウトできます。
※標準付属品ではありません。

カメラバッグ界において、変わらないという伝統の代名詞的な存在であるドンケが、ネクストジェネレーションとして進化します。新たなデザイン
は、GearProtexやPocketFlexなどの革新的な機能を組み合わせて使うことによって、思いのままに、しっかりと機材を保護し、アクセスも
簡単です。ネクストジェネレーションは、古きを捨てず、かつ先進的なデザインと機能性を兼ね備えた、ドンケの新しいラインナップです。

ドンケ・ネクストジェネレーションとは

2つの新機能

6つのファンクション
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ワックスウェア　ブラック/サンド

ワックスウェア　　ミリタリー /ブラック

ワックスウェア　ミリタリー /ブラック

ワックスウェア　ブラック/サンド

キャンバス　カーキ/ブラック

コーデュラ　ブラック/ブラック	

コーデュラ　ブラック/ブラック	

外寸	:	約40×17×25cm、内寸	:	約31×16×23cm　　重量	:	約1.9	kg
色（ワックスウェア）	:	ブラック/サンド、ミリタリー /ブラック
色（キャンバス）	:	カーキ/ブラック、　色（コーデュラ）	:ブラック/ブラック

外寸	:	約36×17×20cm、内寸	:	約27×16×18cm　　重量	:	約1.7	kg
色（ワックスウェア）	:	ブラック/サンド、ミリタリー /ブラック
色（コーデュラ）	:ブラック/ブラック

クロニクル　CHRONICLE

レッジャー　LEDGER

標準ズームレンズを装着した中型一眼レフボディ1-2	台、レンズ	2-3	本
程度、ストロボなどのアクセサリーの収納が可。もしくは中型一眼レフボ
ディ1台、70-200/F2.8	クラスのレンズ	+2-3	本のレンズなどが収納
可。長辺	24cm	のタブレットが収納できます。

標準ズームレンズを装着した中型一眼レフボディと70-200/F2.8クラ
スのレンズを含む交換レンズ3-4本、フラッシュなどのアクセサリーが収
納可。長辺24cmのタブレットが収納できます。

クロニクル	ワックスウェア	ブラック/サンド	
クロニクル	ワックスウェア	ミリタリー/ブラック	
クロニクル	キャンバス	 カーキ/ブラック	
クロニクル	コーデュラ	 ブラック/ブラック	

レッジャー	ワックスウェア	ブラック/サンド	
レッジャー	ワックスウェア	ミリタリー/ブラック	
レッジャー	コーデュラ	 ブラック/ブラック	

0884613016074
0884613016098
0884613016081
0884613017859

0884613016128
0884613016142
0884613017866 

￥68,000（税抜）

￥62,500（税抜）

￥68,000（税抜）

￥62,500（税抜）

￥62,500（税抜）

￥57,000（税抜）

￥62,500（税抜）

ネクスト・ジェネレ ー ション
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ワックスウェア　ブラック/サンド

ワックスウェア　　ブラック/サンド

ワックスウェア　ミリタリー /ブラック

コーデュラ　タン/ブラック

キャンバス　カーキ/ブラック

ワックスウェア　ミリタリー /ブラック	 コーデュラ　ブラック/ブラック	

コーデュラ　ブラック/ブラック	

外寸	:	約41×11×26cm、内寸	:	約32×10×24cm　　重量	:	約1.7	kg
色（ワックスウェア）	:	ブラック/サンド、ミリタリー /ブラック
色（キャンバス）	:	カーキ/ブラック、　色（コーデュラ）	:ブラック/ブラック

ポーチ装着時外寸	:	約40×11×21cm、		ポーチ取り外し時外寸	:	約25×11×21cm
本体内寸	:	約24×10×19cm、重量	:	約1.1	kg
色（ワックスウェア）	:	ブラック/サンド、ミリタリー /ブラック
色（コーデュラ）	:タン/ブラック、ブラック/ブラック

ヘラルド　HERALD

クロスタウンクーリエ　CROSSTOWN COURIER

標準ズームレンズを装着した中型一眼レフボディと	70-200/F2.8	クラスのレンズを含む
交換レンズ機材	2-3	本、フラッシュなどのアクセサリーを収納可。長辺	24cm	のタブレッ
トが収納できます。	カメラを収納せず、仕切を外せば	A4	サイズの書類も入り、ビジネスバッ
グとしても使用可能です。

中型一眼レフボディ1台と、1-2	本の標準ズームレンズ、フラッシュを収納可。24cm幅の
タブレットを収納できます。両サイドのポケットは脱着式になっており、シチュエーションに
よってサイズを変えられます。

ヘラルド	 ワックスウェア	ブラック/サンド	
ヘラルド	 ワックスウェア	ミリタリー/ブラック	
ヘラルド	 キャンバス	 カーキ/ブラック	
ヘラルド	 コーデュラ	 ブラック/ブラック	

クロスタウンクーリエ	 ワックスウェア	 ブラック/サンド	
クロスタウンクーリエ	 ワックスウェア	 ミリタリー/ブラック	
クロスタウンクーリエ	 コーデュラ	 タン/ブラック	
クロスタウンクーリエ	 コーデュラ	 ブラック/ブラック	

0884613016173
0884613016197
0884613016180
0884613017873

0884613016272
0884613016296
0884613016302
0884613016319

￥59,000（税抜）

￥45,000（税抜）

￥59,000（税抜）

￥51,000（税抜）

￥53,000（税抜）

￥51,000（税抜） ￥45,000（税抜）

￥53,000（税抜）

ネクスト・ジェネレ ー ション
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ワックスウェア　ブラック/サンド

