セール期間：9月1日(水)〜
11月30日(火)で開催！

ゴージャス！

2021年 大秋楽祭&決算セール

紅葉の撮影はコレ!!
セール対象商品お買上げ
タカナシスタッフ特選
豪華
ならではの

■OM‑D E‑M1 MarkⅢボディ ■X‑T4ボディ ■EOS‑R5ボディ
■ Z7 IIボディ
円
現金

192,060

現金
特価

円 現金
税込 特価

円 特価 455,400
202,460税込
※キヤノンEOS‑5DMarkⅣを

358,380
※ニコンZ7ボディを

現金
税込 特価

※オリンパス OM‑D E‑M1 MarkⅡを ※フジフイルム X‑T3を
下取りに出した場合のお支払い 下取りに出した場合のお支払い 下取りに出した場合のお支払い 下取りに出した場合のお支払い

現金特価交換差額

150,000

円
税込

現金特価交換差額

140,000

円
税込
小型軽量ボディーに、
防塵防滴耐低温‑10度の外装を
最大7.5段の手ぶれ補正と、 まとったコンパクトなボディ。
手持ちハイレゾショット
エルゴノミックな形状に
約5000万画素を実現!!、
シェイプされたグリップは
防塵・防滴・耐低温構造の
大口径レンズ装着時でも
小型軽量ボディです。
確実にホールドします。

現金特価交換差額

330,000

円
税込

世界最高8.0段の手ブレ補正効果に、
世界初の8K/30Pの動画撮影までを
可能にしたスーパーミラーレス一眼。
カードスロットもダブルになり、
EOS‑Rの課題だった箇所をことごとく
解決した傑作機です！

■LUMIX S5/標準ズームキット

319,000

現金
円
円 特価
税込
税込 ※パナソニックLUMIX G9Proを
下取りに出した場合のお支払い

現金特価交換差額

円
230,000税込
220,000税込

現金特価交換差額

大口径55mmのZマウントで、
45メガピクセルを実現！
［ターゲット追尾AF］の
操作性も一段と向上させ、
カードスロットもダブルで
搭載！撮影時の確かな安心
を供給します。

円

小型・軽量のボディに
フルサイズセンサーを
搭載していながら、
ボディ内機構で5.0段分
の手ブレ補正を実現！
さらに進化した高精細
236万ドットOLED
ファインダーは一見の
価値アリです!!

決算特典

対象商品をお求めの方は
下取り査定、通常よりさらに

秋の撮影グッズ特集！
光がとどかなかった被写体もワイヤレスでキレイに撮影。 センターポールを横にして様々な被写体に対応します！

18%UPにて高額下取り!
当店にて仕上げのプリント!
1,000円のクーポン券15枚
総額15,000円相当を
プレゼント!
（当店仕上げの自店プリントです。）

操作が簡単なMACC（マルチアングル・
コマンダーAir10s+i60Aキット センターコラム）は、360°自由に
Air10sは最長通信距離100m！ 動かすことが可能で、紅葉のマクロ撮影
紅葉の近くにストロボを置き、少し遠い から遠景撮影まで、あらゆる撮影
ところからの夜の紅葉撮影などに最適です。 スタイルに対応します！

お一人様一枚限り
当社指定の高性能
LCD保護フィルムを
プレゼント!

セール
価格

円 セール
円
価格 42,800 税込
49,445 税込

逆さまの世界でインスタ映えする写真が撮れる！

5万円以上10万円までの
下取りを出していただいた
方は純正バッテリー1個を

■EOS‑R6ボディ
現金
特価

301,950

K‑3
円
税込 現金

※キヤノンEOS‑5DMarkⅣを
下取りに出した場合のお支払い

現金特価交換差額

■ペンタックス
特価

MkIIIボディ

円
251,820税込

※ペンタックスK‑3 MkIIを
下取りに出した場合のお支払い

■α‑1ボディ

862,300税込 ※ニコン134,640
Ｚ50 16‑50mm

現金
特価

R5の弟分でありながら、その実力は 約2.6MPの小型・軽量のAPS‑C一眼レフカメラ
でありながら、約1.05倍の高いファインダー
20メガピクセル＆AF低輝度限界EV‑6.5。 倍率を実現。シャッターボタンに645Zや
メイン機としても存分にその存在感を K‑1 Mark IIと同様の「リーフスイッチ」の
採用で、小気味良い軽快なシャッター感覚が
発揮する、キヤノンフルサイズ
体感できます！
ミラーレス一眼の新型標準機です！

241,560

160,000

1枚プレゼント!

