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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。

その後も、高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグ、

デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、

その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズや

スマートフォン向けアイテムなど、常にその世界を広げています。

OUR STORY
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peak design テスター case 1

©Chica Suzuki

鈴木 千花　Chica Suzuki

世界100 カ国を10 年近く旅したのち、日本
の故郷の山に魅了され、自然や自然と共に生
きる人々の撮影がライフワークになる。一年
を通して、登山からアルパインクライミング、
沢登り、アイスクライミングと、年々フィールド
を広げている。アウトドア各紙の取材山行や
表紙、カメラメーカー HP やサンプル撮影の
ほか、広告、イベント、ウェブメディア撮影等、
幅広い媒体で活躍する。

- 撮影スタイル自体をも「デザイン」するプロダクト -
　カメラを好きになってから登山を好きになった

私。登山中は、ザックを背負いその上から肩掛

けストラップでカメラを下げて登っていた。本格

的に山に登るにつれてカメラを肩につけている人

とよくすれ違うようになり、何だろうと気になっ

たのが、このキャプチャーだった。存在を初めて

知った時は、「こんなの欲しかった！」と感じた

ものの、強度や操作性に不安がありしばらく距離を置いていた……が、実際使ってみる

と「何でもっと早く使わなかったんだ！」と結果的にやはり感動した。

　キャプチャーからのカメラの取り付け取り外しは、ストレスのないスムーズさが感じら

れた。心配していた強度も、カメラの着脱はもちろん、ザックを下ろす時、背負う時の

動作でもカメラ本体をつけたままでも不安がないほどだった。改良された新モデルV3は、

より薄く小さくスタイリッシュになったので、女性の肩でも干渉をほとんど感じなくなった。

　素早いカメラの脱着ができ、シャッターチャンスを逃さないことが大きなメリットの一

つだが、私が一番お世話になっている点は、カメラ本体を固定し安定させることだ。

今まで登山時に肩掛けしていたカメラは、ストラップを許容範囲で短くしても、歩くた

びに揺れ、お腹や特に腰ベルトあたりにコツコツ当たっていた。それが嫌でカメラを片

手で支えたり軽く持つのだが、何時間も歩いていると手はいつの間にか外れてしまう。

上半身をなるべく大きく動かさないよう安定させて歩く登山では、重量があり形状的に

も不安定なカメラを上重心で固定できることは、山歩きでのパフォーマンス向上にも繋

がるのを実感した。

　peak design のアイテムを使うほどに享受できる相乗効果は、三脚にもある。キャ

プチャーで必要なプレートは三脚に取り付けるときにも同じものがそのまま使えるし、

アウトドア撮影で風によるカメラストラップの揺れも気になっていたが、それも脱着が簡

単なので問題なし。この、キャプチャー・スライド・トラベルトライポッドの三角関係は

どこもスムーズで仲良しなのが素晴らしい。

　登山では、重量をできる限り抑えたいものだが、もちろん耐久性や安定性、使い勝手

も重要な訳で。トラベルトライポッドは 1.29kg とカーボンの中では飛び抜けて軽い方

ではないものの、脚の引き伸ばしや雲台への取り付け、ロックなどの、撮影までのセッティ

ングが素早く行え、耐荷重にも余裕がある。例えば登山中、登りながら朝焼けや夕焼け

が始まってしまい、さっと三脚をセットしたい時や、星空を撮影する時に暗闇の中でも

セットしやすい、というのはとても重要で、特にカメラ装着時のプレートへの取り付けと

そのあとのロックが、急いでいても、手元が見えづらくても、寒い日にグローブを着けた

ままでも、わかりやすく操作しやすいのが良い。また、バックパック一つに効率的に荷

物を詰め込まないといけない登山では、機能が似たものなら小さい方が良いに決まって

いるが、トラベルトライポッドは、今まで見たどの三脚より小さいのに機能的。下から

形状を見るとパズルのようなデザインに気持ちよくなるはず。飲料ボトルよりスリムで

コンパクトなので、ザックのサイドポケットにも余裕で収まり、使いたい時にわざわざ

ザックを下ろし、中を開け、荷物を探ることもなく、スムーズに撮影に取り掛かれる。

　ブランドの名前にもある「デザイン」は、プロダクト自体が全てスタイリッシュでシン

プルなのに便利というデザイン性に優れているのは言わずもがな、プロダクトそれぞれ

の総合的な使い方というスタイル自体をもデザインしているのだと感じた。

https://www.chicapaya.com/

©Lukasz
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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

2022 年 9月27日 価格改定

センターコラムを逆さに取り付けて、地面に限りなく近づけ
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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2022 年 9月27日 価格改定

トラベル トライポッド カーボン
Travel Tripod Carbon ¥110,000（税込）

材質：カーボンファイバー　段数：5　全伸高：152.4cm　伸高：130.2cm　最低高：14cm　重量：1.29kg　
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、折り畳み六角レンチ × 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 ¥64,900（税込）

材質：アルミニウム　段数：5　全伸高：152.4cm　伸高：130.2cm　最低高：14cm　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、折り畳み六角レンチ × 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 ￥5,390（税込）

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（ネジ含む）　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 ￥5,390（税込）

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）　同梱物：マイクロファイバーポーチ

TT-ULCK-5-150-1 0818373021696

スパイク フィート セット　
Spike Feet Set ￥5,390（税込）

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 ￥3,630（税込）

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。

対応スマートフォンサイズ：幅 3-9cm
サイズ（収納時）：H6.9 × W1.4 × D1.3cm
重量：12g

TT-PM-5-150-1 0818373021702

ツール キット
Tool Kit ￥3,630（税込）

トラベルトライポッド付属のツールキットです。

キット内容：折り畳み六角レンチ、レッグクリップ、
ブッシングリムーバルツール

TT-HW-BT-1 0818373021719



CAMERA GEAR
©Lukasz
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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、軽量かつ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
2022 年 9月27日 価格改定

キャプチャー V3 （クリップオンリー） Capture V3 Clip Only 各¥9,900（税込）

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 P.O.V.、P.O.V.キットV1
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¥13,530（税込）

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

ラバーコートにより滑りづらくなった
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。

レンズ キット
Lens Kit 各￥9,900（税込）

レンズの交換をスピーディーかつスムーズに行うことが
できるレンズ用アクセサリーです。ピークデザインのア
ンカーハウジングを装着したカメラストラップに接続
することも可能です。別途キャプチャー本体が必要
です。

重量：198g
適合機種：全てのキャプチャー
同梱物：バヨネットキャップ × 2、
マイクロファイバーポーチ、アンカー × 2

ニコン Fマウント用 LK-N-2 0818373021115
キヤノン EFマウント用 LK-C-2 0818373021122
ソニー E/FEマウント用 LK-S-2 0818373021139

使用イメージ使用イメージ
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2022 年 9月27日 価格改定

スタンダード プレート
Standard Plate ¥3,630（税込）

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
適合機種：キャプチャー V3
同梱物：4mm 六角レンチ

PL-S-3 0818373021665

デュアル プレート
Dual Plate ¥4,510（税込）

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
適合機種：全てのキャプチャー
同梱物：4mm 六角レンチ

PL-D-2 0818373020583

P.O.V. キット
P.O.V. Kit ¥5,390（税込）

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
キット内容：アダプタープレート、カメラプレート、Jアーム、
ロングクランピングボルト × 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



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。

カメラ用カバー

シェル スモール シェル ラージ
シェル ミディアム
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2022 年 9月27日 価格改定

ボルト パック
Bolt Pack 各¥1,980（税込）

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　¥8,140（税込）　 ミディアム　￥9,020（税込）　 ラージ　￥9,900（税込）

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。※完全防水ではありません。

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 ￥3,630（税込）

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

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

グリップ ストラップ

クラッチ
Clutch ￥7,700（税込）

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。アルカスイス互換の雲台にその
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



