STORY
ワンダードのストーリーは、ある兄 弟が キッチン で 交 わした会 話 からはじまり
ます。
「カメラバッグは使いやすいものは見た目が気に入らない、見た目が気に
入るものは使いづらいものばかりだ 」と気づ いたのです。
「それ なら、自分たち
で 世界一のトラベ ルカメラバッグ をつくろう！」と、
“PRVKE
（プロヴォー ク）”
が 生ま れ ました。ワンダードは、製 品 を 開 発し 製 造するだ け で は ありません。
たくさん の人々が 旅に出て情 熱 的な 生 活を 送ることを応 援するパートナーとし
て、ワンダードは存 在しています。
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PRVKE
写 真 撮 影、旅行、そしてデイリーユースなど、あらゆるライフスタイルで 使えるトラベ ルカメラバックパックです。バックパネルは 大きく開き、メインコンパートメント全 体にアクセスできます。
また、バンドル 付属の内部に収 納したカメラキューブにはサイドパネルからアクセスできるため、カメラやレンズを素早く取り出せます。ロールトップ 構 造で、容量を調節できます。

ブラック

ワサッチグリーン

エーゲブルー

31L 収納例

21L 収納例

PC 収納部とタブレット収納部

サイドパネル開口イメージ

プロヴォーク 31 フォトグラフィー バンドル
カラー：ブラック、ワサッチグリーン、エーゲブルー

PRVKE 31L Photography Bundle

外寸
（ロールトップ部分除く）
：H47.5 × W31.2 × D18.7cm

タブレット収納部内寸：H32.5 × W25 × D1.2cm

容量：31-36L

重量：1.5kg

バッグを下ろさず機材にアクセス可能

￥39,000（税抜）

PC 収納部内寸：H33.7 × W25 × D2.5cm

同梱物：エッセンシャルプラスカメラキューブ × 1、アクセサリーストラップス × 1、

ウエストストラップ × 1、レインフライ × 1

ブラック PK31-BK-PB-2

0850008909092 ワサッチグリーン PK31-GN-PB-2 0850008909085 エーゲブルー PK31-BL-PB-2 0850008909078

プロヴォーク 21 フォトグラフィー バンドル
カラー：ブラック、ワサッチグリーン、エーゲブルー

PRVKE 21L Photography Bundle

外寸
（ロールトップ部分除く）
：H42.5 × W27.5 × D16.2cm

タブレット収納部内寸：H31.2 × W23.7 × D1.2cm

容量：21-25L

重量：1.3kg

￥36,000（税抜）

PC 収納部内寸：H32.5 × W23.7 × D2.5cm

同梱物：エッセンシャルカメラキューブ × 1、アクセサリーストラップス × 1、

ウエストストラップ × 1、レインフライ × 1
フォトグラフィーバンドル内容

ブラック PK21-BK-PB-2

0850008909122 ワサッチグリーン PK21-GN-PB-2 0850008909115 エーゲブルー PK21-BL-PB-2 0850008909108
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CAMERA CUBE
ワンダードのカメラキューブは、機 材や荷 物 の 量によって、さまざ まな パターンに対応 で きるサイズ 展 開 です。本体外側、内 側 の ディバイダーともに素 材はしっかりと厚く、また 付属のエラス
ティックストラップを取り付けることで、機材をよりきちんと保護しながら持ち運べます。自分の 撮 影スタイルに合わせた組み合わせで、より自由に、より快 適に撮 影に臨むことが できます。

プロ プラス カメラ キューブ
Pro+ Camera Cube

￥14,500（税抜）

プロヴォーク 31L のメインコンパートメント全体に収納できます。中型一眼レフ 2 台、レンズ 2-4
本、ドローン1体などを収納可能。
外寸：H46.2 × W31.2 × D12.5cm

内寸：H45 × W30 × D11.2cm

重量：670g

同梱物：中仕切り
（ロング）× 2、中仕切り
（ショート）× 5、エラスティックストラップ × 5
プロプラスカメラキューブ収納例

CCPP-BK-1

0850008909061

プロ カメラ キューブ

内部イメージ

￥13,000（税抜）

Pro Camera Cube

プロヴォーク 21L のメインコンパートメント全体に収納できます。中型一眼レフ 2 台、レンズ 2-4
本、ドローン1体などを収納可能。
外寸：H41.2 × W27.5 × D11.2cm

内寸：H40 × W26.2 × 10cm

重量：600g

同梱物：中仕切り
（ロング）× 2、中仕切り
（ショート）× 5、エラスティックストラップ × 5
プロカメラキューブ収納例

CCP-BK-1

0850008909054

プロプラス

プロ

エッセンシャル プラス カメラ キューブ
Essential ＋ Camera Cube

￥9,000（税抜）

プロヴォーク 31L のメインコンパートメント下部、ヘクサードアクセスダッフルに収納できます。中
型一眼レフ1台、レンズ 2-4 本を収納可能。
外寸：H27.5 × W31.2 × D12.5cm

