
2010 年、アメリカ・キックスターターで資金募集を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。そのプロダクトとして世に登場したキャプチャーは、創業者 Peter Dering
（ピーター ダーリン）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。「スキーをしながら写真を撮りたいと思ったとき、止まり、ストックを地面に刺し、バックパックのストラップを
はずし、降ろし、カメラを取り出す。撮り終わったらその逆…毎回そんなことはしていられなかった。撮りたいと思った瞬間はあっという間に去ってしまう。」彼はその経験から、いつでもすぐに簡単にカメラに
アクセスでき、かつ安全にそれを持ち運ぶ方法を考え、デザインし、プロダクトにしました。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから、資金提供を受け、製品化に成功し、現在このキャプチャーはバージョン
アップして、アウトドアフォトグラファーをはじめとした世界中の人たちに愛されています。

ピークデザイン
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ラバーコートされたバックプレート内側
より滑りづらくなりました

過酷な環境下でカメラを扱うアウトドアフォトグラファーのために設計されたシステム
です。シャッターチャンスに素早くワンプッシュでカメラを脱着できるクイックリリース
プレート機構を持ち、軽量コンパクトながらも確実にカメラをホールドします。

Capture

カラー：ブラック、シルバー　サイズ：H4 × W8.3 × D2cm　重量：84g( プレート含む)
同梱物：スタンダードプレート、ロングクランピングボルト × 2、4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

カラー：ブラック、シルバー　サイズ：H4 × W8.3 × D2cm　重量：70g
同梱物：ロングクランピングボルト × 2、4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

ブラック／CC-BK-30818373020552 シルバー／CC-S-3	 0818373020545

ブラック／CP-BK-3	0818373020521 シルバー／CP-S-3	 0818373020538

各￥7,000（税抜）

ブラック シルバー

各￥9,000（税抜）

キャプチャー V3 (クリップオンリー )　Capture V3 Clip Only

キャプチャー V3　Capture V3

キャプチャー V3は、V2に比べ30% 軽量、20%薄く、
20% 低くなり、使いやすさと機能はそのまま

キャプチャー単品。現行のピークデザインのプレートを使用できます。※デュアルプレートV1、キャプチャー POV・ POV キットを除く。

キャプチャーとスタンダードプレートのセット。

スタンダードプレート（実物大）

アンカー
取り付けポイント

4方向から取り付け可能

1/4 インチ
カメラネジで
カメラへ装着

キャプチャー V3（実物大）

4方向アルカスイス互換プレートでアンカーも通せます

ショルダーベルトなどへ挟み込んで使用します

六角レンチで固定するロングクランピン
グボルトをキャプチャー本体に同梱 スタンダードボルト

ロングクランピングボルト

クイックリリースボタン &セーフティロック

押すだけの簡単リリース 90°回転させるとロックされます
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使用イメージ

キャプチャー用別売りキット　すでにキャプチャーシリーズをお持ちの方のためのキットです。

レンズ交換を片手でスピーディ且つスムーズに行う事が出来るプレートです。カメラストラップとの併用も可能
です。キヤノン用、ニコン用、ソニー用の 3 種類があります。別途キャプチャー本体が必要。

レンズ キット　Lens Kit

ニコンFマウント用／LK-N-1	
ソニーE/FEマウント用／LK-S-1	

0855110003591
0855110003607

キヤノンEFマウント用／LK-C-1	0855110003584

重量：198g　適合機種 : 全てのキャプチャー　※EF-Mマウントには対応しておりません。
同梱物：マイクロファイバーポーチ

各￥6,800（税抜）

使用イメージ使用イメージ

PL-S-20818373020576 PL-D-2 0818373020583

キャプチャー (V3)用プレート。４方向アルカスイス互換プレートで、1/4インチカメラネジでカメラへ装着します。
※キャプチャー V1・V2への使用はできません。

キャプチャー用プレート。2 方向アルカスイス /２方向マンフロット RC2 プレート互換で、1/4 インチカメラ
ネジでカメラへ装着します。

サイズ：H3.8 × W3.8 × D0.7cm　重量：14g　同梱物：4mm 六角レンチ サイズ：H4.2 × W5.2 × D1.1cm　重量：28g　同梱物：4mm 六角レンチ