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
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ストラップ 2022 年 9月27日 価格改定

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

使用イメージ

スライド ライト Slide Lite 各￥10,230（税込）　

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、ミッドナイト、セージ　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
※アッシュのみシルバーのアンカーマウントが付属します。

ブラック SLL-BK-3 0818373020514 アッシュ SLL-AS-3 0818373020507
ミッドナイト SLL-MN-3 0818373022648 セージ SLL-SG-3 0818373022693

スライド Slide 各￥11,880（税込）　

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、ミッドナイト、セージ　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
※アッシュのみシルバーのアンカーマウントが付属します。

ブラック SL-BK-3 0818373020484 アッシュ SL-AS-3 0818373020491
ミッドナイト SL-MN-3 0818373022662 セージ SL-SG-3 0818373022655

ブラック

ブラック

アッシュ

アッシュ

ミッドナイト

セージ

セージ

ミッドナイト
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ストラップ 2022 年 9月27日 価格改定

使用イメージ

使用イメージ

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

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

カフ Cuff 各￥5,940（税込）　

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、ミッドナイト、セージ　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
ミッドナイト CF-MN-3 0818373022709 セージ CF-SG-3 0818373022617

リーシュ Leash 各￥7,700（税込）　

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、ミッドナイト、セージ　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
※アッシュのみシルバーのアンカーマウントが付属します。

ブラック L-BL-3 0818373020040 アッシュ L-AS-3 0818373020071
ミッドナイト L-MN-3 0818373022600 セージ L-SG-3 0818373022594

ブラック

ブラック

アッシュ

アッシュ

セージ

セージ

ミッドナイト

ミッドナイト
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2022 年 9月27日 価格改定

アンカー 4 パック Anchor 4-Pack 各￥1,870（税込）

アンカー 4個セットです。レッドは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

レッド 4PK-AN-4 0818373020835 ブラック 4PK-AN-BK-4 0818373022679

アンカー リンクス Anchor Links ￥4,180（税込）

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。

レッド ブラック

ストラップ取り付け可能幅は最大1.3cm

アンカー マウント
Anchor Mount ￥1,870（税込）

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 

ブラック PL-AN-1 0818373020101
使用イメージ 使用イメージ
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peak design アンバサダー case 1

©Akari

©Hiromasa Kondo

□ EVERYDAY BACKPACK ZIP 20L
　このバッグは本格的に撮影に行くときに使用しているバッグ

です。20Lの容量は撮影機材（ミラーレス機ボディ１台とレン

ズを3 本）を収納した上で、さらに三脚や飲料水や上着、折り

畳み傘など撮影における必要十分なものが全て収納できます。

デザイン性が高いので、中の仕切りを外して普段の仕事はもち

ろん、撮影以外のバッグとしても使えます。ノートPC（15 イン

チ）も収納できたり、1泊 2 日の旅行であってもこのバッグ

ひとつで完結するほどです。止水ファスナーを使っているので

多少の雨が降っても問題ありません。

　EVERYDAY BACKPACK ZIP の大きな特 徴として、

全方位ジップを全開にすればバッグの前面を大きくガバッと開

くことができます。これによってパッキングが楽になったり、他

のバッグと違って、何箇所もファスナーやボタンを開けずに簡

単にレンズを交換したり、中身の確認ができます。また、この

バッグは EVERYDAY BACKPACKとよく比較されるので

すが、EVERYDAY BACKPACKと比べて良い点は “ 軽い”

ということです。仕切りなしでは約 300g、仕切りありだと約

500g も重さが変わってきます。僕の場合は街で普段使い

するよりも山や島など遠くへ撮影に出かける際に使用すること

が多いので、この”軽さ”はとても有り難く重宝している理由の

ひとつですね……！！バッグのカラーデザインも“Bone”（ボー

ン）という白 色に近 いものが EVERYDAY BACKPACK 

ZIPにはあり、カラーバリエーションも豊富で誰にでも合う

バッグだと思います！
● 収納機材：SONY α7 III

FE 35mm F1.8（SEL35F18F）

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA（SEL55F18Z）

TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD（Model A046）

□ EVERYDAY SLING 6L
　このバッグは気軽に写真を撮りに行く際にとても重宝して

います。6Lのサイズ感は必要最低限の機材が持ち運べる大き

さで、僕の場合はミラーレス機ボディ１台とレンズを 3 本持

ち運んでいます。カメラを首にぶら下げて1本のレンズで写真

を撮りに行くと「このシーンは違うレンズで撮りたいな……」と

思ってしまったり、かと言って大きめのカメラバッグに機材を

たくさん詰めていくと重かったり嵩張ったり……。そんな悩み

を解決してくれる丁度いい大きさのカメラバッグが、このエブ

リデイスリングシリーズです。

　最近はレンズもとても小型化しているので、問題なく広角域

〜望遠域を収納することができます。そして、このサイズ感と

アッシュカラーはスタイルを選ばず誰にでも気軽におすすめ

できるポイントです。全体的に明るいグレーの優しい色で統一

しながら、ポイントとしてキャラメル色の皮素材が使われてい

ます。ピークデザインならではのこだわりが、さまざまな層

から支持される理由は、このデザイン性の高さですよね。僕の

彼女も使用しているのですが、大きさやデザイン、収納性すべ

て気に入っています。撮影にいくだけでなくタウンユースとして

も馴染めるデザインが、いつでも誰でもどこへでも持っていき

たくなる理由ですね！
● 収納機材：Fujifilm X-T4　XF35mmF2 R WR

XF90mmF2 R LM WR　XF10-24mmF4 R OIS WR

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
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2022 年10月4 日 価格改定

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（別売）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。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 ナイロンキャンバスを採用しています。

Everyday Sling 10L

エブリデイ スリング 10L　Everyday Sling 10L

各￥28,600（税込） 

カラー：ブラック、アッシュ　外寸：H26 × W42 × D15cm　内寸：H23 × W31 × D11cm
ノートPC 収納部：H21.2 × W30.4 × D1.5cm　容量：10L　重量：880g（中仕切り含む）　
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

ノート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プル背面 収納イメージ

アッシュ
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2022 年10月4 日 価格改定

エブリデイ スリング 6L　Everyday Sling 6L

各￥20,900（税込） 

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト　外寸：H24 × W34 × D13cm　内寸：H21 × W28 × D9cm
タブレット収納部：H18 × W25 × D0.6cm　容量：6L　重量：780g（中仕切り含む）　
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

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

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。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。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
ナイロンキャンバスを採用しています。

Everyday Sling 6L
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エブリデイ スリング 3L　Everyday Sling 3L

各￥16,500（税込） 

カラー：ブラック、アッシュ　外寸：H19 × W30 × D12cm　内寸：H17 × W19 × D8cm　
容量：3L　重量：550g（中仕切り含む）　同梱物：中仕切り × 1、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

フィット感の良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。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 ナイロンキャン
バスを採用しています。

Everyday Sling 3L
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エブリデイ バックパック 20L　Everyday Backpack 20L

各￥48,400（税込）

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 × W33 × D21cm
内寸：H41 × W27 × D13cm　ノート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（中仕切り含む）　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￥52,800（税込）

カラー：ブラック、チャコール、ミッドナイト　外寸：H48.5 × W33 × D27cm
内寸：H46 × W30 × D13cm　ノート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（中仕切り含む）　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：P24）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

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

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
キャンバスを採用しています。

Everyday Backpack
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エブリデイ バックパック ジップ 15L　Everyday Backpack Zip 15L

各￥34,100（税込）

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト、ボーン　外寸：H42 × W26 × D20cm
内寸：H37 × W21 × D12cm　ノートPC 収納部：H33 × W22.9 × D2.5cm　
容量：15L　重量：1.34kg（中仕切り含む）　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 アッシュ BEDBZ-15-AS-2 0818373021498
ミッドナイト BEDBZ-15-MN-2 0818373021504 ボーン BEDBZ-15-BO-2 0818373021511