内寸：H26.2 × W30 × D11.2cm

重量：420g

同梱物：中仕切り
（ロング）× 2、中仕切り
（ショート）× 3、エラスティックストラップ × 3
エッセンシャルプラスカメラキューブ収納例

内部イメージ

CCEP-BK-1

0850008909047

エッセンシャル カメラ キューブ
Essential Camera Cube

￥7,800（税抜）

プロヴォーク 21L のメインコンパートメント下部に収納できます。中型一眼レフ1台、レンズ 2-4
本を収納可能。
外寸：H23.7 × W27.5 × D11.2cm
エッセンシャル

内寸：H22.5 × W26.2 × D10cm

重量：360g

同梱物：中仕切り
（ロング）× 2、中仕切り
（ショート）× 3、エラスティックストラップ × 3

エッセンシャルプラス
エッセンシャルカメラキューブ収納例

CCE-BK-1

0850008909030

ミニ プラス カメラ キューブ
Mini+ Camera Cube

￥7,000（税抜）

プロヴォーク 31L のメインコンパートメント上部に収納できます。中型一眼レフ1台とレンズ 1本、
またはレンズ 1-3 本を収納可能。
外寸：H19.3 × W28.7 × D12.5cm

内寸：H18.1 × W27.5 × D11.2cm

重量：290g

同梱物：中仕切り
（ロング）× 2、エラスティックストラップ × 3
ミニプラスカメラキューブ収納例

CCMP-BK-1

0850008909023

内部イメージ

ミニ カメラ キューブ

￥6,500（税抜）

Mini Camera Cube

プロヴォーク 21L のメインコンパートメント上部に収納できます。中型一眼レフ1台とレンズ 1本、
またはレンズ 1-3 本を収納可能。
ミニ

外寸：H17.5 × W26.2 × D12.5cm

ミニプラス

ミニカメラキューブ収納例
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内寸：H16.2 × W25 × D11.2cm

同梱物：中仕切り
（ロング）× 2、エラスティックストラップ × 3

CCM-BK-1

0850008909016

重量：270g

HEXAD
バックパックとしても使えるダッフルバッグ です。幅広なストラップが 付属しており、使わないときは 鞄の中に収 納することが できます。荷物が多くなる旅行 や撮 影にぴったりのバッグ です。

ヘクサード キャリーオール ダッフル 60L

￥33,000（税抜）

HEXAD Carryall Duffel 60L

大容量の収納が可能で、メインコンパートメントのほかにバッグの両端にも独立したコンパートメントがあり、内
側、外側にもポケットが複数付いています。
カラー：ブラック

HC60-BK-1

外寸：H30 × W70 × D45cm

容量：60L

重量：2.1kg

0851459007757

ヘクサード キャリーオール ダッフル 40L

￥30,000（税抜）

HEXAD Carryall Duffel 40L
60L 同様 、ポケットなど便利な収納部が複数付いたダッフルバッグです。
カラー：ブラック

HC40-BK-1

メインコンパートメントにはカメラポーチや着替えなどを収納可能

外寸：H22.5 × W55 × D35cm

容量：40L

重量：1.8kg

0851459007740

バッグ四方にハンドルを装備

ノート PC 収納イメージ

独立したコンパートメントに靴などを収納可能

ヘクサード アクセス ダッフル 45L
HEXAD Access Duffel 45L
ワサッチグリーン

￥36,000（税抜）

内部が 3 つのコンパートメントに分かれており、大容量の荷物を収納できると同時に整理整
頓がしやすい構造です。エッセンシャルプラスカメラキューブ
（別売）がぴったり入り、サイド
パネルから機材を取り出せます。
カラー：ブラック、ワサッチグリーン、エーゲブルー
重量：1.8kg

HA45-BK-1

0851459007733 HA45-GN-1 0851459007993
0851459007986

HA45-BL-1
ブラック

外寸：H22.5 × W55 × D35cm

容量：45L

エーゲブルー

着替えなど旅行の荷物も収納可能

バッグ内部へのサイドアクセス

機材と洋服やポーチなどを分けて収納可能

持ち運びしやすい独特のストラップ形状
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DUO
撮 影や旅行、通 勤、またあらゆる場面での 持ち運びに便利な、シンプルで 美しいバックパックです。上部から両サイドまで大きく開くジッパーで、バッグ を全開にできます。バッグ 下部に備えら
れたポップカメラキューブに機材を入れ 、両サイドからアクセスできます。また、内部には仕 切りの 分かれたポケットが多数あり、レンズやアクセサリーを整理して収 納できます。