スタンダード プレート　Standard Plate デュアル プレート　Dual Plate¥2,500（税抜） ¥3,200（税抜）

使用イメージ使用イメージ

POV-1 0855110003218

GoPro やその他カメラをバックパックショルダーストラップなどに装着しながら撮影できるキットです。固定
視点の映像撮影などにおすすめです。別途キャプチャー本体が必要。

適合機種：キャプチャー V１・V２　同梱物：マイクロファイバーポーチ

双眼鏡用のプレートです。1/4 インチカメラネジのある双眼鏡に対応しています。雲台に装着できるカメラプレート
としての機能も健在です。別途キャプチャー本体が必要。

PL-BIN0855110003324

サイズ：H5.7 × W3.8 × D7.4cm　重量：44g　適合機種：全てのキャプチャー
同梱物：4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

P.O.V. キット　P.O.V. Kit ￥4,000（税抜） ビノ キット　Bino Kit ￥4,000（税抜）
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サイズ：H13.2 × W7 × D1.1cm　重量：36gサイズ：H5 × W20 × D30mm　重量：18g　同梱物：4mm 六角レンチ

PP-2 0818373020569PL-AN-1	0818373020101

使用イメージ使用イメージ

使用イメージ使用イメージ
キャプチャー ツール　Capture Toolボルト パック　Bolt Pack

プロ パッド　Pro Padアンカー マウント　Anchor Mount

クランピングボルトや、クイックリリースプレート、GoPro のネジをしっかりと締めるためのツールです。キー
リングに取り付けて携帯すると便利です。

キャプチャーに付属しているボルトパックです。スタンダードボルトと、ロングクランピングボルトが各2 本入って
います。※キャプチャー V1への使用はできません。

キャプチャー V3 専用パッド。重いカメラ使用時や腰にキャプチャーを装着するときに使用します。幅 7.6cm、
厚さ1.9cmまでのストラップに装着できます。

ピークデザインをはじめとする多くのストラップをカメラ底部に取り付けるためのマウントです。薄く、目立たない
ので、 従来のトライポッドプレートと違い、多くの場合バッテリードアやバリアングル液晶に干渉しません。

¥1,300（税抜）各¥1,300（税抜）

￥2.500（税抜）￥1,300（税抜）

CT-1	0855110003249ブラック／CB-BK-1 0818373020606 シルバー／CB-SV-10818373020590

装着したままでも撮影可能 キャプチャーとの併用イメージ

スモール／SH-S-1	 ミディアム／SH-M-1 ラージ／SH-L-1	0855110003485 0855110003492 0855110003508

カメラ用カバー

雨などからカメラを守るカバーです。底部が開いているのでキャプチャーとの併用も可能です。※非完全防水 全てのピークデザインのカメラストラップを付けた状態でも使用ができます。

スモール　￥5,500（税抜）　 ミディアム　￥6,200（税抜 ）　 ラージ　￥6,800（税抜）シェル Shell

Shell S Shell L

Shell M

アクセサリー

ブラック

シルバー
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ストラップ

ブラック／SL-BK-3	
アッシュ／SL-AS-3	

0818373020484
0818373020491

ブラック／SLL-BK-3	
アッシュ／SLL-AS-3	

ブラック／L-BL-3	
アッシュ／L-AS-3	

0818373020514
0818373020507

0818373020040
0818373020071

ブラック／CF-BL-3	
アッシュ／CF-AS-3	

0818373020057
0818373020088

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

より滑りづらくなった滑り止め

なじみやすい、しなやかな素材

指1本で調整可能

アンカーによる簡単な着脱

使用感の良いアルミ製バックル

ワンアクションで調整可能なバックル

プロ用一眼レフやグリップ付一眼レフなど、多く
のサイズのカメラに対応しています。スリングスト
ラップ、ショルダーストラップ、ネックストラップと
して使用も可能です。

基本機能はスライドと同じく、小型一眼レフ、ミラー
レスカメラ向けにデザイン・設計されています。

アルミニウムとハイパロン製のクイックアジャス
ターにより、指1本で調整ができます。

マグネット式のリストループロックは、手首に合わ
せてとめるときにも、大きなループのままでも使用
できます。

カラー：ブラック、アッシュ
ストラップ長：99-145cm
ストラップ幅：4.5cm
重量：148g
同梱物：アンカー × 4、アンカーマウント、
4mm六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