エブリデイ バックパック ジップ 20L　Everyday Backpack Zip 20L

各￥39,600（税込）

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト　外寸：H47 × W29 × D21cm
内寸：H40 × W21 × D12cm　ノート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：20L　重量：1.55kg（中仕切り含む）　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

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

ジッパーで 270°開く開口部

ノートPC 収納イメージ

20Lへのヒップベルト装着イメージ（別売：P24）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 アッシュ ミッドナイト ボーン

ミッドナイト 20L

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バックパックです。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
ドローンなどの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 ナイロンキャンバスを採用しています。

Everyday Backpack Zip
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エブリデイ トートパック 20L　Everyday Totepack 20L

各￥31,900（税込）

カラー：ブラック、ボーン　外寸：H46 × W38 × D17cm　内寸：H38 × W31 × D14cm
ノート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（中仕切り含む）　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

使用イメージ

アクセスしやすい開口部

サイドからもアクセス可能

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

トートパックは、移動の多い旅行や撮影にも適したバッグです。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 ナイロンキャンバスを採用して
います。

Everyday Totepack
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エブリデイ トート 15L　Everyday Tote 15L

各￥27,500（税込）

カラー：ブラック、ボーン　外寸：H32 × W42 × D17cm　内寸：H31 × W34 × D10cm
ノートPC 収納部：H22.9 × W33 × D2.5cm　容量：15-20L　重量：1.02kg（中仕切り含む）
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

ノートPC 収納イメージ

ワンアクションで調節可能なバックル

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。また、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 ナイロンキャンバスを採用しています。

Everyday Tote
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エブリデイ メッセンジャー 13L Everyday Messenger 13L

各￥40,700（税込）

カラー：ブラック、アッシュ　外寸 ： H30 × W41 × D17cm　内寸：H26 × W32 × D11cm
ノート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（中仕切り含む）　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

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

キャリーバッグのハンドル部を通せる背面のパス
スルー

アッシュ

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
キャンバスを採用しています。

Everyday Messenger



エブリデイ ヒップ ベルト　Everyday Hip Belt

各￥5,390（税込）

エブリデイバックパック、エブリデイバックパックジップシリーズと、トラベルバックパック30L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。

カラー：ブラック、アッシュ、ミッドナイト、セージ　長さ：74-132cm　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 セージ BEDHB-52-SG-2 0818373022846

ブラック アッシュ ミッドナイト セージ

キャプチャー（別売）装着イメージ

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￥9,020（税込）

カラー：ブラック、チャコール、ミッドナイト　サイズ：H19 × W24 × D1cm　収納時最大サイズ：H25 × W27 × D10.92cm
容量：1.5-3L　重量：170g　同梱物：エクスターナルキャリーストラップ（ショルダーストラップ）

ブラック BP-BK-2 0818373022570 チャコール BP-CH-2 0818373022563
ミッドナイト BP-MN-2 0818373022686ブラック チャコール ミッドナイト

バッグインバッグとしても活躍するポーチです。コンパクトカメラや小型のレンズを収納
でき、ポーチ内側にはアクセサリー類を収納できるジップポケットとオーガナイザー
ポケットを備えています。ロールトップ構造で、最大 2 倍まで容量を拡張できます。表面
にはキャプチャーを取り付け可能です。付属のショルダーストラップを取り付ければショ
ルダーバッグとして、背面のベルトループを使えばウエストバッグとしても使用できます。

Field Pouch

チャコール

収納イメージ 容量を調節し最大 2 倍に拡張可能 ベルトループ使用イメージ背面

使用イメージ内側のオーガナイザーポケット

ショルダーストラップ装着イメージ

キャプチャー装着イメージ



TRAVEL BAGS
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peak design アンバサダー case 2

□ 大自然の撮影に欠かせないパートナー
　精魂尽き果てる大自然の撮影では道具の些細な欠点でさえ、

とんでもないストレスになる。ただでさえ、カメラ機材以外の

アウトドア装備も必要なのだから、石と鉄のかたまりのよう

なカメラ機材は徹底的に吟味して良い道具だけをセレクト

していく。

　三脚は自然撮影にとって必須ともいえる道具だ。ただし、

星空を撮影しようと思っても曇ってしまえば一度も使わない。

そのうえ、どんなにコンパクトが売りの三脚でもかさばって

仕方がない。木の枝に引っかかるし、たまにザックから抜け

落ちる。

　そんな中、ピークデザインのトラベルトライポッドは長年に

わたる三脚問題をすんなり解決してくれた。具体的には、脚の

メインポールが五角形で形成されているので、たたんだ際に

中心の空きスペースがなくなる。このスッキリとしたシルエッ

トは革新的ともいえるデザインによるもの。ザックの側面に

ぴったりとおさまるので、それがどこかに引っかかるというこ

とも少ない。バックパックを置いて三脚だけを持って撮影に

向かう際、ペットボトルほどの太さの三脚はとても握りやす

い。レバーロックは三脚を立てる動作がよく計算されていて

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

風景や動物、環境問題を中心に自然に関わる分野を幅広く撮影。2019
年には冒険 家 荻田泰 永 氏と若 者たちの 600km に 渡る北 極 圏 遠征
に同 行し、写 真や 映 像 撮 影を担 当。写 真作品は 米 国 立 スミソニアン
自然史博物館、世界大都市気候先導グループ会議などに展示される。
ナショナルジオグラフィック国際フォトコンテストやワイルドライフフォト
グラファー・オブザイヤー入賞、Monochrome Photography Awards 
ランドスケープ・フォトグラファー・オブザイヤーなど、主要な国際写真
賞も数多く受賞している。2020 年、写真集『倒木 屋久島 ときの狭間
に立ちて』（冬青社）を発表。

伸縮時の手間が少ない。丸くてコンパクトな雲台はカメラ装

着時のロック＆解除システムを持ち、目をつぶってもできるほ

どシンプルだ。ピークデザイン規格のキャプチャー（V3）用プ

レートをそのまま雲台に装着できる点も軽量化という点では

とても優れている。耐荷重は 9kg あり、最近のミラーレス一

眼なら余裕ある使い心地だ。ピークデザインのチームが完成ま

でに四年をかけたことに納得するくらい、弱点が見当たらな

いほどの完成度を誇っている。 

　そして、いつも背 負っているのはトラベ ルバックパック

（45L）だ。一眼レフ使用を前提とした多くの旧式カメラバッ

グより、ミラーレス一眼や映像、ドローン機材まであらゆる撮

影に合わせて拡張できるのがこのパックの秀逸な点だろう。

私はバックパック内にカメラキューブラージを入れて使って

いるのだが、広角から望遠までの大三元レンズや予備カメラ

など、余裕をもった収納が可能だ。そのほか、電源プラグや

USB ケーブル、バッテリーなど、旅に必要な細々とした物を

収納できるポケットの仕組みも考え抜かれた場所にいくつも

用意されている。背面パネルに収納可能なショルダーベルト

とウエストベルトは、それほど荷物が重くない場合や飛行機

の機内持ち込みにとても重宝している。

©Yosuke Kashiwakura
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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パッキングツール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45L。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、サイドや上部に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。パッキングツール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。※バッグ拡張時は機内持ち込みサイズをオーバーします。

Travel Backpack 45L
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トラベル バックパック 45L　Travel Backpack 45L

各¥53,900（税込）

カラー：ブラック、セージ　外寸：H56 × W34 × D24-29cm　内寸：H53.3 × W33 × D16.5-19cm　
ノートPC 収納部：H40.6 × W30 × D2.5cm　タブレット収納部：H24 × W19 × D1.5cm　容量：30-45L　
重量：2.05kg　同梱物：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