バッグ下部のカメラ収納部

デュオ デイパック

サイドからカメラにアクセス可能

外寸：H48.7 × W28.7 × D16.2cm

PC 収納部内寸：H38.7 × W26.2 × D2.5cm

タブレット収納部内寸：H27.5 × W23.7 × D1.2cm

DUO-BK-1

￥29,000（税抜）

DUO Daypack

容量：20L

重量：1.2kg

0850008909207

D1 FANNY PACK
D1 ファニー パック
D1 Fanny Pack

￥10,000（税抜）

ウエ ストバッグ または ボディバッグとして使 えます。
FIDLOCK 社製のバックル部分はマグネットで固定で
き、ストラップの付け替えを素早く簡単に行えます。
外寸：H15 × W22.5 × D7.5cm

容量：2.5L

重量：270g
内部ポケット

ACCESSORIES

レインフライ
Rainfly

￥3,000（税抜）

各種 バッグに対応したレインカバーです。
（ヘクサードキャリーオール 60L 除く）

RF-BK-1
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0851459007511

ボディバッグとしての使用イメージ

ウエスト ストラップ

Accessory Straps￥2,300（税抜）

Waist Strap

バッグに機材や荷物を固定できるストラップです。

腰に取り付けることで、荷物の負 担を軽 減できる

2 本セット。

ベルトです。

0851459007016

WSTRAPS-BLK

0850008909214

PRVKE / HEXAD / DUO

アクセサリー ストラップス

ASTRAPS-BLK

D1FP-BK-1

￥3,000（税抜）

ワンダード ポーチ
WANDRD Pouch￥3,800（税抜）
耐水性があり、小物を整理するのに役立ちます。
サイズ：H18.7 × W22.5cm

0851459007054

POUCH-BLK

0889509052518

VEER
414g と驚くほど 軽 量なこのバックパックは、空 気を入 れることで 膨らむバックパネルを 備えています。バックパネルを背 面にセッティング することで 安 定して機材を持ち運べます。非常にコ
ンパクトな サイズに収 納することが でき、とにかく手軽に出かけたいときや、旅行 や撮 影のサブバッグとしても活躍します。

フォトバンドル内容

ブラック

ヴィアー 18L フォト バンドル
カラー：ブラック、コバルト、ラスト
容量：18L

重量：414g

ブラック VR18-BK-PB-1
ラスト VR18-RT-PB-1

コバルト

VEER 18L Photo Bundle

外寸：H45 × W27.5 × D22.5cm

ラスト

￥21,000（税抜）

収納時サイズ：H15 × W22.5 × D5cm

同梱物：インフレータブルカメラキューブ × 1、バックパネル × 1

0851459007801 コバルト VR18-CT-PB-1 0851459007818
0851459007825

収納時イメージ

ACCESSORIES

VEER

収納時イメージ

最も伸ばした状態

インフレータブル カメラ キューブ

インフレータブル レンズ ケース
￥7,000（税抜）

Inflatable Camera Cube

格納状態

￥7,800（税抜）

Inflatable Lens Case

ヴィアー18L、ディートゥアヒップパックに適したカメラキューブです。24-70mmレンズを装着した標準一眼レフボ

最大 70-200mm のレンズを収納できるレンズケースです。空気で膨らませるケースなので、レンズの大きさに応じ

ディを収納できます。

て調節可能です。ディートゥアヒップパックに収納できます。

サイズ：H19.3 × W25 × D12.5cm

ICS-BK-1

0851459007771

収納時サイズ：H15 × W7.5 × D7.5cm

重量：122g

サイズ：H22.5 × W12.5 × D12.5cm

ILC-BK-1

収納時サイズ：H6.2 × W12.5 × D12.5cm

重量：122g

0851459007948

DETOUR HIPPACK
ディートゥア ヒップ パック

Detour Hip Pack

￥8,400（税抜）

コンパクトなボディバッグで、ショルダーベルトとウエストベルトで腰に固定できます。一台のカメラで
身軽に撮影したいときに重宝します。
サイズ：H25.6 × W20 × D12.5m
インフレータブルカメラキューブを収納可能

DT5-BK-1

収納時サイズ：H17.5 × W10 × D6.2cm

重量：254g

0851459007900
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ワンダード カタログ VOL.2

特約販売店

ワンダード製品日本総代理店

銀一株式会社 海外商品部
〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 ルート銀座ビル

@ginichidistribution

TEL 03-5550-5036

ワンダードの各製品は全国の有名カメラ店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※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。価格は 2020 年 2 月のものです。また、商品の 仕様と価格・デザイン
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。無断複製および 転載を禁じます。

2020-2-4000

@ginichi_corp

