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2010 年、アメリカの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 デアリング）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、現在キャプチャーはバージョンアップを重ね
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。

OUR STORY
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三脚本体の無駄なスペースを徹底的に省き、ペットボトルほどの太さにまで削ぎ落とした
デザインでありながら、高さや安定感、機能を犠牲にしない、画期的な三脚です。今まで
の三脚よりも早く展開できるレバーロック、使いやすい各部調整機構、スマートフォン用
マウントを内蔵するなどの機能を備えています。デザインチームが 4 年の歳月をかけて
作り上げたこのトラベルトライポッドは、軽く、コンパクトでありながら、望遠ズーム
レンズを装着した大型一眼レフにも対応します。

Travel Tripod

センターコラムを逆さに取り付けて、地面に限りなく近付け
ての撮影も可能

ローアングル撮影にも対応ワンタッチで展開できるレバーロック

片手で握れるほどスリムで
コンパクトなデザイン

一般的な三脚トラベルトライポッド

バッグのサイドポケットにも収まるコンパクトサイズ

カメラを素早くセットし
確実にロック

カーボン格納時 カーボン

カーボン製とアルミニウム製をラインナップ

センターコラムに内蔵のフォンマウントで
スマートフォンも設置可能

アジャストメントリングを締めることで、確実なボール
ロックが可能

溝にプレートを差し込み下へ押し込む ロッキングリング右に回すとロック解除ロッキングリングを左に回すとロック
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トラベル トライポッド カーボン　

Travel Tripod Carbon ¥91,000（税抜）

材質：カーボンファイバー　段数：5　全伸高：H152.4cm　伸高：H130.2cm　最低高：H14cm　重量：1.27kg　 
耐荷重：9.1kg　格納サイズ：H39.1 × ⌀7.9cm　同梱物：ウェザープルーフソフトケース × 1、 
スタンダードプレート × 1、ツールキット × 1、フォンマウント × 1、ブッシングリムーバルツール × 1

TT-CB-5-150-CF-1 0818373021269

トラベル トライポッド アルミニウム　

Travel Tripod Aluminium ¥53,000（税抜）

材質：アルミニウム　段数：5　全伸高：H152.4cm　伸高：H130.2cm　最低高：H14cm　重量：1.56kg　 
耐荷重：9.1kg　格納サイズ：H39.1 × ⌀7.9cm　同梱物：ウェザープルーフソフトケース × 1、 
スタンダードプレート × 1、ツールキット × 1、フォンマウント × 1、ブッシングリムーバルツール × 1

TT-CB-5-150-AL-1 0818373021276

アルミニウム カーボン

ユニバーサル ヘッド アダプター　
Universal Head Adapter ￥4,100（税抜）

天面に 3/8 インチネジが付いており、他社製の雲台が取り付けられるアダプターです。

サイズ：H7.9cm　平面サイズ：⌀5.4cm　重量：88g　同梱物：4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

TT-AD-5-150-1 0818373021672

トラベルトライポッド用アクセサリー

ウルトラライト コンバージョン キット　
Ultralight Conversion Kit ￥4,100（税抜）

三脚の下段 4 段を抜き、軽量化するキットです。重量 0.77kg（カーボン）/0.85kg（アルミニウム）、全伸高
58.1cmの三脚になります。

サイズ：H8cm　重量：27.4g（1個）

TT-ULCK-5-150-1 0818373021696

スパイク フィート セット　
Spike Feet Set ￥4,100（税抜）

滑りやすい場所や柔らかい地面での使用に適した交換用フィートです。重い機材を載せる場合にも効果的です。

サイズ：H2.3cm　重量：11.2g（1個）　同梱物：4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

TT-SFS-5-150-1 0818373021689

他社製の雲台取り付けイメージ

使用イメージ 使用イメージ

フォン マウント
Phone Mount ￥2,800（税抜）

トラベルトライポッド付属のフォンマウント
です。幅 9cm までのスマートフォンに対応。

TT-PM-5-150-1 0818373021702

ツール キット
Tool Kit ￥2,100（税抜）

トラベルトライポッド付属のツールキットです。

TT-HW-BT-1 0818373021719
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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。取り付け
可能な幅は、最大 6.4cmです。

Capture
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キャプチャー V3 （クリップオンリー）　Capture V3 Clip Only 各￥7,000（税抜）

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。

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-3  0818373020552　　シルバー CC-S-3  0818373020545