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

使い勝手の良い両サイドのジッパーポケット

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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頑丈で拡張性があり、機能性、美しいフォルムにもこだわったピークデザインのトラベル
バックパック30L。週末の旅行やデイリーユースにも適したサイズで、航空機内への持ち
込みも可能です。メインコンパートメントへはバックパネルを大きく開いてアクセスでき、
パッキングツールと組み合わせることで荷物に合わせてさまざまなカスタマイズができま
す。表面のジッパーを開くことでバッグの容量を調節ができ、最大容量にすることでカメラ
キューブ（別売）を収納できます。また、パッド入りのヒップベルト（別売）を使用することで、
荷物をいっぱいに詰め込んだときや長時間の移動をする際の身体への負担を軽減します。
バックパックのショルダーストラップはバッグ背面に収納でき、両サイド・背面にグラブ
ハンドルを装備しているため、ハンドキャリーにも便利な構造です。

Travel Backpack 30L
2022 年10月4 日 価格改定

ミッドナイト セージブラック

PC 収納イメージ 小物の収納に便利な内ポケット

トラベル バックパック 30L　Travel Backpack 30L

各￥41,800（税込）

カラー：ブラック、ミッドナイト、セージ　外寸：H53 × W34 × D18-20cm　内寸：H49 × W33 × D14-16cm　
ノートPC 収納部：H40 × W29.5 × D4cm　タブレット収納部：H24 × W19 × D1.5cm　容量：27-33L　
重量：1.44kg　同梱物：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

ブラック BTR-30-BK-1 0818373022785 ミッドナイト BTR-30-MN-1 0818373022792
セージ BTR-30-SG-1 0818373022778

シェルには丈夫な 400 デニールナイロンを使用

バックパネルにもハンドルを装備 荷物のパッキングを容易にするパッキングツールを
使用した収納イメージ、さまざまな組合せが可能

水筒や三脚を収納できるサイドポケット容量 33Lへの拡張イメージ

※ヒップベルトは別売りです。

ミッドナイト
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トラベルバックパック45L（ブラック） トラベルバックパック 30L（ミッドナイト） トラベルバックパック 30L（セージ）

拡張時のみ
カメラキューブを
収納可能

バッグ上部を圧縮して
容量を少なく調節可能 オーガナイザー付きの

大きなトップポケット

バックパネルだけではなく、
サイド、フロントからも荷物にアクセス可能

バックパネルから
アクセスのみの
シンプルな構造

メインコンパートメントと
フロントエリアを仕切る
ジッパー付きスリーブ

収納可能な一体型
ヒップベルト付き

ヒップベルト（別売）は
取り外し可能

ブラック、セージに加えて、
ミッドナイトをラインナップ

小物を収納できる
両サイドの
ジッパーポケット

より多くの機材や荷物の収納に適したサイズ よりスリムで手軽なサイズ感

■　大きく開くバックパネル ■　水筒や三脚を収納できる大きなサイドポケット

■　表面のジッパーで容量を拡張可能 ■　ノート PC とタブレットを収納可能

■　トップ、両サイド、バックパネルにハンドルを装備 ■　ジャケットなどをバッグに固定できるエクスターナルストラップが付属

■　バッグ背面に収納できるショルダーストラップ ■　パッキングツールを整理して収納

共通仕様

45L 30L

さまざまな旅のシーンで活躍をする、利便性を追求したピークデザインの「トラベルバックパック」。

大容量で数日間の旅行でも十分な荷物を持ち運びできる45Lと、

ひと回り小ぶりで週末の旅行やデイリーユースに適した30Lの2 サイズ展開です。

30Lには新たにミッドナイトカラーも加わり、荷物量やお好みに合わせて最適なバッグをお選びいただけます。

Travel Backpack 45L vs Travel Backpack 30L
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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¥39,600（税込）

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、スターナムストラップ × 1

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

出し入れ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、別売のパッキングツール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 65L



セージブラック
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セージ

ブラック 65L

ブラック

ショルダーストラップ装着イメージ（65L）

トラベル ダッフル 35L　Travel Duffel 35L

各¥25,300（税込）

カラー：ブラック、セージ　外寸：H34.5 × W56 × D26cm　内寸：H25.5 × W51 × D20cm
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 × 1

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洗練されたデザインのダッフルバッグ。35L と65L の 2 サイズ
展開で、どちらもボストンバッグ、ショルダーバッグ、バックパックスタイルに対応します。
メインコンパートメントへの開口部は大きく開き、荷物の出し入れがしやすい構造になって
います。バッグの内側と外側に複数のポケットを装備し、すぐに取り出したい小物の収納に
便利です。別売のパッキングツールを組み合わせて、荷物に合わせて収納を調節できます。
35L は機内持ち込みが可能なサイズです。

Travel Duffel

トラベル ダッフル 65L　Travel Duffel 65L

各¥30,800（税込）

カラー：ブラック、セージ　外寸：H32 × W76 × D34cm　内寸：H31 × W74 × D33cm　
容量：65L　重量：1.3kg　同梱物：ハンドストラップ × 2、ショルダーストラップ × 1

ブラック BTRD-65-BK-1 0818373022815 セージ BTRD-65-SG-1 0818373022808

バックパックとしても使用可能（65L）
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ピークデザインのトラベルバッグはモジュールシステムを採用し、別売りのカメラキューブ、

パッキングキューブを組み合わせることで、荷物の量や種類に応じてバッグのカスタマイズができます。

また一部のトラベルバッグは、航空便での移動時に機内持ち込みが可能です。

「より快適に、より自由に撮影や旅行を楽しめるように」という、ピークデザインの想いが詰まったシリーズです。

Travel Bags Size & Capacity

カメラキューブ・パッキングキューブ ユニット換算

それぞれのバッグに収納できる容量をユニット数で表しています。

カメラキューブ、パッキングキューブの組み合わせの参考にしてください。

トラベルバッグ サイズ一覧

バッグ 収納ユニット数 航空機内持ち込み

Travel Backpack 45L 3ユニット + α
※上記以外にもジャケットやポーチ類を収納できます。

△
※バッグ拡張時は機内持ち込みサイズをオーバーします。

Travel Backpack 30L
3ユニット

※2 ユニット以上のカメラキューブは、バッグ拡張時のみ収納可能です。
※カメラキューブを3 ユニット収納すると予備スペースはありません。

機材の量が多い場合は、トラベルバックパック45Lを推奨します。

○

Travel Duffelpack 65L 4 ユニット + α
※上記以外にもジャケットやポーチ類を収納できます。

×
※カメラ機材を持ち運ぶ場合、チェックインバッグとしての使用は

推奨いたしません。

Travel Duffel 65L 4 ユニット + α
※上記以外にもジャケットやポーチ類を収納できます。

×
※カメラ機材を持ち運ぶ場合、チェックインバッグとしての使用は

推奨いたしません。

Travel Duffel 35L 3ユニット ○
● パッキングキューブは拡張時のサイズを想定しています。
● インチ、センチのサイズ換算の兼ね合いで、航空会社によりサイズ規定が異なる場合がございます。また、バッグの数量とサイズだけではなく、重量にも規定が設けられている場合がござい
　ますので、出張や旅行の際には荷物のパッキング前に、ご利用になる航空会社の最新の規定をご確認ください。

3 ユニット

ラージ：3ユニット ミディアム：2ユニット スモール：1ユニット

トラベルバックパック45L（セージ） トラベルバックパック 30L（ミッドナイト） トラベルダッフルパック 65L（ブラック）



34

2022 年10月4 日 価格改定

カメラ キューブ ミディアム　Camera Cube Medium

¥12,650（税込）

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

ブラック BCC-M-BK-1 0818373020903

トラベルラインへのパッキングのためのポーチ類。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。カメラ
キューブは専用のクリップにより、バッグのメインコンパートメントに固定できます。

