
PCK-LH1EM 

NEX-C3NEX-7NEX-7 NEX-5 NEX-C3NEX-5 NEX-C3

FDA-EP10 PCK-LM1EA

スマートアクセサリー
ターミナル

スマートアクセサリー
ターミナル

アクセサリーシューレンズケース

アイピースカップ

ケース

Ａマウントレンズ

アクセサリーキット

ケース / ストラップ

DLC-HEM30

LCS-BBF 　　　　　　　　　　LCS-EMC 

LCS-WR1AM 

STP-XS3 　　　　　　STP-XH1 

STP-WS1

* 

LCS-EL70 
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Other Accessory

ACC-AMFW

ACC-HDFW 

ACC-FWCA

LCS-EML2A

LCS-EL50 

ボディケースが必要です。** ショルダーストラップが必要です。

LCS-EMB30*

LCS-EB50

LCS-EB70 

STP-XSG1 STP-XS2AM 

LCS-WR2AM 

LCM-EMA 
LCS-EMG1 

LCS-EME LCS-MS10 

RMT-DSLR1 

DLC-HEM15
DLC-HEM20

フラッシュ / フラッシュアクセサリー / マイクロホン / モニター / その他アクセサリー

テレコンバーター

レンズキャップホルダー フロントレンズキャップ

フィッシュアイコンバーター

フィルター
円偏光フィルター ＮＤフィルター ＭＣプロテクター

ウルトラワイドコンバーター  

NEX-7 NEX-5NEX-5N NEX-C3

オートロック
アクセサリーシュー

オートロック
アクセサリーシュー

Ｅマウントカメラ

スマートアクセサリー
ターミナル
スマートアクセサリー
ターミナル

スマートアクセサリー
ターミナル

VF-49MPAM
VF-67MPAM 

VF-49CPAM
VF-67CPAM 

VF-49NDAM
VF-67NDAM 

バッテリー / チャージャー

NP-FW50 BC-VW1 AC-PW20 2NP-FW50 

リチャージブルバッテリーパック バッテリーチャージャー ＡＣアダプター

HVL-F20S 

フラッシュ
リモートコマンダー

ＨＤＭＩケーブル

ソフトキャリングケース

ラッピングクロス ショルダーストラップリストストラップ

セミソフトキャリングケース

CLM-V55 ECM-ALST1 VCT-55LH ECM-CG50 

ステレオマイクロホン
ガンシューティングマイクロフォン クリップオンLCDモニター ブラケット

ECM-SST1 

FDA-SV1 

ステレオマイクロホン

光学ビューファインダー

カールツァイスレンズ

ズームレンズ

単焦点レンズ

SEL30M35 

SEL24F18Z 

SEL18200 

SEL55210 

SEL1855 

マクロレンズ

SEL50F18 SEL16F28 

マウントアダプター 

Ｅマウントレンズ

レンズリヤキャップ

LA-EA2  

ボディケース レンズジャケット**

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

アイピースカップ / 液晶保護シート 他

PCK-LM1AM PCK-LS1EM 

液晶保護カバー 液晶保護シート液晶保護セミハードシート
NEWNEW

NEW

HVL-F58AM HVL-F20AM HVL-F43AM 

FA-EB1AM 

FA-TC1AM 

FA-CS1AM FA-EC1AM FA-MC1AM FA-CC1AM 

FA-HS1AM FA-ST1AM 

FA-MA1AMHVL-RLAM HVL-MT24AM 

フラッシュ

外部電池アダプター

トリプルコネクター

オフカメラシュー オフカメラケーブル

マクロライトアダプター

シンクロターミナルアダプター ホットシューアダプター

マクロフラッシュ / リングライト

HVL-F20AM

SEL16F28

FDA-EV1S

LCS-EB70

LCS-EB50

LCS-EMB30

HVL-F43AM

SAL30M28

SAL50F18

SAL50F18

HVL-F58AM

Memory stick PRO-HG Duo™ “HX”

SD Memory Card

メモリーカード

Memory stick PRO Duo™  (Mark2)

ALC-F49S
ALC-F67SLCS-LC1AM 

FDA-EV1S 

電子ビューファインダー

ALC-B55 

ALC-B1EM 

ボディキャップ

ALC-R1EM ALC-R55

NEX-7

NEX-7

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SEL16F28 SEL16F28

Ｅマウントレンズ / アクセサリー システムチャート 商品名のアイコン (                など) は、対応商品を示します。NEX-7

NEX-7 NEX-5N

NEX-5

LCL-60AM LCL-90AM LCL-140AM

NEX-C3

マルチフラッシュケーブルエクステンションケーブル

NEW NEW

フィルター径： 49mm, 55mm

VCL-ECF1  VCL-ECU1 

 LA-EA1 

NEX-7

NEX-5NEX-5N

NEX-5NEX-5N

NEX-5NEX-5N

NEX-5NEX-5N NEX-5NEX-5N

NEX-C3

NEW

NEX-7 NEX-5N

http://www.sony.jp/ichigan/products/VF-49CPAM_VF-55CPAM/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/VF-49CPAM_VF-55CPAM/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/lineup/filter.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/VCL-ECU1/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/VCL-ECU1/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/converterlens.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-LC1AM/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-LC1AM/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/ALC-R1EM/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/LA-EA1/
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/mountadapter.html
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/a.html#lens
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/e.html#lens
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/zoom_lens.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL1855/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL18200/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/sfl_lens.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL16F28/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/FA-HS1AM/
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http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-WR2AM/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/STP-WS1/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/STP-XH1/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/STP-XS2AM/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/STP-XSG1/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-BBF/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-EMC/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/ACC-FWCA/index.html
http://www.sony.jp/overseas/products/ACC-HDFWJE/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/acckit.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-EME/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/STP-XS3/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/LCS-EB70/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL50F18/index.html
http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL55210/index.html
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http://www.sony.jp/ichigan/lineup/lens_acc.html
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