キャプチャー V3　Capture V3 各￥9,000（税抜）

キャプチャーとスタンダードプレートのセット。

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

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

スタンダードプレート（実物大）

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

アンカー
取り付けポイント

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

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

より滑りづらくラバーコートされた
バックプレート内側

ショルダーストラップ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
ボルトが付属 スタンダードボルト

ロングクランピングボルト

ブラック シルバー



キャプチャー用アクセサリー　すでにキャプチャーシリーズをお持ちの方のためのアクセサリーです。
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スタンダード プレート　
Standard Plate ￥2,500（税抜）

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。

サイズ：H3.8 × W3.8 × D0.7cm　
重量：14g　同梱物：4mm 六角レンチ

PL-S-2 0818373020576
PL-S-3 0818373021665

デュアル プレート　
Dual Plate ￥3,200（税抜）

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：H4.2 × W5.2 × D1.1cm　
重量：28g　同梱物：4mm 六角レンチ

PL-D-2 0818373020583

P.O.V. キット　
P.O.V. Kit ￥4,000（税抜）

GoPro やその他カメラをバックパックのショルダー
ストラップや腰ベルト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です。

適合機種：全てのキャプチャー
同梱物：アダプタープレート、カメラプレート、Jアーム、
ロングクランピンクボルト × 2、六角ボルト × 2、
スタビライザーパッド、キャプチャーツール、
マイクロファイバーポーチ

POV-2 0818373020729
使用イメージアダプタープレート

使用イメージ使用イメージ

ストラップ取り付け例使用イメージ



カメラ用カバー

Shell Small Shell Large

Shell Medium

アクセサリー

ストラップ取り付け可能幅は最大1.3cm
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ボルト パック
Bolt Pack 各¥1,300（税抜） 

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。取り付け可能な厚さは、スタンダード1.5cm、ロング1.6cmです。　　　　 
※キャプチャー V1への使用はできません。

ブラック CB-BK-1 0818373020606　　シルバー CB-SV-1 0818373020590

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

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。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できます。※非完全防水です。

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

プロ パッド
Pro Pad ￥2,500（税抜） 

キャプチャー V3 専用のパッドです。重いカメラの使用時や、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。

サイズ：H13.2 × W7 × D1.1cm　重量：36g 

PP-2 0818373020569
使用イメージ

使用イメージ

ブラック

シルバー

アンカー マウント
Anchor Mount ￥1,300（税抜） 

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。従来の
トライポッドプレートと違い、薄く、目立たないので、 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。

サイズ：H0.5 × W2 × D3cm　重量：18g　同梱物：4mm 六角レンチ 

PL-AN-1 0818373020101
使用イメージ

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
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ストラップ

スライド ライト　Slide Lite 各￥7,000（税抜）

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。

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

ブラック SLL-BK-3 0818373020514　アッシュ SLL-AS-3 0818373020507

スライド　Slide 各￥8,400（税抜）

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

ブラック SL-BK-3 0818373020484　アッシュ SL-AS-3 0818373020491

使用イメージ

より滑りづらくなった滑り止め使用感の良いアルミ製バックル

使用イメージ

なじみやすい、しなやかな素材ワンアクションで調整可能なバックル

ブラック

ブラック

アッシュ

アッシュ
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ストラップ

ブレスレットのように留められるマグネット仕様 手首にフィットさせてしっかりホールド

使用イメージ

カフ　Cuff 各￥4,000（税抜）

手首に合わせて調節しても、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　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

ブラック CF-BL-3 0818373020057　アッシュ CF-AS-3 0818373020088

なじみやすい、しなやかな素材 指1本で調整可能なクイックアジャスター

使用イメージ

リーシュ　Leash 各￥5,400（税抜）

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本で長さ調節ができます。

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

ブラック L-BL-3 0818373020040　アッシュ L-AS-3 0818373020071

ブラック

ブラック

アッシュ

アッシュ



グリップ ストラップ

イエローインナーコア
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アンカー 4 パック　Anchor 4-Pack ￥1,300（税抜）

ピークデザインのカメラストラップに同梱されているアンカーと同一製品です。

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

4PK-AN-4 0818373020835

アンカー リンクス　Anchor Links ￥2,700（税抜）

カメラストラップを簡単に着脱式にするためのアダプターです。ストラップ取り付け可能幅は最大1.2cmです。

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

AL-4 0818373020828

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す。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 ? 指にフィットする形状で軽い力で取り外しができます

実物大

内側のイエローインナーコアが見えた場合は、使用を中止し、交換
してください
※アンカーは消耗品です。適宜交換しながらご使用をお願いします。

クラッチ
Clutch ￥5,400（税抜）

グリップ付一眼レフを含む、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：本体 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