Packing Tools

カメラ キューブ ラージ　Camera Cube Large

¥16,170（税込）

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

ブラック BCC-L-BK-1 0818373020910

カメラ キューブ スモール　Camera Cube Small

¥9,020（税込）

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

ブラック BCC-S-BK-1 0818373020897

収納イメージ 使用イメージトラベルバックパック45Lへの収納イメージ

収納イメージトラベルバックパック45Lへの収納イメージ

収納イメージトラベルバックパック30Lへの収納イメージトラベルバックパック45Lへの収納イメージ

使用イメージ



収納イメージ

使用しないときはコンパクトに収納可能

使用しないときはコンパクトに収納可能

小物の収納に便利な内ポケット

使用イメージ

使用イメージ
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パッキング キューブ スモール　Packing Cube Small 各¥5,390（税込）　

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、セージ、ロー　サイズ：H17 × W32 × D8-17cm　容量：4.5-9L　重量：110g

チャコール BPC-S-CH-1 0818373020941 セージ BPC-S-SG-1 0818373022716 ロー BPC-S-RW-1 0818373022723

シュー ポーチ　Shoe Pouch 各¥4,510（税込）　

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、セージ、ロー　サイズ（展開時）：H17 × W32 × D17cm　サイズ（収納時）：H12.7 × W7.6 × D1.7cm　容量：9L　重量：48g

チャコール BSP-CH-1 0818373020965 セージ BSP-SG-1 0818373022754 ロー BSP-RW-1 0818373022761

パッカブル トート　Packable Tote 各¥3,630（税込）　

パッカブルタイプのトートバッグです。超軽量で、旅行先などでサブバッグとして使えます。内側には小物を収納できるポケットを備え、表面には
撥水加工が施されています。

カラー：チャコール、ロー　サイズ（展開時）：H41 × W42 × D12cm　サイズ（収納時）：H9 × W15 × D4cm　容量：12L　重量：80g

チャコール BPT-CH-1 0818373022532 ロー BPT-RW-1 0818373022860

内容量に合わせて2 段階で調節可能収納イメージ

収納イメージ

パッキング キューブ ミディアム　Packing Cube Midium 各￥7,260（税込）　

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、セージ、ロー　サイズ：H32 × W32 × D8-17cm　容量：8-18L　重量：144g

チャコール BPC-M-CH-1 0818373020958 セージ BPC-M-SG-1 0818373022730 ロー BPC-M-RW-1 0818373022747

セージ

セージ

セージ

ロー

ロー

ロー

ロー

チャコール

チャコール

チャコール

チャコール

使用イメージ

使用イメージ内容量に合わせて2 段階で調節可能



収納イメージ使用イメージ

収納イメージ

吊り下げフックを内蔵

吊り下げフックを内蔵 小物の収納に便利な内ポケット
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レイン フライ　Rain Fly ¥5,390（税込）　

トラベルバックパック45L、30L 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。エブリデイバックパック30L
にも使用できます。

カラー：ブラック　サイズ（収納時）：H10 × W18 × D3cm　重量：94g

ブラック BTR-RF-45-BK-1 0818373020972

ウォッシュ ポーチ ミディアム　Wash Pouch Medium 各¥10,780（税込）　

視認性・アクセス性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。大きく開き、中の物を取り出
しやすいつくりになっています。内部は 3 つに分かれており、複数のオーガナイザーにより細かい小物を整理して収納できます。

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

セージ

セージ

テク ポーチ　Tech Pouch 各￥10,780（税込）　

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、チャコール、ミッドナイト、セージ、ボーン　サイズ：H15 × W24 × D10cm　容量：2L　重量：288g

ブラック BTP-BK-2 0818373022433 チャコール BTP-CH-2 0818373022402 ミッドナイト BTP-MN-2 0818373022419
セージ BTP-SG-2 0818373022440 ボーン BTP-BO-2 0818373022426

持ち運びに便利なハンドル

使用しないときはコンパクトに収納可能

内側のペンホルダー収納イメージ

ウォッシュ ポーチ スモール　Wash Pouch Small 各¥9,020（税込）　

視認性・アクセス性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。内部はメッシュの仕切りにより
4つに分かれており、そのほかにジッパーポケットやマグネットで簡単に開閉できるポケットを備えています。

カラー：ブラック、セージ　外寸：H13 × W26 × D10cm　内寸：H13 × W24 × D9cm　容量：1L　重量：176g

ブラック BWP-S-BK-1 0818373022839 セージ BWP-S-SG-1 0818373022822

ブラック

ブラック

ブラック

セージ

ボーン

ミッドナイト

チャコール
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peak design テスター case 2

大谷 和利　Kazutoshi Otani

テクノロジーライター、神保町AssistOn取締役、路上写真
家。Appleプロダクトをはじめとするデジタル製品、デザイ
ン、電子機器、自転車、写真分野などの執筆活動のほか、商品
企画のコンサルティングを行い、『Mac Fan』、『家電批評』、

『MONOQLO』、『AXIS』、『DIME』などに連載・単発記事を多
数寄稿。主な著書に『iPhoneをつくった会社 ケータイ業界を揺
るがすアップル社の企業文化』（アスキー新書）、『成功する会社
はなぜ「写真」を大事にするのか 一枚の
写真が企業の運命を決める』（講談社現
代ビジネス）、『ルンバを作った男 コリ
ン・アングル「共創力」』（小学館）など。

- エブリデイケースを核にシステム化されたアクセサリ群の魅力 -
　僕の手元には、ピークデザイン・モバイルシリーズのエブリデイケース（iPhone 12 

Pro Max 用）と 8 種類（※）のアクセサリがある。ピークデザインが得意とするキック

スターターのクラウドファンディグでプロジェクトが公開されたときに、「これだ！」と思った。

　僕は過去に、生身の iPhone X をジャケットの内ポケットにしまおうとして手を離し

たところ、そのままアスファルトの路面に落下、筐体の角が凹み、スクリーンにもヒビを

入れた苦い経験がある。幸い機能には影響はなかったものの、それ以来、やはり画面

保護フィルムとケースは必需品と考えて色々と試してきた。

　一度にケースと 8 種類のアクセサリをまとめて入手したのは、やはり、このブランドが

持つ安心感によるところが大きい。また、ケースを核とするシステム化されたアクセサリ

群のエコシステムこそがこのシリーズの真価なわけで、自分が最も利用しそうな 8 種類

を選んだ次第だ。

　まず、気に入ったのはエブリデイケースの精度の高さ、そして、プロテクション能力と

スリムさを両立させている点である。実は最近、図らずも腰の高さから iPhone を落と

したことがあり、角からコンクリートに面にぶつかってスクリーンを下にして接地したの

だが、本体も含めて無傷。ケース側にも気になるほどのスクラッチは付かず、保護性能の

高さを身をもって証明する形となった。

　アクセサリのほうはどれも便利だが、自転車移動が多い自分にとって特に嬉しいのは、

スリムでありながら、磁力の吸着に加えて剛性の高いメカニカルなロッキング機構を備

えているマウント系のものだ。位置決めに気を使わなくても、マウントに近づけるだけ

で吸い込まれるように合体し、ロックを外すまでは振動の多い道でもしっかりと一体感

が保たれる。オフセットされたアームを持つアウトフロントバイクマウントは iPhone を

ハンドル中央に固定するのに適しており、ユニバーサルバーマウントは複数台ある自転

車で交互に利用するうえで重宝している。

　ワイヤレスチャージングカーマウントも、確実に磁力で固定でき、首振り部分を動か

すのに必要な力も適切なので、以前利用していた同種の製品から切り替えて使うことに

した。料理をするときなどに身近な壁や扉に iPhone を固定できるウォールマウントは、

他にも色々な場所に貼りたくなってくる。

　さらに、毎日のように iPhone で

写真を撮っている自分の場合、エブ

リデイケースに吸着させて持ち運べ

るモバイルトライポッドは、ローア

ングル撮影や夜景撮影、マクロ撮影

（iPhone 12 シリーズはマクロ撮影

機能がないため、コンバージョンレ

ンズで対応）などに最適で、使わないときにも嵩張らないのがよい。

　iPhone を買い替えても、エブリデイケースのみ新調すれば他のアクセサリはそのまま

利用できるため、モバイルシリーズはこれから何年にも渡って僕の相棒として活躍して

くれることだろう。

※モバイルトライポッド（写真：左）、クリエイターキット、ウォールマウント（写真：右下）、

ワイヤレスチャージングスタンド、アウトフロントバイクマウント（写真：右上）、ユニバー

サルバーマウント、ワイヤレスチャージングカーマウント（写真：中央上）、スタンドウォレット

写真集『VERTICAL HORIZONTAL』
（エイアールディー）：https://tinyurl.com/uscbbfks
AssistOn：https://www.assiston.co.jp/
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ピークデザインの新たな歴史を刻むべく誕生した、「モバイル」シリーズ。