ワックスウェア　ブラック/サンド

コーデュラ　ストーン/ブラック

コーデュラ　ストーン/ブラック

ワックスウェア　ミリタリー /ブラック

外寸	:	約53×12×30cm、内寸	:	約40×11×28cm　　重量	:	約2.0	kg
色（ワックスウェア）	:	ブラック/サンド、ミリタリー /ブラック、　色（コーデュラ）	:ブラック/ブラック

外寸	:	約11×14×17cm、内寸	:	約10×12×14cm　　重量	:	約0.5	kg
色（ワックスウェア）	:	ブラック/サンド、ミリタリー /ブラック

外寸	:	約17×25×40cm、内寸	:	約16×23×11cm　　重量	:	約1.8	kg
色（コーデュラ）	:	ストーン/ブラック

外寸	:	約11×24×35cm、内寸	:	約10×22×26cm　　重量	:	約1.4	kg
色（コーデュラ）	:	ストーン/ブラック

メトロメッセンジャー　METRO MESSENGER

トレッカー　TREKKER

イメージメーカー　IMAGE MAKER

ディレクター　DIRECTOR

2台の中型一眼レフボディと、中型ズームレンズ3本、フラッシュなどのアクセサリー
を収納可。もしくは中型一眼レフボディ1台	+4本程度の中型ズームレンズとアクセ
サリーを収納可。長辺	24cm	のタブレットが収納できます。

ミラーレスカメラとレンズ1-2本や、コンパクトカメラと
アクセサリーを収納可。	ショルダーベルトを外し、背面
ベルトループを使用してウェストに付ける事もできます。

標準ズームレンズを装着した中型一眼レフボディ1-2台とフラッシュなどのアクセサリーを
収納可。長辺	24cm	のタブレットを収納できます。

中型一眼レフボディ1台と、70-200/F2.8	クラスのレンズを含む	1-2	本のレンズ	+	フ
ラッシュなどのアクセサリーを収納可。長辺	24cm	のタブレットを収納できます。

メトロメッセンジャー	 ワックスウェア	 ブラック/サンド	
0884613016371
メトロメッセンジャー	 ワックスウェア	 ミリタリー/ブラック	
0884613016395
メトロメッセンジャー	 コーデュラ	 ブラック/ブラック	
0884613016418

トレッカー	 ワックスウェア	 ブラック/サンド	
トレッカー	 ワックスウェア	 ミリタリー/ブラック	

イメージメーカー	コーデュラ	ストーン/ブラック

ディレクター　コーデュラ　ストーン/ブラック

0884613017910
0884613017927

0884613017897

0884613017903

￥75,000（税抜）

￥32,000（税抜）

￥57,000（税抜）

￥49,000（税抜）

ワックスウェア　ミリタリー /ブラックコーデュラ　ブラック/ブラック

￥69,000（税抜） ￥75,000（税抜）

￥32,000（税抜）

ネクストジェネレーションシリーズは、ドンケの伝統的なスタイルを踏襲しながらも現代の撮影スタイルに合わせて各部がブラッシュアップされています。形状が新しく
なったスイベルフックや機材を守るために追加されたサイドフラップ、マチの幅が変えられるポケット等の各部の進化に加え、全体的なタフさも増しています。
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横幅はシリーズ最大。フロントとサイドなど、収納スペースは全部で17箇所。
35mm一眼レフなら3台まで、また中判カメラも収納できる大容量バッグです。

世界中の報道カメラマン達にもっとも愛されている超定番、いわばドンケの原点です。
35mm一眼レフを2台+レンズ4本+ストロボなど、基本的な機材一式を収納可能。

基本デザインはF-3Xを踏襲しつつも、深さを大きく取っているために望遠ズームの収納
に最適。一回り大きなこのゆとりが、プラスαの装備携行を可能にします。

F-1X

F-2

F-4AF

￥44,000（税抜）

￥34,000（税抜）

￥35,500（税抜）

F-6	 スタンダード	ブラック	
F-6	 スタンダード	サンド	
F-6	 スタンダード	オリーブ	

0750062002848
0750062002862
0750062020699

外寸	:	約52×22×22cm、内寸	:	約42×14×21cm　　重量	:	約1.7	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　付属コンパートメント	:	FA-240×1ヶ
対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

外寸	:	約40×17×23cm、内寸	:	約35×15×22cm　　重量	:	約1.2	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　付属コンパートメント	:	FA-240×1ヶ
対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

外寸	:	約34×21×30cm、内寸	:	約21×15×24cm　　重量	:	約1.1	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド　　付属コンパートメント	:	FA-211×1ヶ、	FA-220×1ヶ
対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

バッグを持って走れるという機動性を考えて作られたコンパクトモデル。35mm一眼レフ1台とレンズ2
〜3本、その他ストロボ等のアクセサリーの収納が可能です。

F-3X ￥29,000（税抜）

外寸	:	約34×18×26cm、内寸	:	約24×14×22cm　　重量	:	約1.0	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　付属コンパートメント	:	作り付け、内仕切り1枚付属
対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

F-2の小型版。35mm一眼レフ1台とレンズ2〜3本のほかアクセサリー類を収納。	M型ライカ
なら、ボディ	2台とレンズ4本、さらにストロボ等のアクセサリーが入ります。