CL-3 0818373020743
使用イメージベルトを締めて手にフィットさせます

しっかりとしたホールド性



12

　毎日旅をしながら撮影をする僕がカメラバッグに求める

ことは、国内外いろいろな場所へ行っても壊れることのない

「耐久性」と、決定的瞬間を逃さないための「取り出しやすさ」

です。

　PeakDesign の「Everyday Backpack」は、機 能 性・

デザイン性・耐久性、全てを兼ね備えています。以前のモデル

から愛用しているのですが、今回 V2になったことでジッパー

の強度が向上し、耐久性が増しました。

　さらに、新色ミッドナイトやボーンが追加され、大小さまざま

なサイズも展開し、男女問わず幅広い用途に対応できるよう

になりました。

　また、長年使用している「Capture」は、カメラの「取り

出しやすさ」に関して右に出るものはないと思います。簡単

に取り付けることができる上に、撮りたい！ と思ったその瞬

間に、片手1秒でカメラを外せる使いやすさ。「Everyday 

Backpack」と組み合わせれば、都会の街歩きから登山、

アウトドアまで幅広く、そしてその耐久性から長年愛用する

ことができる、まさに相棒のような存在です。

近藤 大真 （Hiromasa Kondo）　
1992 年　愛知県生まれ

世界中を旅しながら、出会った人の笑顔や風景を切り取る写真家。2016
年から1年半、33 カ国を旅しながら世界各地で出会った人たちの笑顔を
撮影・チェキを贈る旅に出て、帰国後の日本 4大都市で開催した個展では
総来場者数 5000人を突破。現在は、次なる旅を企てながら日本を拠点に
幅広く活動している。
hiromasakondo.com

peak design アンバサダー case.1



EVERYDAY BAGS
©Hiromasa Kondo
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エブリデイ メッセンジャー 13L　Everyday Messenger 13L 各￥30,000（税抜）

カラー：ブラック、アッシュ　外寸 ： H29.8-36 × W39.5 × D19cm　内寸：H27.5-35.3 × W31 × D9.5cm
PC 収納部：H22.9 × W33 × D2.5cm　タブレット収納部：H22.1 × W30.6 × D0.7cm　容量：13-16L　重量：1.21kg
同梱物 ： 中仕切り × 2、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、キーテザー × 1

ブラック BEDM-13-BK-2 0818373021559　アッシュ BEDM-13-AS-2 0818373021566ブラック アッシュ

新しいエブリデイメッセンジャーは、高い機能性はそのままに、滑らかで美しいフォルム
を実現しました。自由度の高い中仕切りで、カメラ、ドローン、そのほかアクセサリー類を
整理して収納できます。バッグの表面には100 パーセントリサイクル素材の 400D
ナイロンを採用しています。

Everyday Messenger

スムーズに動くショルダーストラップジョイント ワンアクションで長さを調節可能なバックル

使いやすい上部ハンドル使用イメージ

エクスターナルキャリーストラップ使用イメージ

背面にキャリーバッグのハンドル部を通せるパス
スルー

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

カラー：ブラック、チャコール、アッシュ、ミッドナイト　外寸：H46.5-56.5 × W30 × D21cm
内寸：H45-55 × W28.5 × D16cm　PC 収納部：H38.1 × W25.4 × D2.5cm　タブレット収納部：H30.6 × W22.1 × D0.7cm
容量：17-20L　重量：2.01kg　同梱物：中仕切り × 3、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、 
ショートエクスターナルキャリーストラップ × 2、スターナムストラップ × 1、キーテザー × 1

ブラック BEDB-20-BK-2 0818373021344　チャコール BEDB-20-CH-2 0818373021412
アッシュ BEDB-20-AS-2 0818373021436　ミッドナイト BEDB-20-MN-2 0818373021443

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

カラー：ブラック、チャコール、ミッドナイト　外寸：H52-62 × W36 × D19.8cm
内寸：H50-60 × W31 × D17cm　PC 収納部：H40.6 × W27.4 × 3.8cm　タブレット収納部：H30.6 × W22.1 × D0.7cm 
容量：22-30L　重量：2.11kg　同梱物：中仕切り × 3、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、 
ショートエクスターナルキャリーストラップ × 2、スターナムストラップ × 1、キーテザー × 1

ブラック BEDB-30-BK-2 0818373021450　チャコール BEDB-30-CH-2 0818373021467
ミッドナイト BEDB-30-MN-2 0818373021474