80,000

さらに10万1円以上、
下取りを出していただいた方には、
SanDisk Extremeプロ
SDカード64GBを

透明度の高いクリスタルを使用した
撮影アクセサリーで、180°のダイナミックな
紅葉風景を手のひらに収めたり、
レンズボール自体を被写体にして
写真のアクセントとして楽しめます！

セール
価格

■アオスタ
OEJカメラバッグ

セール
価格

円
12,480税込

新潟桜木店 新潟市中央区女池南1‑3‑2
0120‑055‑074
タカナシ新潟桜木店 本間ゴルフ様

紫鳥線

16,580

円
税込

レンズ長120mm程度の一眼レフに対応する
レインカバー。縫い目すべてにシームシーリング
を施しているので、持ち歩く際にカメラを
秋の急な雨から守り、撮影時にはすぐに
取り出すことができます！

セール
価格

円
2,800税込

中古カメラ専門ネットショップ

CAM-ALL

https://shop.cam‑all.com/
中古カメラ専門ネットショップ

ネッツトヨタ様
新潟バイパス

セール
価格

■モンベル
カメラレインカバー

ターポリン生地のボディバッグです。
ターポリン生地とは大型テントや
ラフティングボートなどに使用されている
防水性・防塵性・耐候性に優れた特殊素材です。

プレゼント!
さらに10%OFF!

円
3,980税込

PLフィルターを使うとコントラストが
付きます。紅葉の反射を抑え、色もくっきりと
浮かび上がり、紅葉をより赤く表現できます。

秋の撮影中の突然の雨でも大丈夫！ 突然の秋雨からカメラをパッと保護！

さらにさらに、セール対象商品を
お買上げの方には、Loweproグリップ手袋&
クローサー、ハクバSDカードケース、
そしてSOLエマージェンシーシートを
ええい！ここまできたらヤケクソだ!!セール対象商品を
お買上げの方には、お好みの三脚or一脚を店頭売価より、

紅葉撮影には欠かせないフィルターです。

■キング
■マルミ
レンズボール EXUSサーキュラーPL 77㍉

50%OFFでご奉仕!

又は純正リモートケーブルを

50%OFFでご奉仕!

※ニコン Ｚ6ボディを下取りに
※ソニーα‑9を
出した場合のお支払い
キットを下取りに出した場合のお支払い
下取りに出した場合のお支払い
現金特価交換差額
現金特価交換差額
現金特価交換差額
円
円
円
税込
税込
税込
安定の24メガピクセル機。
約5010万画素のメモリー内蔵フルサイズ ニコンFM2にインスパイアされた、
映像エンジン"EXPEED 6"を
積層型CMOSセンサー Exmor RS（TM）と、 精緻に作り込まれた外観デザインに、
ボディーの天面にシャッタースピード、 2基搭載し、AF/AE追従で
新画像処理エンジン BIONZ XRによる
ISO感度、露出補正の３つのダイヤルと、 約14コマ/秒の高速連写、
最大124コマまでの連続撮影が
高解像度、高感度・低ノイズ性能、
F値を表示する小窓を搭載。
可能です！さらにダブル
広いダイナミックレンジの両立による
フィルム一眼の感触で最新デジタルの
スロット搭載で、
画作りは圧巻です！
安心の撮影を約束します。
写りを味わえます！

円
円
230,000税込
210,000 税込 700,000
現金特価交換差額

■ニコン Zfc
■ニコン Z6Ⅱボディ
16‑50mmレンズキット 現金
円
円
円 現金
税込
特価
税込 特価

■ヴァンガード
VEO3+三脚/263CP雲台セット

■ニッシン

桜木
I・C

至新発田

CAM-ALL

R
○

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/takanashicamera