F-6 ￥25,000（税抜）

外寸	:	約32×17×21cm、内寸	:	約30×14×18.5cm　　重量	:	約0.8	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　付属コンパートメント	:	FA-246×1ヶ
対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

F-1X	 スタンダード	ブラック	
F-1X	 スタンダード	サンド	
F-1X	 スタンダード	オリーブ	

0750062002664
0750062002688
0750062002725

F-2	 スタンダード	ブラック	
F-2	 スタンダード	サンド	
F-2	 スタンダード	オリーブ	

0750062002619
0750062002640
0750062020477

F-3X	 スタンダード	ブラック	
F-3X	 スタンダード	サンド	
F-3X	 スタンダード	オリーブ	

0750062002695
0750062002718
0750062020484

F-4AF	スタンダード	ブラック	
F-4AF	スタンダード	サンド	

0750062002756
0750062002794

スタ ン ダード モ デル
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20年以上継続して作り続けられている定番シリーズです。ドンケのスタンダードモデルはコットンならではの落ち着いた色合いが特徴です。汚れたら洗うことも出来ま
すので（裏表紙の取扱説明をご参照下さい）、柔らかく変化してゆく風合いを楽しみながら、長い間ご愛用いただけます。

F-612	スタンダード	ブラック 0049383206449

ドンケの最大モデルです。バッグ背面には、3段階に位置調整できる着脱可能なベルト
(FA-745)が標準装備されており、現場での激しい動きにもフィットします。

F-7 ￥49,000（税抜）

外寸	:	約48×17×31cm、内寸	:	約35.5×16×28cm　　重量	:	約2.0	kg　　付属コンパートメント	:	FA-211×2ヶ、FA-220×1ヶ
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

ニコンまたはキヤノン製の300mm	F2.8レンズにカメラボディを装着した状態でぴたりと収納できるサイズ、上フタが斜めに開く特徴的な
デザインなど当時をそのままに再現しつつ、パッドの厚みを増して保護性を改良するなどの堅実な造りが特徴です。色はブラックのみ。

F-612 ￥28,000（税抜）

外寸	:	約19	×22×35cm、内寸	:	約18×18×33cm　　重量	:	約0.85	kg　　色（キャンバス）	:	ブラック　　付属コンパートメント	:	なし

F-9と並ぶ入門キット用のドンケバッグ。小さくてもドンケの工場でMade	in	
U.S.A.を守って造られています。F-5シリーズのような斜めのDOMKE織りネームと、
F-3Xに倣った中央一点留めフックが印象的です。

F-10 ￥20,000（税抜）

外寸	:	約29×15×22cm、内寸	:	約27.5-20×11-10×18cm　　重量	:	約0.725	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　内仕切	:	2枚付属

年を追うごとに小型化するデジタル一眼レフ入門機に対応した造りの可愛らしい小型モデル。フラップを開くと
手前にファスナー付きのポケットがあり、小物の収納に便利です。ハンドル部分には革アテが付いています。

F-9 ￥18,000（税抜）

外寸	:	約22×15×22cm、内寸	:	約21-17.5×10.5-8.5×18cm　　重量	:	約0.65	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　内仕切	:	1枚付属

F-3Xをサイズダウンした、小型一眼レフまたは小型のデジタルビデオカメラに適したバッグです。
本体気室の他に、左右に小さなサイドポケットを装備しており、ストラップは着脱可能。

F-8 ￥18,500（税抜）

外寸	:	約23×13×18cm、内寸	:	約17×10×17cm　　重量	:	約0.7	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　内仕切	:	2枚付属

F-7	 スタンダード	ブラック	
F-7	 スタンダード	サンド	

0750062002879
0750062002886

F-8	スタンダード		ブラック	
F-8	スタンダード		サンド	
F-8	スタンダード		オリーブ	

0049383217773
0049383140873
0049383140866

F-9	 スタンダード	ブラック	
F-9	 スタンダード	サンド	
F-9	 スタンダード	オリーブ	

0049383085099
0049383085112
0049383085105

F-10	 スタンダード	ブラック	
F-10	 スタンダード	サンド	
F-10	 スタンダード	オリーブ	

0049383206395
0049383206425
0049383085082
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最小サイズのサッチェル・バッグ。カメラ1台とレンズ数本が収納できます。F-802
同様のデザインですが、こちらはバッグ側面フックでF-2に取り付け可能。

米国の新聞記者の為に、通勤兼取材用のバッグとして開発されたモデル。
サイドと底には薄手のパッドが入っており、ノートパソコンも運べます。

F-5XBをモチーフにしたバッグです。標準ズームを装着した小型一眼レフカメラとレンズ2本
を収納可。下部ファスナーから内部にアクセスできます。

M型ライカに最適なサイズ。ストラップは取り外し可能で、別売ベルト(FA-745)を
付ければウエストバッグにもなります。本体はファスナーで開閉します。

ベストセラーであるF-5XBの横幅を少しスリムにし、小型のデジタル一眼レフ&普及クラスズームレ
ンズが収納できるコンパクトなバッグです。普及クラスレンズだけなら2本まで収納可能。	

F-803

F-802

F-5XC

F-5XB

F-5XA

￥30,000（税抜）

￥22,000（税抜）

￥24,000（税抜）

￥17,500（税抜）

￥13,500（税抜）

外寸	:	約33×11×25cm、内寸	:	約31×9×22cm　　重量	:	約0.8	kg　　色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ
付属コンパートメント	:	FA-280×1ヶ　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

外寸	:	約38.5×13×32cm、内寸	:	約38×7×31cm　　重量	:	約1.1	kg　　色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ
付属コンパートメント	:	なし　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