保護性に優れたスリムでスタイリッシュなスマートフォンケースと、ライフスタイルに合わせてスマートフォンをさらに

便利に活用するためのアクセサリー類で構成されています。

それぞれに「SlimLink™（スリムリンク）」というスマートフォンの可能性を最大限に引き出す新しいシステムを搭載し、

スマートフォンとアクセサリー類の脱着が簡単に行えます。

普段の生活ではもちろん、バイクや自転車、車や旅行などあらゆるシーンにお勧めのラインナップで、ピークデザインの

こだわりを体感できます。

MOBILE 
by PEAK DESIGN 

Y O U R
P H O N Eエブリデイケース

※運転中のスマートフォン操作は絶対に避けてください。



SlimLink™ の固定方法は、「ソフトロック」と「ハードロック」の 2 通りがあります。

ソフトロック ハードロック

マグネット式で、エブリデイケースやユニバーサルアダプターにアクセサリー
を固定します。強力なマグネットを採用しているので、使用中のずれや落下の
心配はありません。

「ソフトロック」対応のアクセサリーは、エブリデイケース等のほかに、Apple 
MagSafe 搭載のスマートフォン、及びその対応ケースとも互換性があります。
※ワイヤレスチャージングスタンドは、ユニバーサルアダプターを取り付けた
端末では正常に充電ができない場合があります。

マグネットでの固定に加えて、アクセサリー側の 2 本の爪がジルコニアセラ
ミック製のリングをしっかりとロックします。精密に設計・加工されており、
確実に固定します。

「ハードロック」対応のアクセサリーは、Apple MagSafeとの互換性はあり
ません。必ずピークデザインのエブリデイケース、またはユニバーサルアダプ
ターをお使いください。

HOW TO WORK

SlimLink™（スリムリンク）は、ピークデザインが独自に開発をしたスマートフォンの可能性を最大限に引き出す新しいシステムです。

「モバイル」シリーズにおいて要となるもので、アクセサリーはすべてSlimLink™ でスマートフォンに取り付けます。

ピークデザインが誇るデザインの美しさはもちろんのこと、高い機能性、耐久性、安定感も抜群の素晴らしいシステムです。

SlimLink™

40
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ピークデザイン「モバイル」シリーズのアクセサリーを取り付ける、SlimLink™ 対応の
スマートフォンケースとアダプターです。非常に薄い造りでありながら、操作性・装着感に
優れています。

CASE / ADAPTER 

使用イメージ

ユニバーサル アダプター
Universal Adapter ¥4,070（税込）

モバイルシリーズのほとんどのアクセサリー類と互換性のあるアダプター。他社製のスマートフォン
ケースに取り付けるだけで、SlimLink™ を活用できます。わずか2.6mm 厚と非常に薄く、スマート
フォンの操作を妨げないデザインです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※シリコン製、革製のソフトケースにはご使用いただけません。　　　　　　　　　　　　　　　　
※ワイヤレス充電器では、正常に充電ができない場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　
※貼り付ける前に接着面の汚れを落としてください。また、貼り付け後24 時間は使用をお控えください。

カラー：チャコール　サイズ：H5.6 × W5.6 × D0.26cm　重量：13g
同梱物：取り付け用ジグ、アルコールパッド

チャコール M-AD-AA-CH-1 0818373023089

使用イメージ エブリデイループケース 使用イメージ

対応機種
エブリデイ ケース 型番 JAN

iPhone 13 mini M-MC-AT-CH-1 0818373023072
iPhone 13 M-MC-AQ-CH-1 0818373023058
iPhone 13 Pro M-MC-AR-CH-1 0818373023041
iPhone 13 Pro Max M-MC-AS-CH-1 0818373023065
iPhone 12 mini M-MC-AD-CH-1 0818373022945
iPhone 12 / 12 Pro M-MC-AE-CH-1 0818373022938
iPhone 12 Pro Max M-MC-AG-CH-1 0818373022952
iPhone 11 M-MC-AA-CH-1 0818373022907
iPhone 11 Pro M-MC-AB-CH-1 0818373022914
iPhone 11 Pro Max M-MC-AC-CH-1 0818373022921
Samsung Galaxy S21 5G M-MC-AJ-CH-1 0818373022969
Samsung Galaxy S21+ 5G M-MC-AK-CH-1 0818373022976
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G M-MC-AL-CH-1 0818373022983

エブリデイ ループ ケース 型番 JAN
iPhone 13 M-LC-AQ-CH-1 0818373023027
iPhone 13 Pro M-LC-AR-CH-1 0818373023010
iPhone 13 Pro Max M-LC-AS-CH-1 0818373023034
iPhone 12 / 12 Pro M-LC-AE-CH-1 0818373022990
iPhone 12 Pro Max M-LC-AG-CH-1 0818373023003

エブリデイ ケース：iPhone 13 Pro 用 エブリデイ ループ ケース：iPhone 13 Pro 用

エブリデイ ケース　Everyday Case 各¥5,500（税込）

エブリデイ ループ ケース　Everyday Loop Case 各¥6,820（税込）

2.4mm 厚と非常に薄く洗練されたデザインでありながら、操作性、保護性、装着感のすべてを兼ね備えたスマートフォンケース。
ケース背面にピークデザイン独自の SlimLink™ を備え、スマートフォンをさらに便利に活用できるアクセサリー類を取り付けら
れます。ケース本体は丈夫なポリカーボネート素材で、表面にはシックなナイロンキャンバス生地を採用しています。フレームには
TPU 素材を使用し、衝撃吸収にも優れています。スタンダードな「エブリデイケース」と、不意の落下を防ぐフィンガーループ付き
の「エブリデイループケース」の 2 種類。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ケースサイズは、エブリデイケースは iPhone 11、12、13、Samsung Galaxy S21 5G シリーズの各種、エブリデイループ
ケースは iPhone 12、13 の各種（iPhone 12 mini、13 mini を除く）を展開しています。　　　　　　　　　　　　　　　　
※Apple MagSafe アクセサリーにも対応します。

カラー：チャコール　ケース厚：背部 2.4mm　バンパー厚：上部・側面 3.4mm　下部 5.6mm　重量：40g（対応機種により±4g）



2022 年 9月27日 価格改定

42

ライフスタイルに合わせてスマートフォンをさらに便利に活用するためのアクセサリーとマウントです。

ACCESSORIES / MOUNTS 

使用イメージ

電源プラグ

モバイル トライポッド　
Mobile Tripod ¥13,860（税込）

精密にデザインされた、非常にコンパクトなスマートフォン用の三脚。本体は丈夫なアルミニウム
製で、使用しないときはカードサイズ程度に収納でき、ビデオチャットや撮影時に素早く展開でき
ます。自由に角度調節ができるボールヘッド、安定感を高め振動を低減させるゴム製の脚部分と、
細部までこだわったプレミアムな三脚です。