カラー：ブラック、アッシュ
ストラップ長：99-145cm
ストラップ幅：3.2cm 
重量：104g
同梱物：アンカー × 4、アンカーマウント、
4mm六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

カラー：ブラック、アッシュ
ストラップ長：83-145cm
ストラップ幅：1.9cm
重量：86g
同梱物：アンカー × 4、アンカーマウント、
4mm六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

カラー：ブラック、アッシュ
ループサイズ：4.5-9.7cm
ストラップ幅：1.9cm
重量：36g
同梱物：アンカー × 2、マイクロファイバーポーチ

スライド

スライド ライト

リーシュ

各￥8,400（税抜）

各￥5,400（税抜）

Slide

Slide Lite

Leash

カフ
各￥4,000（税抜）Cuff

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

アッシュ

アッシュ

アッシュ

アッシュ

各￥7,000（税抜）
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グリップ ストラップ

CL-2 0855110003409
使用イメージしっかりとしたホールド性

雲台装着イメージ

一眼レフやグリップ付一眼レフなど、多くのサイズ
のカメラに対応しています。簡単に調節ができ、
締め、緩めもワンタッチです。アルカタイプ雲台に
そのまま装着できます。

ストラップ長：20-29cm
ストラップ幅：51mm （最も広い部分）
重量：50g
同梱物：スタンダードプレート、4mm六角レンチ、
アンカー × 2、マイクロファイバーポーチ

様々なストラップの先に装着するだけで、簡単に、素早く取り外しできるようになるクイックコネクターです。

アンカーサイズ：直径1.7cm　ループ部分長さ：4.3cm　同梱物：アンカーハウジング × 2、 アンカー × 4

アンカー リンクス ￥2,700（税抜）

クラッチ
￥5,400（税抜）Clutch

Anchor Links

アンカーの 4個セットです。ピークデザインの全てのストラップに使用できます。耐荷重は 90kg 以上です。

アンカーサイズ：直径1.7cm　ループ部分長さ：4.3cm　重量 : 2g（1個）　耐荷重 : 90kg

アンカー 4 パック ￥1,300（税抜）Anchor 4 Pack

4PK-AN-3 0818373020095AL-3 0818373020064

さまざまなマウントを可能にするアンカーは、1つの製品でありながら
さまざまな使い方ができ、また着け外しが簡単で、不要なときにはコン
パクトにしまっておけるなど、いままでのカメラストラップの不満を
一気に解決する画期的なアイテムです。

What is Anchor ?

強度はそのままに、より細くなり取り付けしやすく
なりました

形状を見直したことでスリムになり、軽い力で取り外しができます

内側の赤い繊維が見えたら交換のタイミングです

実物大
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サイドポケットに三脚などが収納可能

カラー：ジェットブラック、チャコール、アッシュ、ヘリテージタン　サイズ：H46-54 × W30 × D17cm　PC 収納部：H38 × W25 × D2.5cm
タブレット収納部：H33 × W22 × D1cm　容量：12-20L　重量：1.35kg　同梱物：中仕切り × 3、アンカー × 1

カラー：チャコール、アッシュ　サイズ：H51-59 × W33 × D20cm　PC 収納部：H40 ×W27 × D4cm
タブレット収納部：H33 × W23 × D1cm　容量：18-30L　重量：1.542kg　同梱物：中仕切り × 3、アンカー × 1

チャコール30L／BB-30-BL-1 アッシュ30L／BB-30-AS-1	0855110003782

ジェットブラック20L ／BB-20-BK-1
アッシュ20L ／BB-20-AS-1

チャコール20L／BB-20-BL-1
ヘリテージタン20L／BB-20-BR-1

0818373020118
0855110003775

0855110003768
0818373020125

0855110003799

両側面のジッパーからもメインコンパートメントを開けることができるため、肩にかけた
ままカメラ機材などを取り出せます。メインコンパートメントの内側には、バッテリーや
メモリーカードなどの小さなアイテムを収納できるポケットが備えられています。また、
伸縮性の高いサイドポケットには、三脚などの取付けも可能です。