外寸	:	約22×12×18cm、内寸	:	約18×10×17cm　　重量	:	約0.5	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　内仕切	:	1枚付属　		対応アクセサリー（別売）	:	FA-745ドンケ・ベルト

外寸	:	約28×12×18cm、内寸	:	約23×10×17cm　　重量	:	約0.5	kg
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　　内仕切	:	2枚付属
対応アクセサリー（別売）	:	FA-745ドンケ・ベルト

外寸	:	約28×12×27cm、内寸	:	約23×10×22cm　　重量	:	約0.8	kg　　内仕切	:	2枚付属
色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ　		対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド

F-5XB	 スタンダード	 ブラック	
F-5XB	 スタンダード	 サンド	
F-5XB	 スタンダード	 オリーブ	

0750062002800
0750062002831
0750062020491

F-5XC	 スタンダード	 ブラック	
F-5XC	 スタンダード	 サンド	
F-5XC	 スタンダード	 オリーブ	

0049383060614
0049383060607
0049383206951

F-802	スタンダード	ブラック	
F-802	スタンダード	サンド	
F-802	スタンダード	オリーブ	

0750062002978
0750062002992
0750062020514

F-803	スタンダード	ブラック	
F-803	スタンダード	サンド	
F-803	スタンダード	オリーブ	

0750062003036
0750062003050
0750062020521

F-5XA	 スタンダード	 ブラック	
F-5XA	 スタンダード	 サンド	
F-5XA	 スタンダード	 オリーブ	

0049383099218
0049383140903
0049383121940

スタ ン ダード モ デル
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J-3	ジャーナリスト	ブラック0750062015985

J-5XB	ジャーナリスト	ブラック0049383062564

J-2	ジャーナリスト	ブラック0750062013127

J-5XA	ジャーナリスト	ブラック0049383207477

J-5XC	ジャーナリスト	ブラック0049383207422

J-1	ジャーナリスト	ブラック0750062013110

報道用として、特に酷使が想定される用途のために開発されたJシリーズ(ジャーナリスト・シリーズ )の最大モデル。強靱なバリスティック
生地と入念な縫製、サイドポケットに付けられたロックなど、まさにJの名を語るに相応しい仕様です。バッグ底部にゴム製石突きを装備。

J-1 ￥47,000（税抜）

外寸	:	約47×18×29cm　　内寸	:	約35.5×16.5×24cm　　重量	:	約2.0	kg　　色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　
付属コンパートメント	:	720-2JM（メイン気室用）、720-2JP（エンドポケット用）　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド

扱い易い中型モデル。大型の35mm一眼レフが2台、それに77mmφクラスの大口径ズームレンズも2本入り、サイドにはさらにボディや
ストロボが入る余裕があります。

J-2 ￥42,000（税抜）

外寸	:	約42×18×23cm　　内寸	:	約30×16.5×19.5cm　　重量	:	約1.7	kg　　色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　
付属コンパートメント	:	720-2JM（メイン気室用）、720-2JP（エンドポケット用）　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド

携行装備を最小限に抑えて取材するときには、このバッグをお選び下さい。外観はコンパクトながらも、造りはJシリーズの仕様を忠実に継承しています。

J-3 ￥36,000（税抜）

外寸	:	約33×19×25cm、内寸	:	約21×16.5×21cm　　重量	:	約1.3	kg　　色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　
付属コンパートメント	:	J-3専用仕切り、720-2JP（エンドポケット用）　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド

J-803	ジャーナリスト	ブラック0750062021566

ノートPCを入れて通勤用にも使える新聞記者御用達サッチェル・バッグ。前ポケット内部にはアクセサリー（ケーブル等）固定用のバンドを装備。

J-803 ￥32,000（税抜）

外寸	:	約 34×11×25cm　　内寸	:	約 31×9×23cm　　重量	:	約1.0	kg　　色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　
付属コンパートメント	:	FA-280×1ヶ　対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド

J-5XBの横幅を短くし、小型デジタル一眼レフのレンズキットが収納できるコンパクトなバッグです。クラス最小ながら、上位モデルと同じ工場で縫製されています。

J-5XA ￥13,500（税抜）

外寸	:	約22×12×18cm、内寸	:	約18×10×17cm　　重量	:	約0.5	kg　　色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　
内仕切り	:	1枚付属　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-745	ドンケ・ベルト

取材現場でF-5XBをサブバッグとして使う報道写真家達からの「同じサイズでぜひバリスティックナイロンを」、という要望にドンケが応えた一品です。

J-5XB ￥18,000（税抜）

外寸	:	約28×12×18cm　　内寸	:	約23×10×17cm　　重量	:	約0.5	kg
色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　内仕切り	:	2枚付属　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-745	ドンケ・ベルト

J-5XBをモチーフにした縦型バッグで、通勤用バッグとしても使える程度のポケット機能性を備えています。

J-5XC ￥22,500（税抜）

外寸	:	約28×12×27cm　　内寸	:	約23×10×22cm　　重量	:	約0.8	kg　　色（バリスティックナイロン）	:	ブラック　　内仕切り	:	2枚付属
対応アクセサリー（別売）	:	FA-031	ショルダー・パッド

頑丈な仕様が特徴のシリーズです。厚手のクッション、強靱な生地、ロック付きサイドポケットやゴム製石突き等、各ディテールに信頼感が宿ります。

ジャー ナリスト
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F-2	ワックスウェア	ブラウン0049383082760