カラー：ブラック　サイズ：H9.7 × W5.5cm　厚み：最大 7.5mm　最小 4.75mm　重量：76g
同梱物：ボールヘッド調節ツール、ポーチ

ブラック M-TR-AA-BK-1 0818373023225

クリエイター キット
Creator Kit ¥8,580（税込）

GoPro マウントや、キャプチャーカメラクリップ、トラベルトライポッドにスマートフォンを取り付け
られるキット。SlimLink™ のハードロックを採用し、素早く確実にスマートフォンを固定します。
汎用性の高いクリエイターキットは、写真・動画撮影におけるスマートフォンの可能性を広げます。

カラー：ブラック　サイズ：ヘッド部分 H5.5 × W5.5 × D0.7cm　
重量：アルカスイス互換プレート装着時 94.9g　1/4 インチネジ穴付きプレート装着時 87.6g　
同梱物：つまみネジ、アルカスイス互換プレート、1/4 インチネジ穴付きプレート
※使用するプレートにより全体のサイズは異なります。

ブラック M-CK-AA-BK-1 0818373023270

ウォール マウント
Wall Mount 各¥4,400（税込）

壁や鏡などの平らな面に、スマートフォンを簡単に固定するためのマウント。SlimLink™ で安全に
スマートフォンを固定し、縦位置にも横位置にも対応します。表面にはエブリデイケースと同じスマート
で丈夫なナイロンキャンバス生地を、接着面には耐久性に優れた 3M の VHB 粘着パッドを採用
しています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※貼り付ける前に接着面の汚れを落としてください。また、貼り付け後24 時間は使用をお控えください。

カラー：チャコール、ホワイト　サイズ：H5.8 × W5.8 × D0.7cm　
重量：31.7g　同梱物：アルコールパッド

チャコール M-WM-AA-CH-1 0818373023256 ホワイト M-WM-AA-BO-1 0818373023263

ウォール パワー アダプター
Wall Power Adapter ¥3,520（税込）

最大出力 20W の USB-C 電源アダプター。落ち着いたマットブラックでワイヤレスチャージング
スタンドと色合いもマッチします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※本製品にUSB ケーブルは付属しません。ワイヤレスチャージングスタンド付属の充電用USB-C
ケーブルをご使用ください。

カラー：ブラック　入力：100-240V 50/60Hz 0.6A　出力：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
最大出力：20W　サイズ：H3.3 × W6 × D3.3cm（プラグ部含む）　重量：49.7g

ブラック M-WPA-US-1 0818373023188

ソフトロック対応

使用イメージ

ワイヤレス チャージング スタンド
Wireless Charging Stand ¥13,860（税込）

スマートなワイヤレス充電スタンド。強力なマグネットでスマートフォンをしっかりと固定するので、充電
されているかどうかを都度確認する必要がありません。本体は頑丈なアルミニウム製で、使用場面に合わ
せてスタンドを最適な角度に調節したり、平らに折りたたむことができます。※ユニバーサルアダプターを
取り付けた端末では、正常に充電ができない場合があります。※本製品に ACアダプターは付属しません。

カラー：ブラック　サイズ（折り畳み時）：H14.1 × W6.9 × D1.6cm　
充電パッド部分 H5.5 × W5.5cm　重量：本体 276.4g　充電用 USB ケーブル 43.5g　
同梱物：充電用 USB ケーブル（2m、C コネクタ - C コネクタ）、ケーブルマネジメント用クリップ × 3

ブラック M-CS-BK-1 0818373023171

ソフトロック対応

ソフトロック対応

ハードロック対応

使用イメージ

使用イメージ

チャコール

ホワイト
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peak design テスター case 3

山下 晃和　Akikazu Yamashita

タイクーンモデルエージェンシー所属のファッ
ションモデルとして広告やTVCM で活動しつ
つ、旅好きが高じて、トラベルライターとして
WEB や雑誌、書籍、サイクルマップなどにも
寄稿している。ほかにも自転車とキャンプを
テーマにした旅イベントを主宰する。トレー
ナーの資格 NASM-PES
を取得し、パーソナルト
レーナーとしてトレーニ
ング指導も行っている。

- モトクロス、自転車、卓上とシームレスに活躍するモバイルシリーズ-
　私は、普段からアウトドアアクティビティ、旅、キャンピングが大好きなので、スマート

フォンに入っている map アプリをナビゲーション代わりに利用し、ツーリングを楽しん

でいます。そのため、スマートフォンをハンドルなどに付ける必要があります。これまで、

モトにも自転車にも数多くのスマートフォンマウントを装着してきたのですが、ピーク

デザインのモバイルシリーズほど不整地でも安定感のあるものは他になかったです。

また、モバイルシリーズのアクセサリーは、スマートフォンの画面の角度を自由に調整

できるので、あらゆる位置から画面が見やすいのも気に入っている点です。

　モーターサイクルバーマウントは、私が乗っているヤマハのセロー250のアドベンチャー

スクリーンに付いているナビゲーションバーがハンドルバーと同じ径なので、簡単に装着で

きました。クリップする部分のアルミ素材のクオリティが高いので、非常に剛性があって、

スマートフォン自体の揺れがほとんど無かったのにも驚きましたが、防振ゴムが付いて

いるのでほどよくクッションになっていて、振動にあまり強くないと言われているスマート

フォンにもやさしい仕様になっています。オフロードバイクの持つ長いサスペンションスト

ローク特性による前後のピッチングに対しても、落ちる気配さえありませんでした。スペー

サーも 3 種類同梱されているので、装着できないモトはほぼないと思います。ところど

ころ継ぎ目のある首都高速でもまったく不安なく走れましたし、林道ツーリングも楽しめ

ました。

　自転車は全部で 6 台持っているのですが、一番乗っているのがグラベルバイクです。

通勤、都内移動、買い物、キャンプ、林道ライドなど、ほぼ毎日乗っています。自転車用

のユニバーサルバーマウントもモト用と同様にマグネッ

ト式になっていて、カチッという小気味のいい音ととも

に着脱がしやすく、さらに同じようにツメが付いている

ので、砂利道でもしっかり固定でき、画面も見やすかっ

たです。ハンドル周りはライトやベルを付けているの

ですが、こちらのマウントシステムは、ハンドルとフレー

ムを繋ぐステムという部分に固定できるのも便利です。

　スタンドウォレットは、机に置いてスマートフォンを

立てて使うことができるので非常に重宝して

います。こちらはツメが無く、マグネットのみ。

スマートフォンで動画を観るときは横に置き、

オンラインミーティングのときは縦位置に置い

ています。付属のウォレット部分にはクレジッ

トカードやキャッシュレス決済用のカードなど

が収納できます。いざというときにお札を入れ

ておくのも良いかもしれません。

　現在は、PC よりもスマートフォンのほうが

生活必需品になっていて、メール、SNS など

仕事のやり取りもこれ 1 台ですることの方が

多くなっています。モト、自転車、卓上とシームレスに使えるピークデザインのモバイ

ルシリーズは、デザイン性も高く、あらゆる人にオススメです。

※モーターサイクルバーマウント（写真：左上・右上）、ユニバーサルバーマウント（写真：

左下）、スタンドウォレット（写真：右下）

Instagram：@travel_akikazoo
https://www.tycoonmodels.com/
yamashita.html
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アウト フロント バイク マウント　
Out Front Bike Mount ¥12,210（税込）

自転車のハンドルバーにスマートフォンを固定するマウント。アルミ製のすっきりとしたデザインで、
装着部分のサイズに合わせてバーマウント部分のスペーサー（カラーセット）を3種類用意しています。
直径 2.22cm、2.54cm、3.18cm のバーに対応します。SlimLink™ のハードロックを採用し、
通勤などちょっとした移動やグラベル（砂利道）を長時間走るような場面でも、素早く確実にスマート
フォンを固定します。ヘッド部分の裏側に取り付けできるGoProマウントが付属し、スマートフォン
でサイクリングのナビをしながら、GoProで撮影を楽しむこともできます。　　　　　　　　　　　
※開封時には、直径3.18cm 用スペーサー（カラーセット）が本体にセットされています。