使わないときにはマグネットで固定可能なショル
ダーストラップ

ヒップベルト装着イメージ（別売：P22）自由度の高い中仕切り 三脚収納イメージ

ブラック チャコール アッシュ ミッドナイト

エブリデイバックパックが更なる進化を遂げて V2へアップデート。従来の便利な機能は
そのままに、ジッパーや MagLatch™ クロージャーなどを改良しました。両サイドの
ジッパーからメインコンパートメントヘアクセスでき、バッグをおろさずに機材を取り
出せます。また、バッグの表面には、100パーセントリサイクル素材の 400D ナイロン
を採用しています。

Everyday Backpack

MagLatchTM クロージャー キャプチャー（別売）装着イメージ 簡易ロックになるジッパーのプルタブ内部にアクセスしやすい開口部

チャコール 30L
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エブリデイ バックパック ジップ 15L　Everyday Backpack Zip 15L 各￥26,000（税抜）

カラー：ブラック、ボーン、アッシュ、ミッドナイト　外寸：H44.5 × W26.5 × D20cm
内寸：H42 × W23 × D16cm　PC 収納部：H33 × W22.9 × D2.5cm　
容量：15L　重量：1.34kg　同梱物：中仕切り × 2、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、 
スターナムストラップ × 1、キーテザー × 1

ブラック BEDBZ-15-BK-2 0818373021481　ボーン BEDBZ-15-BO-2 0818373021511
アッシュ BEDBZ-15-AS-2 0818373021498　ミッドナイト BEDBZ-15-MN-2 0818373021504

エブリデイ バックパック ジップ 20L　Everyday Backpack Zip 20L 各￥30,000（税抜）

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト　外寸：H48 × W31.5 × D23.5cm
内寸：H45 × W28.5 × D20cm　PC 収納部：H38.1 × W25.4 × D 2.5cm　タブレット収納部：H30.6 × W22.1 × 0.7 cm
容量：20L　重量：1.55kg　同梱物：中仕切り × 2、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、 
スターナムストラップ × 1、キーテザー × 1

ブラック BEDBZ-20-BK-2 0818373021528　アッシュ BEDBZ-20-AS-2 0818373021535
ミッドナイト BEDBZ-20-MN-2 0818373021542

エブリデイバックパックのデザイン、機能をよりシンプルにした新しいバッグです。メイン
コンパートメントは前面のジッパーで大きく開き、自由度の高い中仕切りでカメラや
ドローンなど機材や小物を整理して収納できます。カメラバッグとしての機能を持ちな
がらもアーバンシーンでも活躍するバックパックです。バッグの表面には、100パーセン
トリサイクル素材の 400D ナイロンを採用しています。

Everyday Backpack Zip

使い勝手の良い内側ポケット 小物の収納に便利な上部ポケット

大きく開くメインコンパートメント

PC 収納イメージ

20Lへのヒップベルト装着イメージ（別売：P22）エクスターナルキャリーストラップ使用イメージ バッグのサイドからカメラを取り出し可能自由度の高い中仕切り

ブラック ボーン アッシュ ミッドナイト

ミッドナイト 20L
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エブリデイ トート 15L　Everyday Tote 15L 各￥21,000（税抜）

カラー：ブラック、ボーン　外寸：H37.5 × W44 × D17cm　内寸：H35.1 × W38.1 × D14cm
PC 収納部：H22.9 × W33 × D2.5cm　容量：15-20L　重量：1.02kg
同梱物：中仕切り × 2、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、クロスボディストラップ × 1、キーテザー × 1

ブラック BEDT-15-BK-2 0818373021573
ボーン BEDT-15-BO-2 0818373021580

生まれ変わったエブリデイトートは、すっきりとした美しいビジュアルと、高い機能性を
兼ね備えたトートバッグです。大きく開くメイン開口部はマグネット式で、スムーズに
開閉できます。止水ジッパーでしっかり密閉できるので、移動時などの盗難防止に役立ち
ます。オーガナイザーを備えたフロントポケットは、バッテリーやケーブルなどの収納に
便利です。付属のクロスボディストラップを使えばショルダーバッグとしても使用でき
ます。バッグの表面には、100パーセントリサイクル素材の 400D ナイロンを採用して
います。

Everyday Tote

ブラック ボーン

使用イメージ

キーテザー使用イメージ

クロスボディストラップ装着イメージ

折り紙に着想を得た中仕切り

ブラック

エクスターナルキャリーストラップ使用イメージ

PC 収納イメージ

ワンアクションで調節可能なバックル
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エブリデイ トートパック 20L　Everyday Totepack 20L 各￥25,000（税抜）