F-4AF	ワックスウェア	ブラウン0884613006983

F-8	ワックスウェア	ブラウン 0884613012663

F-3X	ワックスウェア	ブラウン0049383155563

F-6	ワックスウェア	ブラウン 0049383063721

F-10	ワックスウェア	ブラウン0884613006990

世界中の報道カメラマン達にもっとも愛されている超定番、いわばドンケの原点です。35mm一眼レフを2台+レンズ4本
+ストロボなど、基本的な機材一式を収納可能。

F-2 ワックスウェア ￥37,000（税抜）

外寸	:	約40×17×23cm、内寸	:	約35×15×22cm　　重量	:	約1.2	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　付属コンパートメント	:	FA-240×1ヶ
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

バッグを持って走れるという機動性を考えて作られたコンパクトモデル。35mm一眼レフ1台とレンズ2〜3本、その他ス
トロボ等のアクセサリーの収納が可能です。

F-3X ワックスウェア ￥31,000（税抜）

基本デザインはF-3Xを踏襲しつつも、深さを大きく取っているために望遠ズームの収納に最適。一回り大きなこのゆとり
が、プラスαの装備携行を可能にします。

F-4AF ワックスウェア ￥37,000（税抜）

外寸	:	約34×21×30cm、内寸	:	約21×15×24cm　　重量	:	約1.1	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　付属コンパートメント	:	FA-211×1ヶ、	FA-220×1ヶ
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

F-2の小型版。35mm一眼レフ1台とレンズ2〜3本のほかアクセサリー類を収納。	M型ライカなら、ボディ2台とレン
ズ4本、さらにストロボ等のアクセサリーが入ります。

F-6 ワックスウェア ￥25,500（税抜）

外寸	:	約32×17×21cm、内寸	:	約30×14×18.5cm　　重量	:	約0.8	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　付属コンパートメント	:	FA-246×1ヶ
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

F-3Xをサイズダウンした、小型一眼レフまたは小型のデジタルビデオカメラに適したバッグです。本体気室の他に、左右に小さなサイドポケット
を装備しており、ストラップは着脱可能。

F-8 ワックスウェア ￥19,500（税抜）

外寸	:	約23×13×18cm、内寸	:	約17×10×17cm　　重量	:	約0.8	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　内仕切	:	2枚付属　　付属品：リプルーフ用ワックス缶

F-9と並ぶ入門キット用のドンケバッグ。小さくてもドンケの工場でMade	in	U.S.A.を守って造られています。F-5シリーズのような
斜めのDOMKE織りネームと、F-3Xに倣った中央一点留めフックが印象的です。

F-10 ワックスウェア ￥21,000（税抜）

外寸	:	約29×15×22cm、内寸	:	約27.5-20×11-10×18cm　　重量	:	約0.725	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　内仕切	:	2枚付属　　付属品：リプルーフ用ワックス缶

外寸	:	約34×18×26cm、内寸	:	約24×14×22cm　　重量	:	約1.0	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　コンパートメント	:	作り付け、内仕切り1枚付属
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類
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F-945	ワックスウェア	ブラウン0884613007010F-902	ワックスウェア	ブラウン0884613007027F-901	ワックスウェア	ブラウン 0884613007003

ワックスウェア用リプルーフワックス 4933761047136

F-900	ワックスウェア	ブラウン0884613007034

F-803	ワックスウェア	ブラウン0049383082777

F-5XZ	ワックスウェア	ブラウン 0049383121964

F-5XB	ワックスウェア	ブラウン 0049383155570

欧米で伝統的なハンティング用品に使われているワックスコットンを素材としたシリーズで、新品時から味のある風合いを持ちながらも経年変化が楽しめる生地です。
耐久性と耐水性に富む米国ワックスウェア社のオイル引きキャンバスを使用しています。

M型ライカに最適なサイズ。ストラップは取り外し可能で、別売ベルト(FA-745)を付ければウエストバッグにもなります。本体はファ
スナーで開閉します。

F-5XB ワックスウェア ￥18,500（税抜）

外寸	:	約28×12×18cm、内寸	:	約23×10×17cm　　重量	:	約0.5	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　内仕切り	:	2枚付属
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-745ドンケ・ベルト

標準ズームを装着した小型一眼レフカメラとレンズ2本を収納可。内装やストラップの仕様などは標準のF-5XCに準じていますが、この
F-5XZには二段目気室のファスナーが除かれた仕様になっているので別品番として表記されています。(バッグ内は1気室です)

F-5XZ ワックスウェア ￥25,000（税抜）

外寸	:	約28×12×27cm、内寸	:	約23×10×22cm　　重量	:	約0.8	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　内仕切り	:	2枚付属
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド

最小サイズのサッチェル・バッグ。カメラ1台とレンズ数本が収納できます。F-802同様のデザインですが、こちらはバッグ側
面フックでF-2に取り付け可能。

F-803 ワックスウェア ￥33,000（税抜）

外寸	:	約33×11×25cm、内寸	:	約31×9×22cm　　重量	:	約0.8	kg　　色（ワックス）	:	ブラウン　　付属コンパートメント	:	FA-280×1ヶ
付属品：リプルーフ用ワックス缶　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

