


プロヴォーク 31 + カメラキューブ
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ロールトップ構造が特徴のバックパックです。すっきりとしたスタイルでありながら抜
群の収納力を誇ります。トップ部分は容量の調節が可能で、ロールトップを広げれば
ジャケットはもちろん、レンズなど撮影機材も収納できます。また、バッグ背面内側に
はノート PC やタブレット専用の収納部、外側には内側が柔らかいナイロン生地で収納
品を傷つけないトップポケット、背面下部にはパスポートなど貴重品の収納に最適な
オーガナイザーポケットなど、機材以外を持ち運ぶときやデイリーユースにもぴったりの
バッグです。プロヴォーク ゴビタンは、カメラバッグ単体と、バッグにカメラキューブが
付属した 2 つのタイプをお選びいただけます。

PRVKE Gobi Tan

プロヴォーク 31　PRVKE 31 ￥30,800（税込）

プロヴォーク 31 + カメラキューブ　PRVKE 31 ＋ Camera Cube ￥38,500（税込）

カラー：ゴビタン　外寸（ロールトップ部分除く）：H47.5 × W31.2 × D18.7cm　PC 収納部内寸：H33.7 × W25 × D2.5cm 
タブレット収納部内寸：H32.5 × W25 × D1.2cm　容量：31-36L　重量：1.5kg（バッグ本体） 
同梱物：エッセンシャルプラスカメラキューブ（プロヴォーク 31 単体には含まれません）

プロヴォーク 31 ゴビタン PK31-TN-1 0850008909566　プロヴォーク 31 + カメラキューブ ゴビタン PK31-TN-CC-2 0850008909580

プロヴォーク 21　PRVKE 21 ￥27,500（税込）

プロヴォーク 21 + カメラキューブ　PRVKE 21 ＋ Camera Cube ￥34,100（税込）

カラー：ゴビタン　外寸（ロールトップ部分除く）：H42.5 × W27.5 × D16.2cm　PC 収納部内寸：H32.5 × W23.7 ×D2.5cm 
タブレット収納部内寸：H31.2 × W23.7 × D1.2cm　容量：21-26L　重量：1.3kg（バッグ本体） 
同梱物：エッセンシャルカメラキューブ（プロヴォーク 21 単体には含まれません）

プロヴォーク 21 ゴビタン PK21-TN-1 0850008909559　プロヴォーク 21 + カメラキューブ ゴビタン PK21-TN-CC-2 0850008909573

サイドパネルから素早くカメラを取り出せる

大きく開くバックパネル

使い勝手の良いトップポケット

背面下部の貴重品を収納できるオーガナイザーポケット

ノートPC 収納部とタブレット収納部21L 収納例（カメラキューブ使用時）31L 収納例（カメラキューブ使用時） 使用イメージポーチや本などを収納可能なフロントポケット
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体型に合わせてサイズを選び、6ヶ所のポイントを調節して、体に負担をかけずに移動
できるバックパックです。大量の荷物の持ち運び、またハイキングなどアウトドアシーン
に適しています。M/L、S/M の 2 サイズより、腰骨から頚椎までの長さ、胸囲、腰回り
に合わせたサイズをお選びいただけます。両サイズの違いは外寸だけで、どちらもたく
さんの荷物に加え、カメラキューブ（別売）をセッティングすることで機材も収納できる、
大容量の 50Lです。