カラー：ブラック
サイズ：本体 H11.4 × W5.1 × D6.3cm　ヘッド部分 H5.5 × W5.5 × D0.7cm　
重量：本体 87.1g　同梱物：GoPro アクセサリーマウント、つまみネジ、六角レンチ、
カラーセット × 3（∅2.22cm、∅2.54cm、∅3.18cm 用）

ブラック M-BM-AA-BK-1 0818373023133

ユニバーサル バー マウント
Universal Bar Mount ¥8,580（税込）

直径1.9-5.5cm のバーに取り付けができる、シリコン製のバンドが付いたバーマウント（※）。自転
車のハンドルバーやステム、トップチューブだけではなく、三脚の脚やゴルフカート、ベビーカーなど
にも装着できます。SlimLink™ のハードロックを採用し、素早くしっかりとスマートフォンを固定し
ます。ヘッド部分はダイヤルのように回転できる構造で、スマートフォンを固定しながら角度を調節
できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※直径3.5cm 以上のバーに取り付ける場合は、バンドの長さが足りず折り返すことができないため、
装着にコツが必要です。バンド固定用フックを取り外してご使用ください。

カラー：ブラック　
サイズ：ヘッド部分 H5.3 × W5.3 × D1.39cm　バンド部分 H16 × W2.1 × D0.5cm
高さ：2.2cm（ハンドルバーからヘッド上部）　重量：78g

ブラック M-BM-AB-BK-1 0818373023140

モーターサイクル バー マウント
Motorcycle Bar Mount ¥17,380（税込）

バイクのハンドルバーにスマートフォンを取り付けるための、バーマウント。直径 2.22cm、
2.54cm、2.86cm、3.18cm のバーに対応できるよう、3 種類のスペーサー（カラーセット）が付
属します。頑丈なアルミ製で、ヘッド部分の独自機構によりスマートフォンの揺れや振動を防止します。
SlimLink™ のハードロックによりしっかりとスマートフォンを固定し、また取り外す際にはヘッド部
分のプッシュボタンで簡単にロックを解除できます。アーム部分は位置調節ができ、最適なポジショ
ニングが可能。また、アームを取り外して、スマートフォンをより低い位置に設置することもできます。
※開封時には、直径 2.22cm 用スペーサー（カラーセット）が本体にセットされています。　　　　
※直径3.18cmのバーに取り付ける場合は、スペーサー（カラーセット）を外してご使用ください。

カラー：ブラック　
サイズ：ヘッド部分 H5.3 × W5.3 × D1.39cm　アーム部分 H6.3 × W1.8 × D0.7cm
重量：本体 146.8g　同梱物：六角レンチ、カラーセット × 3（∅2.22cm、∅2.54cm、∅2.86cm 用）

ブラック M-MM-AB-BK-1 0818373023164

モーターサイクル ステム マウント
Motorcycle Stem Mount ¥17,380（税込）

セパレートハンドルタイプのスポーツバイクやストリートバイク向けのマウント。フォークステムの
ステアリングステムナットに差し込み、付属の六角レンチで簡単に装着できます。内径1.3-2.6cm
までのステアリングナットに対応します。頑丈なアルミ製で、ヘッド部分の独自機構によりスマート
フォンの揺れや振動を防止します。SlimLink™ のハードロックによりしっかりとスマートフォンを
固定し、また取り外す際にはヘッド部分のプッシュボタンで簡単にロックを解除できます。ヘッドと
アーム部分は位置調節ができ、最適なポジショニングを可能にします。

カラー：ブラック　
サイズ：ヘッド部分 H5.3 × W5.3 × D1.39cm　アーム部分 H5.65 × W2 × D1.8cm　
重量：内径13-20mm 対応時 126.1g　内径 20-26mm 対応時 133.6g　
同梱物：エクスパンションプラグウェッジ × 2（内径13-20mm、内径 20-26mm 対応）、六角レンチ

ブラック M-MM-AA-BK-1 0818373023157

ハードロック対応

ハードロック対応

ハードロック対応

ハードロック対応

※運転中のスマートフォン操作は絶対に避けてください。
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カー マウント　
Car Mount ¥7,810（税込）

コンパクトで車の内装を邪魔しない、使い勝手の良いアルミニウム製のカーマウント。SlimLink™ で
スマートフォンを瞬時に安全に取り付けることができます。強力なマグネットにより運転中もガタ
つく心配がありません。精密なボールヘッドを内蔵し、角度をスムーズに調節可能です。マウントの
接着には 3M VHB 粘着パッドを採用し、少ない接着面でもしっかりと固定します。　　　　　　　
※貼り付ける前に接着面の汚れを落としてください。また、貼り付け後24 時間は使用をお控えください。

カラー：ブラック　
サイズ：ヘッド部分 H5.5 × W5.5 × D0.7cm　マウント部分 H3 × W5cm
全高：3.7cm　重量：58g　同梱物：粘着パッド（予備）、アルコールパッド

ブラック M-CM-AB-BK-1 0818373023096

スリム ウォレット
Slim Wallet ¥8,580（税込）

独自の構造により、デザインと機能性を両立させたカードウォレット。SlimLink™ でスマートフォン
とカードウォレットを一つにまとめ、手荷物を最小限にできます。カード類は最大 7 枚まで収納
可能で、本体の上蓋を引き上げてスムーズに取り出すことができます。また、カードの磁気やスマート
フォンに干渉しない技術を用いているため、安全に使用できます。

カラー：チャコール　
サイズ：H9.2 × W6.6 × D0.375cm　重量：40g

チャコール M-WA-AA-CH-1 0818373023232

ワイヤレス チャージング カー マウント
Wireless Charging Car Mount ¥13,860（税込）

ワイヤレス充電機能を備えた、USB-C 端子搭載のカーマウント。走行中に音楽をかけたりカーナビ
を表示したりしながら、スマートフォンを充電できます。ワイヤレス充電用のシガーソケットパワー
アダプターとUSB-C 充電ケーブルに加えて、運転中にケーブルが動いて邪魔にならないように、
ケーブルマネジメント用クリップが付属します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ユニバーサルアダプターを取り付けた端末では、正常に充電ができない場合があります。　　　　
※貼り付ける前に接着面の汚れを落としてください。また、貼り付け後24 時間は使用をお控えください。

カラー：ブラック　
サイズ：ヘッド部分 H5.8 × W5.8 × D1.2cm　マウント部分 H3 × W5cm　
全高：4.5cm　重量：本体 95.4g　
同梱物：粘着パッド（予備）、充電用 USB ケーブル（1m、C コネクタ - C コネクタ）、
シガーソケットパワーアダプター、ケーブルマネジメント用クリップ × 3、アルコールパッド

ブラック M-CM-AA-BK-1 0818373023102

スタンド ウォレット
Stand Wallet ¥10,450（税込）

スリムウォレットにキックスタンドを追加した、スタンド型カードウォレット。カード類は最大 7 枚
まで収納可能です。カードの収納だけではなくスマートフォンスタンドとしても使用でき、ビデオ通話
や動画鑑賞などにも便利です。操作の邪魔にならない薄型構造でありながらもスタンドの角度を
自由に調節可能で、携帯性・機能性に優れています。

カラー：チャコール　
サイズ（折り畳み時）：H9.8 × W6.6 × D0.6cm　重量：75g

チャコール M-WA-AB-CH-1 0818373023249

ソフトロック対応

ソフトロック対応

ソフトロック対応

ソフトロック対応

※運転中のスマートフォン操作は絶対に避けてください。
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