F-900 ワックスウェア ￥5,000（税抜）

外寸:約7.5×18×4.5cm　色（ワックス）:ブラウン

F-902 ワックスウェア ￥8,000（税抜）

外寸:約13×28×8cm　色（ワックス）:ブラウン

F-945 ワックスウェア ￥7,300（税抜）

外寸:約21.5×14×9cm　色（ワックス）:ブラウン

F-901 ワックスウェア ￥7,200（税抜）

外寸:約13×23×8cm　色（ワックス）:ブラウン

ワックスウェア用リプルーフワックス ￥1,000（税抜）

キャンバス生地にオイルが染みこませてあり、使用頻度にもよりますが2〜3年でリプルーフ（再塗布）することに
よって生地の寿命を延ばすことが出来ます。オイルがカメラ機材に付いた際には、市販のカメラ清掃用アルコールな
どで簡単に拭き取ることが出来ます。またオイルそのものは手にべとつく感じではありませんが、濡れた場合や摩擦
によっては白い衣服に移染する場合もありますのでご注意下さい。	リプルーフワックスは単体での販売もございます。

ワックスウェアの性質	（米国ワックスウェア社オイル引きキャンバス）
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報道写真家向けコンパクトモデルF-3のバリスティックモデルです。35mm一眼レフ1台とレンズ2〜3本、その他ストロボ等のア
クセサリーが収納可。スナップ旅行にも最適なサイズで、小雨時にも安心。※コンパートメントは作りつけです。

ドンケ最古のロングセラーであるF-2のバリスティックモデル。基本仕様はF-2に準じていますが内外装をナイロン化し、防水
性と強度に優れたモデルです。35mm一眼レフを2台とレンズ3-4本にストロボ、といった基本的な装備一式を収納できます。

F-2BB譲りの使い勝手が光るコンパクトモデルです。F-2の小型版F-6のバリスティックモデル。35mm一眼レフ1台とレン
ズ2〜3本のほかアクセサリー類を収納。M型ライカなら、ボディ2台とレンズ4本、さらにアクセサリー類が入ります。

F-3XBB

F-2BB

F-6BB

￥30,000（税抜）

￥35,500（税抜）

￥25,000（税抜）

外寸	:	約34×18×26cm、内寸	:	約24×14×22cm　　重量	:	約1.0	kg　　内仕切り	:	1枚付属
色（バリスティック）	:	ブラック　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

外寸	:	約40×17×23cm、内寸	:	約35×15×22cm　　重量	:	約1.2	kg　　付属コンパートメント	:	FA-240×1ヶ
色（バリスティック）	:	ブラック　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

外寸	:	約32×17×21cm、内寸	:	約30×14×18.5cm　　重量	:	約0.8	kg　　付属コンパートメント	:	FA-246×1ヶ
色（バリスティック）	:	ブラック　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類

F-1XBB	バリスティック	ブラック0750062002916

F-3XBB	バリスティック	ブラック0750062002930

F-2BB	バリスティック	ブラック 0750062002923

F-6BB	バリスティック	ブラック0750062002947

ドンケの定番モデルの中でも特にヘビーな扱いに晒されるモデルを選び、バリスティック・ナイロンで仕上げたシリーズです。コットンよりも防水性と引き裂き
強度にも優れており、バッグ内側壁には薄くクッションが施してあるため安心感があります。（カラーはブラックのみ）

防弾チョッキの表生地としても使用される程の強度を持つ1050デニールのバリス
ティックナイロンを採用。酷使しても型崩れしにくく、ウレタン特殊加工により強力な撥
水性能を備え、汚れにも強い素材です。

バリスティックナイロン

基本仕様はF-1Xに準じていますが内外装をナイロン化し、コットン製のスタンダードモデルよりも防水性と強度に優れたモデル
です。横幅はシリーズ最大で、フロントとサイドなど収納スペースは全部で17箇所。35mm一眼レフなら3台まで、また中判カ
メラも収納できる大容量システムバッグです。

F-1XBB ￥45,500（税抜）

外寸	:	約52×22×22cm、内寸	:	約42×14×21cm　　重量	:	約1.7	kg　　付属コンパートメント	:	FA-240×1ヶ
色（バリスティック）	:	ブラック　　対応アクセサリー（別売）	:	FA-100バックパック・ストラップ、FA-031ショルダー・パッド、ドンケ・ポーチ類
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	F-900、F-901、F-902はカメラバッグのストラップ部分に取り付けられるようにデザインされています。ベルクロテープによる２点留めのため、しっかり固定でき、取り外しも簡単です。

FA-745ドンケ・ベルト　スタンダード　ブラック	
FA-745ドンケ・ベルト　スタンダード　タン	

0750062004064
0750062004071

ウエスト100cmまで調節できます。F-5XBやポーチ類にお使いいただけます。
5cm幅のタフなキャンバス地。着脱可能なキークリップ付き。

FA-745 ドンケ・ベルト ￥5,200（税抜）

F-900コンパクトカメラ・ポーチ　スタンダード　ブラック	
F-900コンパクトカメラ・ポーチ　スタンダード　サンド	
F-900コンパクトカメラ・ポーチ　スタンダード　オリーブ	

0884613007041
0884613007065
0884613007058

カメラバッグに入れてしまうと探しにくい小さなアイテムの収納に役立ちます。コンパクトカメラやスマートフォンの収納に便利です。

F-900 コンパクトカメラ・ポーチ ￥4,500（税抜）

外寸	:	約7.5×4.5×18cm　　色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ

F-902スーパー・ポーチ　スタンダード　ブラック	
F-902スーパー・ポーチ　スタンダード　サンド	
F-902スーパー・ポーチ　スタンダード　オリーブ	

0750062003357
0750062003371
0750062021702

200mmまでの望遠レンズを入れ、ショルダーストラップなどにベルクロテープで固定することができます。

F-902 スーパー・ポーチ ￥6,500（税抜）

外寸	:	約13×8×28cm　　色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ

F-901コンパクト・ポーチ　スタンダード　ブラック	
F-901コンパクト・ポーチ　スタンダード　サンド	
F-901コンパクト・ポーチ　スタンダード　オリーブ	