FERNWEH

ブラック

ブラック

ゴビタン

ゴビタン

使い勝手の良いトップポケット

バッグ上部、フロント、サイドパネルからメインコンパート
メントへアクセス可能

アクセサリーループ使用イメージ

拡張時

体に合わせて 6 ヶ所を調節可能なア
ジャストメントシステム

大きく開くバックパネルからメインコン
パートメントへアクセス可能

フェルンヴェー 50 M/L　FERNWEH 50 M/L 各￥50,600（税込）

カラー：ブラック、ゴビタン　外寸：H66 × W34.9 × D24.1cm　容量：50L　重量：2.27kg

ブラック FWML-ML-BK-1 0850008909627　ゴビタン FWML-ML-TN-1 0850008909641

フェルンヴェー 50 S/M　FERNWEH 50 S/M 各￥50,600（税込）

カラー：ブラック、ゴビタン　外寸：H63.5 × W34.9 × D24.1cm　容量：50L　重量：2.18kg

ブラック FWSM-SM-BK-1 0850008909610　ゴビタン FWSM-SM-TN-1 0850008909634

ブラック

プロ ディープ カメラ キューブ
Pro Deep Camera Cube ￥18,700（税込）

フェルンヴェーのメインコンパートメントに収納できます。標準レンズを
装着した中型一眼レフ2 台、レンズ 3-4 本、ドローン1体などを収納可能。

カラー：ブラック　外寸：H43 × W30 × D17cm
内寸：H42 × W29 × D15.9cm　重量：700g

CCPD-BK-1 0850008909603

エッセンシャル ディープ カメラ キューブ
Essential Deep Camera Cube ￥12,980（税込）

フェルンヴェーのメインコンパートメントに収納できます。中型一眼レフ
1台、レンズ 2-4 本、その他アクセサリーを収納可能。

カラー：ブラック　外寸：H30.4 × W27.9 × D17.1cm
内寸：H29.2 × W26.7 × D15.9cm　重量：500g

CCED-BK-1 0850008909597

ルート パック
ROUTE Pack 各￥9,900（税込）

チェストパック、ウエストポーチ、ショルダーポーチとして使用できます。
拡張時は70-200mm等のレンズを装着した中型一眼レフ1台を収納可能。

カラー：ブラック、ゴビタン　外寸：H25-35.5 × W19 × D13cm　重量：250g

ブラック RCP-BK-1 0850008909665
ゴビタン RCP-TN-1 0850008909672

レインフライ ラージ
Rainfly Large ￥4,950（税込）

フェルンヴェー、へクサードキャリーオールダッフル 60L 用のレイン
カバーです。フェルンヴェーの底部ポケットに収納可能。　　　　　　　

カラー：ブラック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

RFL-BK-1 0850008909658

関連アクセサリー

体のサイズに合わせてM/L、S/M の 2 サイズから選択可能
www.ginichi.co.jp/information/topics/15855/



ワンダード製品日本総代理店

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。

特約販売店

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
TEL 03-5550-5036

2021-03-2000

※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2021年 3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。

ワンダード カタログ VOL.2.2 （新製品）

@GinichiDistri

@ginichidistribution

@ginichi_corp

ワンダードのポーチは、オフィス、自宅、外出先など、さまざまなシチュエーションに
合わせて小物類を収納できるように設計されています。ケーブルやバッテリーなどの
撮影用アクセサリーの整理・収納に適したテクポーチと、洗面用品入れに最適なトイレ
タリーポーチのラインナップです。それぞれのポーチ外側にはクリップが付いており、
プロヴォークやデュオのアクセサリーループに取り付けられます。

POUCH

プロヴォーク装着イメージ

小物の収納に便利なフロントポケット

大きく開きアクセスしやすい開口部 ワンアクションで着脱できるバックル

収納イメージ

収納イメージ

テク ポーチ ラージ　Tech Pouch Large ￥8,580（税込）

ファスナー付きのメインポケットとフロントポケットの2 つのポケットで、小物類を整理して収納できます。メイン
ポケットにはメッシュオーガナイザーが備わり、フロントポケットは内側が柔らかいナイロン生地になっています。

カラー：ブラック　サイズ：H13.9 × W22.9 × D10.2cm　容量：3L　重量：150g

TP-LG-BK-1 0850008909887

テク ポーチ ミディアム　Tech Pouch Medium ￥6,380（税込）

ファスナー付きのメインポケットとフロントポケットの2 つのポケットで、小物類を整理して収納できます。メイン
ポケットにはメッシュオーガナイザーが備わり、フロントポケットは内側が柔らかいナイロン生地になっています。

カラー：ブラック　サイズ：H11.4 × W22.9 × D7.6cm　容量：2L　重量：130g

TP-MD-BK-1 0850008909870

テク ポーチ スモール　Tech Pouch Small ￥4,180（税込）

ファスナー付きのメインポケット1つのシンプルなデザインです。メインポケットにはメッシュオーガナイザーが
備わっています。

カラー：ブラック　サイズ：H11.4 × W19.7 × D5cm　容量：1L　重量：80g

TP-SM-BK-1 0850008909863

キャリー ストラップ　Carry Strap ￥2,750（税込）

テクポーチやトイレタリーポーチに取り付けて、ボディバッグとして使用できるようにします。バックル部分は
マグネット仕様で、素早く簡単な着脱が可能です。

カラー：ブラック　ストラップ長：114cm　ストラップ幅：2.5cm　重量：60g

TP-SP-BK-1 0850008909894

トイレタリー バッグ ラージ　Toiletry Bag Large ￥8,580（税込）

ファスナー付きのメインポケットとフロントポケットの2つのポケットで、小物類を整理して収納できます。歯ブラシ
などを清潔に収納できる抗菌スリーブ付き。内側の素材には PUコーティングが施され、清潔さを保ちます。

カラー：ブラック　サイズ：H13.9 × W22.9 × D10.2cm　容量：3L　重量：150g

TB-LG-BK-1 0850008909856

トイレタリー バッグ ミディアム　Toiletry Bag Medium ￥5,720（税込）

ファスナー付きのメインポケットとフロントポケットの2つのポケットで、小物類を整理して収納できます。歯ブラシ
などを清潔に収納できる抗菌スリーブ付き。内側の素材には PUコーティングが施され、清潔さを保ちます。

カラー：ブラック　サイズ：H11.4 × W22.9 × D7.6cm　容量：2L　重量：130g

TB-MD-BK-1 0850008909849