カラー：ブラック、ボーン　外寸：H49 × W39.5 × D16cm　内寸：H41.9 × W33 × D8.9cm
PC 収納部：H38.1 × W25.4 × D2.5cm　タブレット収納部：H30.6 × W22.1 × D0.7 cm　容量：20-25L　重量：1.25kg
同梱物：中仕切り × 2、ロングエクスターナルキャリーストラップ × 2、キーテザー × 1

ブラック BEDTP-20-BK-2 0818373021597
ボーン BEDTP-20-BO-2 0818373021603ブラック ボーン

新たに加わったピークデザインのトートパックは、移動の多い旅行や撮影に適した
バッグです。アクティブなバックパックとしても、持ち運びしやすいトートバッグとしても
使用できます。メインコンパートメントへは、バッグ上部の大きく開く開口部と、両側面
のジッパーからアクセスできます。バッグの表面には、100パーセントリサイクル素材の
400D ナイロンを採用しています。

Everyday Totepack

使用イメージ

アクセスしやすい開口部

サイドからアクセスできます

改良された止水ジッパー

エクスターナルキャリーストラップ使用イメージ

小物を収納できるフロントポケット

ボーン 収納可能なショルダーストラップ
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エブリデイ スリング 10L　Everyday Sling 10L 各￥20,000（税抜）

カラー：ブラック、アッシュ　外寸：H25.5 × W42 × D14cm　内寸：H25 × W31.5 × D10.2cm
PC 収納部：H21.2 × W30.4 × D1.5cm　容量：10L　重量：880g　 
同梱物：中仕切り × 2、ショートエクスターナルキャリーストラップ × 2

ブラック BEDS-10-BK-2 0818373021405
アッシュ BEDS-10-AS-2 0818373021429

スムーズなストラップ操作ワンアクションで調節可能なストラップ

PC 収納イメージ 収納イメージ

ブラック アッシュ

エクスターナルキャリーストラップ使用イメージ 開けやすいジッパータブ背面 収納イメージ

独自構造によりワンアクションで長さを調節可能なストラップ、キャプチャーを取り付け
られ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エブリデイスリング10L。
カメラに加えてタブレットや13 インチノートPC を収納できるので、ちょっとした撮影
旅行にも最適です。

Everyday Sling 10L

アッシュ
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エブリデイ スリング 6L　Everyday Sling 6L 各￥14,000（税抜）

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト　外寸：H23.5 × W35 × D12cm　内寸：H21.3 × W27.9 × D6.9cm
タブレット収納部：H18 × W25 × D0.6cm　容量：6L　重量：780g　 
同梱物：中仕切り × 2、ショートエクスターナルキャリーストラップ × 2

ブラック BEDS-6-BK-2 0818373021375　アッシュ BEDS-6-AS-2 0818373021382
ミッドナイト BEDS-6-MN-2 0818373021399

スムーズに動くショルダーストラップジョイント ワンアクションで取り外し可能なストラップ

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台持ち運べるタウン
ユースに最適なエブリデイスリング 6L。カメラに加えてタブレットや小物を収納できる
ので、使用の幅が広がります。またウエストバッグとしても使用でき、充実した機能を
持つ小型カメラバッグです。

Everyday Sling 6L

収納イメージ 使い勝手の良いフロントポケット

収納イメージ背面 小物の収納に便利な内ポケットエクスターナルキャリーストラップ使用イメージ

ブラック アッシュ ミッドナイト

ミッドナイト
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エブリデイ スリング 3L　Everyday Sling 3L 各￥11,000（税抜）

カラー：ブラック、アッシュ　外寸：H19 × W30.5 × D11cm　内寸：H8.9 × W19.8 × D6.4cm　 
容量：3L　重量：550g　同梱物：中仕切り × 2、ショートエクスターナルキャリーストラップ × 2

ブラック BEDS-3-BK-2 0818373021351
アッシュ BEDS-3-AS-2 0818373021368

エブリデイラインの中でもっとも小型で軽量なエブリデイスリング3L。ミラーレスカメラ
1台だけで身軽に撮影へ行きたいユーザーにぴったりな大きさです。フロントポケットは
スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に最適。ウエストバッグとしても使用でき
ます。