エブリデイ バックパック 20L　Everyday Backpack 20L 各￥35,000（税抜）

エブリデイ バックパック 30L　Everyday Backpack 30L 各￥39,000（税抜）

ジェットブラック チャコール

チャコール 20L

アッシュ ヘリテージタン

Everyday Backpack

背面斜め 内容量に合わせて4 段階で調節可能

両側面のジッパー内にあるオーガナイザーポケット多用途に使用できるストラップ メインコンパートメント上部のポケット 背面のスリーブに PC 収納可能

自 由 度 の 高 い 中 仕 切りFlexFold™
ディバイダー

アンカー対応のキーストラップ
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13インチ	チャコール／BS-13-BL-1	
13インチ	ヘリテージタン／BS-13-BR-1	

0855110003744
0855110003737

13インチ	アッシュ／BS-13-AS-2	 0818373020187

カラー：チャコール、アッシュ、ヘリテージタン　サイズ ： H27 × W38 × D12cm(最大時 )　PC 収納部：H23 × W32.5 × D2.5cm
容量：6-14L　重量：1.1kg　同梱物 ： 中仕切り × 2、アンカー × 1、トライポッドバンド × 1

カラー：チャコール、アッシュ、ヘリテージタン　サイズ ： H30 × W43 × D18cm(最大時 )　PC 収納部：H25 × W36 × D2.5cm
容量：8-18L　重量：1.2kg　同梱物 ： 中仕切り × 3、アンカー × 1、トライポッドバンド × 1

研究しつくされたフォルム、使い勝手、専用に開発されたバックル MagLatch™ クロー
ジャー、折り紙に着想を得た中仕切りFlexFold™ ディバイダーなど様々な機能が盛り
込まれています。荷物容量に合わせてフラップの留め位置を調整でき、キャプチャー

（別売）を側面に取り付けることも可能です。

エブリデイ メッセンジャー 13インチ　Everyday Messenger 13" 各￥33,000（税抜）

エブリデイ メッセンジャー 15インチ　Everyday Messenger 15" 各￥37,000（税抜）

チャコール アッシュ ヘリテージタン

Everyday Messenger 

背面斜めワンタッチで調整できるショルダーストラップ

スマートフォンなどの収 納に便利な内側
ポケット

付属のトライポッドバンドで固定キャプチャー（別売）装着イメージ MagLatchTM クロージャー アンカー対応のキーストラップ

自由度の高い中仕切りFlexFold™ ディバイダー 13 インチ収納イメージ

15インチ	チャコール／BS-BL-1	
15インチ	ヘリテージタン／BS-BR-1	

0855110003522
0855110003515

15インチ	アッシュ／BS-AS-2	 0818373020156

ヘリテージタン 15 インチ

背負い心地の良いショルダーストラップ
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カラー：ジェットブラック、チャコール、アッシュ　サイズ：H23 × W40 × D14cm　PC 収納部：H22 × W32 × D2cm
容量：8-10L　重量：680g　同梱物：中仕切り × 2

ジェットブラック10L ／BSL-10-BK-1
アッシュ10L／BSL-10-AS-1	

0818373020224
0855110003812

チャコール10L／BSL-10-BL-1 0855110003805

独自構造によりワンタッチで長さ調節可能なストラップ、キャプチャーを取り付ける
ことができる側面のスリットなど、細部まで使いやすさにこだわったデザインです。
バッグ前面の２本のコンプレッションストラップを使用して、三脚など大型の荷物を
バッグの下側に取り付けられます。

エブリデイ スリング 10L　Everyday Sling 10L 各￥20,000（税抜）

ジェットブラック チャコール

ジェットブラック

アッシュ

Everyday Sling 10L

背面斜め ワンアクションで調整可能なバックル スムーズなストラップ操作

結合させることにより、簡易ロックと
なるジッパーのプルタブ

使い勝手の良いフロントポケット

オーガナイザー使用イメージ

タブレットを収納可能70-200mm F2.8（フード逆付け）を装着
した中型一眼レフを収納可能

自由度の高い中仕切りFlexFold™ ディバイダー
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カラー：ジェットブラック、アッシュ　サイズ：H19 × W31 × D11cm　タブレット収納部：H18.5 × W24 × D1.5cm
容量：5L　重量：500g　同梱物：中仕切り × 2

