
■次世代リコイルプロV2+トリガーグリップキット
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
C200用リコイルプロV2 Z-C2R-P2

C200用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格になっており、V字ロッ

クのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらのセットにはトップハンド

ルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットです。また、ハンドル先に

はグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手元でカメラコントロール

が可能になっています。

・VCT Proベースプレート

・6.5インチロッドブラックx2

・ロゼットトリガーグリップ(Z-TG-RTG)

・C200 Top Plate

¥157,300

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
C200用EVFリコイルプロV2 Z-C200ER-P2

C200用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格になっており、V字ロッ

クのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらのセットにはトップハンド

ルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットです。また、ハンドル先に

はグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手元でカメラコントロール

が可能になっています。

・VCT Proベースプレート

・6.5インチロッドブラックx2

・ロゼットトリガーグリップ(Z-TG-RTG)

・C200 Top Plate 

・リコイルハンドル(z-RCH)

¥193,050

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
C300MarkII用EVFリコイルプロV2 Z-C3002ER-P2

Canon　C300MarkⅡ用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格に

なっており、V字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらの

セットにはトップハンドルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットで

す。また、ハンドル先にはグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手

元でカメラコントロールが可能になっています。

・VCT Proベースプレート

・6.5インチロッドブラックx2

・Canonトリガーグリップ(Z-TG-CTG)

・C300mark2ヘルメットKit(Z-HRCH-M2)

¥228,800

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
C500MarkII&C300MarkIII用リコイルプロV2 Z-C500-P2

Canon　C500mkⅡ用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格に

なっており、V字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらの

セットにはトップハンドルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットで

す。また、ハンドル先にはグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手

元でカメラコントロールが可能になっています。

・VCT Proベースプレート

・6.5インチロッドブラックx2

・Rosetteトリガーグリップ（Z-TG-RTG）

・C500 MarkⅡ用Topプレート

・リコイルハンドル（Z-RCH）

¥200,200

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
EVA1用EVFリコイルプロV2 Z-EVA-ERP2

EVA1用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格になってお

り、V字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらの

セットにはトップハンドルにGratical EVFマウント用の受けがある

セットです。また、ハンドル先にはグリップリロケータがあるため、担ぎ

時においても手元でカメラコントロールが可能になっています。

・VCT Proベースプレート

（6.5インチロッドブラックx2含む）

・EVA１用トリガーグリップ(Z-TG-ETG)

・EVA1用Topプレート（Z-ETP）

・Topハンドル(Z-STH)

・15㎜ロッドロック（Z-15RL）

¥135,850

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
EVA1用ZファインダーリコイルプロV2 Z-EVA-ZRP2

EVA1用ショルダーリグ。

VFは本体LCDモニターよりZファインダーを装着するモデル。べース

プレートはVCT規格になっており、V字ロックのクイックリリースプレー

トへ対応しています。VCT三脚プレート使用で三脚固定も可能。

EVA1用のZファインダーが付属しています。

・VCT Proベースプレート

（6.5インチロッドブラックｘ２含む）

・EVA１用トリガーグリップ(Z-TG-ETG)

・EVA1用Topプレート

・EVA１用Zファインダー+３インチロッド

・ZレールAxisマウント（Z-ZRAM)

¥214,500

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FS5/FS5II用EVFリコイルプロV2 Z-S5R-P2

Sony F5用ショルダーリグ。カメラ本体に付属しているコントロールグリップの

ポジションがショルダースタイル時のポジションに移設可能。

VFはZACUTO　Gratical EVFが装着可能になっているモデル。

ベースプレートはVCT規格になっており、V字ロックのクイックリリースプレート

へ対応しています。VCT三脚プレート使用で三脚固定も可能。

・VCT Proベースプレート（Z-VCT-P）

・FS5グリップリロケーター

 （Z-FS5GR）

・FS5トッププレート（Z-FS5TP）

¥193,050

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FS5/FS5II用ZファインダーリコイルプロV2 Z-S5ZR-P2

Sony F5用ショルダーリグ。カメラ本体に付属しているコントロールグリップの

ポジションがショルダースタイル時のポジションに移設可能。VFは本体LCD

モニターよりZファインダーを装着するモデル。べースプレートはVCT規格に

なっており、V字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。VCT三

脚プレート使用で三脚固定も可能。FS5用のZファインダーが付属してい

ます。

・VCT Proベースプレート（Z-VCT-P）

・FS5グリップリロケーター

 （Z-FS5GR）

・FS5 Zファインダー（Z-FIND-FS5）

¥214,500

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FS7用リコイルプロV2 Z-S7R-P2

Sony FS7用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格になっており、V

字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらのセットにはトップ

ハンドルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットです。また、ハンドル

先にはグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手元でカメラコント

ロールが可能になっています。D157:E157E156C157:B157:E157

・VCT Proベースプレート（Z-VCT-P）

・6.5インチロッドブラックx2

・FS7用トリガーグリップ(Z-ZG-7T)

・FS7用Axisミニ

¥131,560

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FS7II用リコイルプロV2 Z-S7R2-P2

Sony FS7Ⅱ用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格になってお

り、V字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらのセットには

トップハンドルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットです。また、ハ

ンドル先にはグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手元でカメラコ

ントロールが可能になっています。

・VCT Proベースプレート（Z-VCT-P）

・6.5インチロッドブラックx2

・FS7Ⅱ用トリガーグリップ(Z-ZG-72T)