Everyday Sling 3L

フィット感の高いショルダーストラップ ワンアクションで長さを調節可能なバックル

改良されたジッパープル 小物の収納に便利な内ポケット

ブラック アッシュ

収納イメージ背面

ブラック

スムーズに動くショルダーストラップジョイント 大きく開き確認しやすい開口部



エブリデイ ヒップ ベルト　Everyday Hip Belt 各￥3,000（税抜）

エブリデイバックパック、バックパックジップシリーズに取り付け可能なヒップベルトです。荷物が重くなりフィット
感を向上させたいときや、体への負担を軽減させたいときに使用します。※エブリデイバックパックジップ15L に
は使用不可 （2020 年 3月9日修正）

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト　重量：130g

ブラック BEDHB-52-BK-2 0818373021610　アッシュ BEDHB-52-AS-2 0818373021634　
ミッドナイト BEDHB-52-MN-2 0818373021641

ブラック アッシュ ミッドナイト

キャプチャー（別売）装着イメージ

エブリデイバックパック用アクセサリー

体にフィットするヒップパッド

バックパック背面のスリットに通して装着
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フィールド ポーチ　Field Pouch 各￥6,000（税抜）

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

ジェットブラック BP-BK-1 0818373020460　チャコール BP-BL-1 0855110003546
アッシュ BP-AS-1 0818373020033　ヘリテージタン BP-BR-1 0855110003539

レンジ ポーチ　Range 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）

カラー：チャコール
スモール 内寸：H12 × ⌀8.5cm 重量：150g
ミディアム　内寸：H17 × ⌀10.2cm 重量：210g
ラージ 内寸：H23.2 × ⌀11.5cm　重量：300g
同梱物：アンカー × 2

スモール BRP-S-BL-1 0855110003843　ミディアム BRP-M-BL-1 0855110003850
ラージ BRP-L-BL-1 0855110003867

身の回りのガジェットや小型のカメラ、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、背面のアンカーに
ピークデザインのストラップを取り付けることで、ショルダーポーチとして使用可能です。Field Pouch

ジェットブラック チャコール アッシュ ヘリテージタン

チャコール

スライドライト（別売）取り付けイメージ

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フラップは、レンズに合わせて留め位置
を調節できます。ポーチ背面のアンカーにピークデザインのストラップを取り付けて使用することもできます。Range Pouch

背面

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

スモール ミディアム ラージ



TRAVEL BAGS
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　海外撮影や泊りがけの撮影に欠かせないのが「トラベル

バックパック 45L」だ。広角から望遠までの大三元レンズや

予備カメラなど必要な機材が幅広く収納可。そのうえパソコ

ンやバッテリー、記録メディアのほか、旅に必要な細々とした

物をしっかりとあるべき場所に収納できるポケットの仕組み

も充実している。パックの中でそれらが散乱することもないの

で、あれこれと探す時間もなくなるはずだ。

　そんなに入れたら背負えなくなるくらい重くなるのではと

思うだろう。荷重がすべて肩にかかるのであれば相当きつい。

ただし、このパックには収納式の大きなウエストベルトが搭載

されている。これをしっかりと腰の位置に固定すれば、登山

用ザックのような感覚で腰を中心にパックを背負うことが

柏倉 陽介 （Yosuke Kashiwakura）　
1978 年　山形県生まれ

風景や動物、環境保護を中心に自然に関わる分野を幅広く撮影。写真
作品は国連気候変動枠組条約締約国会議や世界大都市気候先導グループ
会議、スミソニアン博物館などに展示される。ナショナルジオグラフィック
国際フォトコンテスト 自然部門入賞、Monochrome Photography 
Awards ランドスケープ・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー受賞など、
主要な国際写真賞を数多く受賞。

peak design アンバサダー case.2

できる。意外にこのポイントを押さえているカメラザックは

少ない。むしろ、まるで鉄や石が入っているような感覚になる

カメラザックこそ、腰で背負うというシステムが必須なのだ。

　私の場合は山を登ることや長距離を歩くこともあるので

非常に助かっている。それから、一見してカメラザックと思わ

れないスタイリッシュな外観もあらゆる場所にマッチして

くれるので、撮影もしやすい。自然撮影の際にはレインウェア

や食料を入れ、テントや寝袋をストラップで外付け固定する

こともある。これほど旅に特化したザックは見当たらない

くらい、よく作り込まれた製品である。
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大きく開くバックパネル