ジェットブラック／BSL-5-BK-1 0818373020248 アッシュ／BSL-5-AS-1	 0818373020255

ミラーレスカメラやコンパクトカメラはもちろん、小型一眼レフを1台収納してのタウン
ユースに最適なエブリデイスリング 5L。エブリデイスリング 10Lをさらに小さく、それ
でいて機能は同様の充実さです。

エブリデイ スリング 5L　Everyday Sling 5L 各￥14,000（税抜）

ジェットブラック アッシュ

Everyday Sling 5L

背面

自由度の高い中仕切りFlexFold™ ディバイダータブレットなどを収納できるスリーブ使い勝手の良いフロントポケット

指一本で調節可能なストラップキャプチャー（別売）取り付けイメージ

結 合 させることに より、簡 易ロックとなる
ジッパーのプルタブ

オーガナイザー使用イメージ 収納イメージ

アッシュ
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カラー：アッシュ、チャコール　サイズ：H34 × W40 × D20cm　PC 収納部：H22 × W32 × D2cm
タブレット収納部：H23 × W33 × D1cm　容量：18-20L　重量：1.088kg
同梱物：中仕切り × 2、アンカー × 1、トライポッドバンド × 1

アッシュ／BT-20-AS-1	
チャコール／BT-20-BL-1	

0855110003836
0855110003829

シンプルな形状ながらも、機能性、保護性、利便性に優れたエブリデイトート。バッグ
の開口部はマグネット式になっており、荷物の取り出しがスムーズです。また、両側面の
ジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。内側にはパソコン、タブレット
用のダブルポケットと、ポケット、オーガナイザーが装備されています。

エブリデイ トート　Everyday Tote 各￥26,000（税抜）

チャコールアッシュ

Everyday Tote

背面斜め

サイドのフラップ上端はマグネットでも
固定されています

正面にスマートフォンなどを収納可バックパックスタイルにすることも可能 オーガナイザーポケット使用イメージサイドのフラップ上端はマグネットでも
固定されています

三脚装着イメージ 折り紙に着想を得た中仕切り、FlexFoldTM ディバイダー

アッシュ
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カラー：ジェットブラック、チャコール、アッシュ、ヘリテージタン　サイズ ： H20 × W26 × D13cm（最大時）
容量：3L　重量：155g　同梱物 ： アンカー × 2

カラー：チャコール　内寸：スモール H12.2 × W8.6cm　ミディアム H17.3 × W10.4cm
ラージ H23.6 × W11.7cm　同梱物：アンカー × 2

身の回りのガジェット、小型のカメラ、ミラーレスカメラなどを収納できるポーチです。表面にはキャプチャーを取り付けられる
フラップ、背面のアンカーにはピークデザインのストラップを取付ける事で、ショルダーバッグとして使用可能です。エブリデイ
メッセンジャー 15 インチのフロントポケットにジャストサイズで入ります。

ベルトやストラップに取り付けて安全にレンズを持ち運ぶことができるポーチです。ベルクロで開閉できる蓋は、レンズの長さに合わせて
留め位置を調節できます。フェルト製の厚手の中仕切りや、フラップ部のスリットを活用して、2 個目の小さいレンズやケーブルなどを
収納可能です。ポーチ背面にはアンカーが備えられており、ピークデザイン製各ストラップを取り付けて使用することもできます。

フィールド ポーチ　Field Pouch

スモール　￥5,500（税抜）　 ミディアム　￥6.300（税抜）　 ラージ　￥7,000（税抜）

レンジ ポーチ　Range Pouch

各￥6,000（税抜）

スモール ミディアム ラージ

Field Pouch

Range Pouch

チャコール

スモール／BRP-S-BL-1	
ラージ／BRP-L-BL-1	

ミディアム／BRP-M-BL-10855110003843
0855110003867

0855110003850

ジェットブラック／BP-BK-1	
アッシュ／BP-AS-1	

0818373020460
0818373020033

チャコール／BP-BL-1	
ヘリテージタン／BP-BR-1	

0855110003546
0855110003539

背面 ストラップ（別売）取り付けイメージ ベルトに通した使用イメージ

中仕切りや、フラップ部のスリットを活用して、2 個目の小さいレンズやケーブル
などを収納可能

ジェットブラック チャコール アッシュ ヘリテージタン

スライドライト（別売）取り付けイメージ

背面にアンカーが付属しています

キャプチャー（別売）装着イメージ