0750062003319
0750062003333
0750062021696

腰のベルト部分や、あらゆるカメラバッグのストラップにベルクロテープで
しっかりと固定できる多目的ポーチ。35mmコンパクトカメラや露出計な
どの収納に便利です。

F-901 コンパクト・ポーチ ￥5,800（税抜）

外寸	:	約13×8×23cm　　色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ

F-945ベルト・ポーチ　スタンダード　ブラック	
F-945ベルト・ポーチ　スタンダード　サンド	
F-945ベルト・ポーチ　スタンダード　オリーブ	

0750062003388
0750062003418
0049383993585

標準一眼レフカメラボディや小型ビデオカメラなども収納でき、ベルト
に通して使用するベルト・ポーチ。

F-945 ベルト・ポーチ ￥6,500（税抜）

外寸	:	約21.5×9×14cm　　色（キャンバス）	:	ブラック、サンド、オリーブ



コンパ ートメント
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◎⋯最初から付属しています。
○⋯お使いいただけます。（バッグ内でベルクロ2面で固定できます。）
▲⋯お使いいただけます。（バッグ内のベルクロ1面で固定します。）
×⋯お勧めいたしません（または）お使いいただけません（または）専用仕切が付属しています。

ドンケバッグの特徴のひとつが、そのシンプルな中仕切形状にあります。レンズがぶつかり合うことさえ防げれば厚手クッションは不要との創業最初期の考
えがいまだに守り続けられており、それが現在でも世界中の報道写真家達に支持されています。バッグに合わせて10タイプご用意しました。

￥6,800（税抜） ￥3,400（税抜） ￥4,000（税抜）

￥5,000（税抜）

￥5,800（税抜）

￥5,800（税抜）￥5,300（税抜）

￥6,500（税抜） ￥5,800（税抜）



アク セ サリー
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FA-742	:	幅4.0/長さ76-137cm　　FA-741	:	幅2.5/長さ76-137cm　　FA-740	:	幅2.5/長さ76-116cm　　色	:	ブラック、タン、ネイビー

S	:	約28×28cm、　M	:	約38×38cm、　L	:	約48×48cm　　色	:		ブラック、	レッド、	イエロー、	グレー、	ブルー

対応バッグ	:	F-1X、F-2、F-3X、F-4AF、F-7
サイズ	:	細い部分／約29cm(中央から金具先まで)
　　　		長い部分／約47cmから84cm(中央合わせ部分から金具先まで)

色	:	ツバがブラック、本体がカーキのツートンカラー　　サイズ	:	FREE	（約55-59cm）

ベルクロテープがあるので
バッグのストラップを外さ
なくても装着出来ます。

￥4,400（税抜）

FA-741	カメラ・ストラップ		1”		ブラック	
FA-741	カメラ・ストラップ		1”		タン	
FA-741	カメラ・ストラップ		1”		ネイビー

FA-740	カメラ・ストラップ		1”		ブラック	
FA-740	カメラ・ストラップ		1”		タン	
FA-740	カメラ・ストラップ		1”		ネイビー	

FA-742	カメラ・ストラップ1.5”	ブラック	
FA-742	カメラ・ストラップ1.5”	タン	
FA-742	カメラ・ストラップ1.5”	ネイビー	

ドンケ・キャップ	

0750062003951
0750062003975
0750062014902

0750062003906
0750062003920
0750062014896

0750062004019
0750062004033
0750062014919

FA-34S	プロテクティブ	ラップS	ブラック	
FA-34S	プロテクティブ	ラップS	レッド	
FA-34S	プロテクティブ	ラップS	イエロー	
FA-34S	プロテクティブ	ラップS	グレー	
FA-34S	プロテクティブ	ラップS	ブルー	

FA-34M	プロテクティブ	ラップM	ブラック	
FA-34M	プロテクティブ	ラップM	レッド	
FA-34M	プロテクティブ	ラップM	イエロー	
FA-34M	プロテクティブ	ラップM	グレー	
FA-34M	プロテクティブ	ラップM	ブルー	

FA-34L	プロテクティブ	ラップL	ブラック	
FA-34L	プロテクティブ	ラップL	レッド	
FA-34L	プロテクティブ	ラップL	イエロー	
FA-34L	プロテクティブ	ラップL	グレー	
FA-34L	プロテクティブ	ラップL	ブルー	

0750062003586
0750062003593
0750062003609
0750062012144
0049383112320

0750062003616
0750062003623
0750062003630
0750062012151
0049383211870

0750062003647
0750062003654
0750062003661
0750062012137
0049383113310

FA-100バックパック・ストラップ0750062003678

0750062004101

FA-031	ショルダー・パッド 0750062003685

ドンケ製のカメラ用のプロテクティブ(protective=保護性)ラップ(wrap=包布 )です。風呂敷状に裁断され
たベルクロ(メス)生地を表に使い、裏は滑りの良いナイロンオックス生地、その間には厚さ2mmのウレタンクッ
ション材が挟み込まれています。ラップの四隅にはベルクロのオステープが縫い付けられており、自由な大きさに
畳んで留める事が出来ます。カメラバッグではない一般のバッグにカメラを入れて運びたい時などに便利です。

