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ZKIN 2017年 秋の新製品
『RAW Yowie ウッドブラウン』および『RAW Hydra』を10月5日より発売

ワンダパス株式会社（東京都北区) は、Shine Republic Ltd. (香港) が展開する“ZKIN (ジーキン) ”ブランドの
カメラバッグ新製品を2017年 10月 5日より発売いたします。

プロのニーズに応えるRAWシリーズのRAW Hydra(ロウ・ヒュドラー)をフルモデルチェンジし新発売、また
RAW Yowie(ロウ・ヨーウィー) に「ウッドブラウン」色を投入し限定発売いたします。
RAW Hydraには耐久性に優れたCodura®ナイロンを、RAW Yowie には強度を増した防滴ナイロン地をそれぞ

れ採用いたしております。RAW Hydraはデジタルカメラのほか、小型ドローンも収納可能。RAW Yowie はこだ
わりのロールアップ型バックパック。2気室収納部や各部に配されたさまざまなポケット、レインカバーや三脚
ホルダなど、デザイン性と堅牢性および機能性を兼ね備えたカメラバックパックとなっております。

いずれのバッグも中仕切りをはずすとカメラバッグではなくタウンユースのバッグとしも最適。RAW Hydara
はサイクリングバッグとしても活躍します。個性的で美しいZKINのカメラバッグは、場所や機会を選ぶことな
くどなたにも幅広くお楽しみいただくことができます。

ワンダパス株式会社

<RAWシリーズ新商品>
Z3736  RAW Hydra  マリンブルー (上)／ Z3768  RAW Hydra  オリーブグリーン (下)

レンズつきミラーレスま
たは小型カメラおよび交
換レンズ1本、アクセサリ
などをコンパクトに収納。

茶管中可能なショルダス
トラップ付属。NIFCO 製
リング&フック採用なので
着脱もかんたん。

RAW Hydra には、耐久性に定評のある 米インビスタ社製 Codura® ナイロン地を採用。
革パーツにはすべて本革(牛革)を使用しています。

Codura® extra durable nylon & Genuine leather

付属の着脱可能バックス
トラップを使えば、自転
車に装着可能。サイクル
バッグとしても活躍。

ドローンバッグとしても。
小型ドローン本体、リモ
コンやバッテリがぴった
り。ポケットには小物も。

ハンドルには本革を採用。
高級感と強度を同時に実
現。レザーパーツはすべ
て本革を使用しています。

バックポケットにはスマ
ートフォンや小型タブレ
ットPCなどのモバイルガ
ジェットの収納に最適。



<RAWシリーズ限定販売商品>
Z4511n  RAW Yowie  ウッドブラウンN

背面には13インチ程度
のノートPCが収納可能
なPCポケットを装備。

大型フロントポケット
から、機材を収納する
下部気室にもスムーズ
にアクセスできます。

上部気室は驚きの大容量
が収納可能。ロールアッ
プを伸ばすとさらに拡大。

三脚ベルト＆ポケット
で三脚を固定。雨の日
も安心な収納可能なレ
インカバー内蔵。

ZKIN Brand Concept
ZKINは2009年よりそのストーリーを紡ぎはじめました。
ZKINのカメラバッグはただカメラを持ち運ぶだけではなく、身につける人の個性やセンスを彩ることをめざして生産されています。
どこででも、どのような被写体でも、さらには人生そのものを探求できるように。同時に、肌が身体をやさしく守るように、大切な
ガジェットや身の回りのアイテムをしっかり保護できる機能性も持ち合わせています。

ZKINの色彩のコントラストを活かした美しいデザインは、身につける人の魅力を引き出します。 今後は、あらゆるシチュエーションに
おいて身につける人に輝きを添えることをめざして、日常生活分野の製品も意欲的に開発することにしました。デザイン、クラフト
マンシップや上質な素材をさらに高い次元へと進化させていきます。

2気室構造を採用。上部
気室はロールアップ式に
なっています。

左右のサイドポケット
からも、下部気室にダ
イレクトアドレス。メ
ディアポケットも装備

RAW Yowie ウッドブラウンNには、雨
の日やアウトドアでも安心の軽くて強
度のある撥水加工ナイロン地を採用。

革パーツには、すべて天然素材の本革
(牛革)を使用しています。

Extra durable & splash
proof nylon & Genuine leather

型番 商品名 カラー サイズ  (内寸) / (外寸) JANコード 　希望小売価格

Z3736 RAW Hydra ロウ・ヒュドラー マリンブルー 22.8 x 8.9 x 15.2 cm / 24 x 10 x 17.8 cm 4589529541196  オープン価格

Z3768 RAW Hydra ロウ・ヒュドラー オリーブグリーン 22.8 x 8.9 x 15.2 cm / 24 x 10 x 17.8 cm 4589529541202  オープン価格

Z4511n RAW Yowie ロウ・ヨーウィ ウッドブラウン 26 x 15.5 x 29 cm / 31.5 x 15.5 x 29 cm 4589529540953  オープン価格



製造元
【 Shine Republic Ltd. 】

2009年11月に香港で設立。 スタイリッシュかつファッショナブルな
カメラバッグ、ケースへの期待に応えるべくZKINブランドを展開。
現在では中国、マカオ、シンガポール、オーストラリア、台湾、韓国、
タイ、ノルウェー、イギリスそして日本などの国々の多くのチャネル
をもつまでに拡大。多くの高感度な写真愛好家の要望に応え、製品ラ
インアップを順次拡充している。近年ではカメラ用品だけではなく、
手にする人の日々の生活に彩りをそえる小物類のデザインにも着手。
ZKINが広く世界で愛されるブランドに成長するべく進化し続けている。
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輸入販売元
【 ワンダパス株式会社 】

2016年3月設立。2011年12月に ZKIN ブランドを日本市場に導入した
輸入代理店の従業員が独立して設立された。同時に日本国内での ZKIN
事業を承継し、2016年3月よりZKIN 製品日本地区総代理店となった。
今後は日本発のZKIN製品の企画・開発などを通じ、ZKINがより愛され
るブランドになると同時に、よりよい商品を発掘し発信するべく多岐
に渡って活動する。

「ワンダパス」について：

海中でもっとも鮮やかで美しいとされているタコの仲間の名
前に由来しています。タコの仲間は状況に応じ、姿形や色を
自在に変化させることができます。
ワンダパスのように、鮮やかでしなやかであると同時に、
「ワンダー」 (wonder, すばらしい、ワクワクする、の意) な
ヒト、モノやコトの「パス」 (path, 通り道の意) でありたい
との願いがこめられています。