収納可能なショルダーパッドとヒップパッド

バックパネルにもハンドルを装備

扱いやすい上部ハンドル

ノートPCとタブレットを収納可能

荷物のパッキングを容易にするトラベルポーチシリーズを使用した収納イメージ、さまざまな組合せが可能

ブラック

専用クリップでポーチを固定

背面パッド

ピークデザイン×トラベルというコンセプトのもとに生まれたトラベルバックパック。旅行での利便性を追求し、航空機内への持ち込みも可能なサイズでありながら、45Lという容量で充分な撮影機材と衣類など
を収納できます。ラップトップスリーブ、サイドや上部ポケットなど各種ポケットが備えられ、取り出す頻度の高い荷物の収納に便利です。トラベルポーチシリーズと組み合わせることによってさまざまなカスタム
が可能なメインコンパートメントへは、大きく開くバックパネルによりスムーズにアクセスできます。荷物容量に合わせて、バッグ上部をコンプレッションして容量を 5L 少なく、また表面のジッパーを開いて容量を
10L 多くでき、さまざまなシチュエーションに合わせてサイズ調節が可能です。

Travel Backpack



26

トラベル バックパック 45L　Travel Backpack 45L 各¥40,000（税抜）

カラー：ブラック、セージ　内寸：H53.3 × W38.1 × D14.6cm　PC 収納部：H40.6 × W30 × D2.5cm　容量：30-45L
重量：2.05kg

ブラック BTR-45-BK-1  0818373020859　　セージ BTR-45-SG-1  0818373020866

水筒や三脚を収納できるサイドポケット

小物の収納に便利な上部ポケット

バッグ上部をコンプレッションして容量調節可能

使い勝手の良いサイドポケット

シェルには丈夫な 400 デニールナイロンを使用

ブラック

セージ ブラック
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トラベルバックパックへのパッキングのためのポーチ。各種さまざまな荷物に合わせた
設計で、カメラやレンズ類、衣類、そして洗面用具なども機能的に収納することができます。
専用のクリップにより、トラベルバックパックのメインコンパートメントに固定できます。

Travel Pouch

カメラ キューブ ラージ
Camera Cube Large

￥12,000（税抜）

カメラやレンズなどの機材を保護するポーチです。
自由度の高い中仕切りによってさまざまな機材に対応
します。

カラー：ブラック　外寸： H46 × W32 × D17cm
内寸：H40.6 × W30.4 × D15.2cm
容量：18L　重量：1kg（中仕切り含む）
同梱物：C クリップ × 6、中仕切り（FlexFold™） × 3、
中仕切り（ショート） × 5、中仕切り（ロング） × 3、
メッシュポケット × 1

BCC-L-BK-1   0818373020910

カメラ キューブ ミディアム
Camera Cube Medium

￥9,200（税抜）

カメラやレンズなどの機材を保護するポーチです。
自由度の高い中仕切りによってさまざまな機材に対応
します。

カラー：ブラック　外寸：H32 × W32 × D17cm
内寸：H27.9 × W27.9 × D15.2cm
容量：12L　重量：730g（中仕切り含む）
同梱物：C クリップ × 4、中仕切り（FlexFold™） × 2、
中仕切り（ショート） × 4、中仕切り（ロング） × 2、
メッシュポケット × 1

BCC-M-BK-1   0818373020903

カメラ キューブ スモール
Camera Cube Small

￥6,500（税抜）

カメラやレンズなどの機材を保護するポーチです。
自由度の高い中仕切りによってさまざまな機材に対応
します。

カラー：ブラック　外寸：H16 × W32 × D17cm
内寸：H15.2 × W29.2 × D15.2cm
容量：6L　重量：350g（中仕切り含む）
同梱物：C クリップ × 4、中仕切り（FlexFold™） × 2、
メッシュポケット × 1

BCC-S-BK-1   0818373020897

テク ポーチ
Tech Pouch 各￥8,000（税抜）

ケーブルやバッテリー、SDカードなどの小物類を整理・
収納するために設計されたポーチです。上部にハンドル
が付いており、携帯性にも優れています。

カラー：ブラック、セージ
サイズ：H15 × W24 × D10cm　容量：2L
重量：288g

ブラック BTP-BK-1   0818373020927
セージ BTP-SG-1   0818373021023

収納イメージ

収納イメージ

収納イメージ

収納イメージ

セージ
ブラック

トラベルバックパックへの収納イメージ

トラベルバックパックへの収納イメージ

トラベルバックパックへの収納イメージ

小物の収納に便利なジッパー付きポケット
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パッキング キューブ スモール
Packing Cube Small