対応するドンケのバッグを背負って運べる機能的なストラップ
です。撮影時に両腕は完全にフリー。厚手のコットンキャンバス
生地は肩にくい込まず、バッグがしっかりとフィットします。

ショルダー・ストラップの内側にベルクロテープで
装着するパッドです。肩にソフトにフィットして、肩
にかかるバッグの重量を分散します。7cm幅までの
ストラップに取り付け可能です。

前面にドンケのロゴマークが刺繍されています。後部ベルトでサイズ調整が出来ます。ドンケのカメラバッグによくマッチします。ストーンウォッシュ加工済み。

ドンケ純正のストラップです。生地はドンケ・カメラバッグのストラップと同素材のコットンで、裏(肩にあたる側)にはドンケの特徴のひとつでもある滑り止めゴム糸が縫い込まれています。FA-740
はスイベル金具無しで音が鳴らない利点があり、FA-741とFA-742はスイベルフックがありますので、そこから外してシチュエーションに合わせて様々な使い方が可能です。決して目立たず、しか
し30年間ロングセラーを続けてきた銘品には、使い始めてから分かる良さが隠れています。柔らかな手触りや滑り止めの効き具合など、本物でなければ味わえない良さを感じ取って下さい。

FA-34S（サイズ S）　￥3,000（税抜） 　 FA-34M（サイズ M）　￥3,400（税抜）  　FA-34L（サイズ L）　￥4,000（税抜）

FA-100　バックパック・ストラップ FA-031　ショルダー・パッド・ストラップ

DOMKE BASEBALL CAP

FA-742（幅1.5 インチ）￥4,800（税抜）  　 FA-741（幅1インチ）￥4,400（税抜）  　 FA-740（幅1インチ）￥3,800（税抜）

 FA-742
ブラック

FA-741
ネイビー

 FA-742
タン

FA-740
ブラック

 FA-742
ネイビー

FA-741
タン

FA-741
ブラック

FA-740
ネイビー

FA-740
タン

ドンケ・カメラストラップ

プロテクティブ ラップ

ドンケ・キャップ

￥5,000（税抜） ￥3,400（税抜）

FA-741
（細幅/スイベル金具付き）

FA-742
（太幅/スイベル金具付き）

FA-740
（細幅/スイベル金具無し）



ご注意			■ドンケバッグは素材と形状の特性上、「完全防水」ではありません。ナイロン製もコットン製も、いずれも出荷時に撥水コー
ティングを施してありますが、経年変化により撥水力が落ちますのでご了承ください。撥水性を復元するには、市販の傘用防水スプ
レーなどを用いることをお薦め致します。　■コットン製のドンケバッグは、雨などで濡れたままにしておきますと色落ち・カビ発生
の原因となります。濡れた場合には風通しの良い日陰で充分に乾燥させてください。	■コットン製のドンケバッグが泥埃などで汚れ
た場合は水洗いすることが可能です。予めバッグから中仕切や底板を取り外しておき、浴槽に中性洗剤を溶いたぬるま湯を貯め、その
中にバッグ本体を浸してタワシ等で汚れを洗ってください。洗った後は充分なすすぎを行い、風通しの良い日陰で充分に乾燥させてく
ださい。この水洗いによってバッグには縮み・色落ちが発生する場合ございますが、これはコットンの特質ですのでご了承ください。

www.ginichi.co.jp

銀一 株式会社  海外商品部
ドンケ製品	日本総代理店

〒104-0061		東京都中央区銀座3-11-14	ルート銀座ビル7Ｆ
TEL：03-5550-5036		FAX：03-3541-2445

2015-06-WEB　ドンケカメラバッグ&エクイップメントカタログ　DOMKE	CameraBag	&	Equipment	Catalog

特約販売店

◆カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。◆商品の仕様と色などは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。

ドンケの歴史〜報道現場での実用へのこだわり

　私が1976年に初めてカメラバッグを創ったのは、「フィラデルフィア・インクワイヤー」紙の報道カメラマン
としての経験と必要性からでした。それまで新聞社で支給されていたカメラバッグは、重くかさばり動きづらく、
瞬間的な動きが求められる報道現場では非実用的なものばかりでした。そういう当時のカメラバッグに失望して
いた私は、軽量・コンパクトで体に馴染み、必要とあらばバッグを掛けたまま走り出せるような、私自身が使い
易いバッグを造りたいと思うようになりました。自宅のガレージにミシンを置き、生地には頑丈かつ柔軟なコッ
トン・キャンバスを選び、金具類はシンプルで故障しないものを選び、取材の合間に試作を繰り返し・・・そう
して第一号のバッグが完成しました。私はこれに新聞社の名を冠して「インクワイヤー・バッグ」と名付け、同僚
達から注文を受け付けました。しばらくすると私の自宅には同僚だけでなく全米の報道カメラマン達から注文が
舞い込むようになり、一人では生産しきれなくなり、仲間数人と"DOMKE"のブランドを立ち上げてバッグ造り
に専念することにしました。1980年以降はアメリカだけでなく世界中の報道カメラマン達に支持され、報道界
の標準装備品としての地位を得て今に至っています。こうした「現場の声」から生まれて時代に流されない定番と
なったDOMKEバッグを私は誇りにしていますし、それを日本の皆様にもお届けできるのは大きな喜びです。

The choice of working professionals since 1976. 

ドンケ創始者 ジム・ドンケ氏

Jim Domke