￥4,000（税抜）

衣類などの収納に適したポーチです。内部仕切りに
よって清潔な服と汚れた服を分けることができ、
内容量に応じてサイズを調節できます。

カラー：チャコール
サイズ：H17 × W32 × D8-17cm
容量：4.5-9L　重量：110g

BPC-S-CH-1   0818373020941

シュー ポーチ
Shoe Pouch ￥3,300（税抜）

超軽量で超コンパクトな靴用ポーチです。使用しない
ときは小さく折り畳めて邪魔になりません。

カラー：チャコール
サイズ：H17 × W32 × D17cm　容量：9L
重量：48g

BSP-CH-1   0818373020965

レイン フライ
Rain Fly ￥4,000（税抜）

トラベルバックパック45L 専用のレインカバーです。
使わないときはバッグのスリーブにぴったりと収まり
ます。

カラー：ブラック　重量：94g

BTR-RF-45-BK-1   0818373020972

ウオッシュ ポーチ
Wash Pouch 各￥8,000（税抜）

視認性・アクセスに優れた洗面用品用ポーチです。
タオルハンガーなどにフックで吊り下げることが
できます。

カラー：ブラック、セージ
サイズ：H15 × W26 × D11cm　容量：2.5L
重量：248g

ブラック BWP-BK-1  0818373020934
セージ BWP-SG-1   0818373021030

トラベルバックパック取り付け部 簡単にフィットできるドローコード

収納イメージ

収納イメージ

セージ

ブラック

吊り下げフックを内蔵

使用しないときはコンパクトに収納可能

収納イメージ

収納イメージ

内容量に合わせて2 段階で調節可能

内容量に合わせて2 段階で調節可能

パッキング キューブ ミディアム
Packing Cube Midium

￥5,300（税抜）

衣類などの収納に適したポーチです。内部仕切りに
よって清潔な服と汚れた服を分けることができ、
内容量に応じてサイズを調節できます。

カラー：チャコール
サイズ：H32 × W32 × D8-17cm
容量：8-18L　重量：148g

BPC-M-CH-1   0818373020958
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容量 65Lへの拡張イメージ

トラベル ダッフルパック 65L　Travel Duffelpack 65L 各￥30,000（税抜）

カラー：ブラック、セージ　外寸：H66 × W38-42 × D30-34cm　内寸：H66 × W24-38 × D23cm
容量：45-65L　重量：1.77kg　同梱物：エクスターナルキャリーストラップ × 2

ブラック BTRDP-65-BK-1 0818373021238
セージ BTRDP-65-SG-1 0818373021245セージ

セージ

ブラック

取り出し可能なショルダーストラップ

カメラキューブラージ収納イメージ

サイドのジッパーで容量調節可能

エクスターナルキャリーストラップ使用イメージ

使い勝手の良いサイドポケット

側面

バックパックスタイルイメージ

結合させると簡易ロックになるジッパーのプルタブ

多くの荷物をより快適に持ち運べるダッフルパックです。十分な容量を備えるメイン
コンパートメントへの開口部は大きく、荷物の出し入れがしやすい構造になっています。
また、別売のトラベルポーチシリーズを自由に組み合わせて、整理された収納ができます。
サイドのジッパーを開いて容量を20L 増やすなど、用途に合わせて調節できる機能的
なバッグです。ボストンバッグ、バックパックスタイルに対応。

Travel Duffelpack
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セージ

ブラック 収納イメージ

ブラック

ショルダーストラップ装着イメージ

トラベル ダッフル 35L　Travel Duffel 35L 各￥18,000（税抜）

カラー：ブラック、セージ　外寸：H34.5 × W56-61 × D26cm　内寸：H25.5 × W51 × D20-25.5cm
容量：35L　重量：900g　同梱物：ハンドストラップ × 2、ショルダーストラップ

ブラック BTRD-35-BK-1 0818373020873
セージ BTRD-35-SG-1 0818373020880

結合させると簡易ロックになるジッパーのプルタブワンアクションで着脱可能なストラップ メインコンパートメント内側のジッパーポケット

使い勝手の良いフラップ付きポケット サイドポケット内側のオーガナイザー メインコンパートメント内側へ通して固定する
と簡易ロックになるサイドポケットのジッパー
プルタブ

カメラキューブミディアム収納イメージ

実用的かつシンプルで美しい、ダッフルバッグです。機内持ち込みが可能なサイズであり
ながら、35Lもの容量を備えています。メインコンパートメントへの開口部は大きく、
荷物の出し入れがしやすい構造になっています。別売のトラベルポーチシリーズを収納
できます。ボストンバッグ、ショルダーバッグ、バックパックスタイルに対応。

Travel Duffel
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