・FS7用Axisミニ

¥131,560

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FX9用リコイルプロV2 Z-SX9-P2

Sony FX9用ショルダーリグ。ベースプレート下はVCT規格になっており、V

字ロックのクイックリリースプレートへ対応しています。こちらのセットにはトップ

ハンドルにGratical EVFマウント用の受けがあるセットです。また、ハンドル

先にはグリップリロケータがあるため、担ぎ時においても手元でカメラコント

ロールが可能になっています。FX9トリガーグリップはFX9ハンドグリップに変

更する事が可能です。

・VCT Proベースプレート（Z-VCT-P）

・6.5インチロッドブラックx2

・FX9用トリガーグリップ(Z-ZG-9T)

・FX9用Axisミニ

¥157,300

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FX6リコイルプロV2 Z-SX6-P2

FX6用に特別に設計されたショルダーリグです。

これは肩乗せ、または三脚取付けに最適なバランスために設計されている

次世代リコイルリグです。

・VCTプロベースプレート

・FX6用ハンドグリップ

・13.5インチLANCケーブル

・FX6用トッププレート

・FX6ハンドルマウント

・ロゼットトリガーグリップ

¥185,185

次世代リコイルプロV2

+トリガーグリップキット
FX6ZファインダーリコイルプロV2 Z-SX6ZR-P2

FX6リコイルプロV2にZファインダーとアクシスマイクロを追加し、

より液晶画面を見やすくした組み合わせとなっております。

・FX6用Zファインダー

・アクシスマイクロ

・VCTプロベースプレート

・FX6用ハンドグリップ

・13.5インチLANCケーブル

・FX6用トッププレート

・FX6ハンドルマウント

・ロゼットトリガーグリップ

¥250,250

ACT リコイル ACT ユニバーサルケージリコイルリグ Z-AUR
アルカスイス互換で全てのミラーレスと一眼レフカメラに対応したショルダーリ

グです。三脚に取り付けなど様々なスタイルでの撮影を可能とします。

・ACT ベースプレート

・ミラーレス/一眼レフカメラ向けユニバーサルケージ

・タクティカルlハンドル

・ACT EVF Pro

・15mmロッド用ライトトリガーグリップ

・アクシスマイクロ

¥207,350

ZACUTO製品価格表
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■ACT ケージ& アクセサリー 2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

ACT ケージ& アクセサリー ACT ベースプレート Z-ACT

全ての一眼レフカメラとミラーレスカメラ用のアルカスイス互換品ベースプ

レートです。ショルダーパッドと15㎜ロッドが組み合わせ出来、前後にマッド

ボックスやレンズサポートなどオプション品の装着も可能です。

・ACTベースプレート

・ACTカメラプレート
¥70,785

ACT ケージ& アクセサリー ACT カメラプレート Z-ACP
アルカスイス互換のカメラプレートで、カメラ下部1/4または3/8ネジにて取

り付けます。このプレートはACT Baseplateとマローダーミニに含まれてい

ます。

・ACTカメラプレート ¥4,290

ACT ケージ& アクセサリー ACT カメラプレート Z-AMP

ACTカメラプレートまたはアルカスイス互換のカメラプレートの受けになりま

す。1/4と3/8ネジで三脚やジンバルなどにに取り付けます。簡単な取り外

しで、様々な撮影スタイルが可能となります。

・ACTマウンティングプレート
¥21,450

ACT ケージ& アクセサリー タクティカルlハンドル Z-TCH

下のラチェッチングレバーを回転して左右のグリップとしても使用が可能。

1/4ネジからATOMSや様々なモニターを取り付けることが可能です。また

先にZ-Railｓを取り付け、15mm Rodポートを装着し、Axis miniや

Axis macro経由でEVFも装着可能です。

・Tacticalハンドル ¥35,750

ACT ケージ& アクセサリー マーダーミニ Z-MM
初期マローダーの最新版です。胸に当てて撮影を安定させます。またアル

カスイス互換で使用時以外では組み立ても簡単で小さく持ち運びも簡単

です。

・マローダーミニ ¥64,350

ACT ケージ& アクセサリー C70用ケージ Z-C70C Canon C70用のケージです。 ・C70用ケージ ¥42,185

ACT ケージ& アクセサリー ミラーレス/一眼レフカメラ向けユニバーサルケージ Z-UCD

汎用型ミラーレス用ケージ。高さの調整にて全カメラに対応したケージと

なっており、上部1/4、3/8ネジで様々な拡張が可能となっています。下部

はアルカスイス互換となっており、簡単にに脱着が可能。

・デジタル一眼レフカメラ用ユニバーサルケージ ¥57,057

ACT ケージ& アクセサリー X-T3用ケージ Z-FAC Fuji X-T3用ケージです。
・Fuji X-T3ベースケージ

・カメラハンドストラップ
¥42,185

ACT ケージ& アクセサリー S1用ケージ Z-PSC Panasonic S1用ケージです。
・Panasonic S1ベースケージ

・カメラハンドストラップ
¥42,757

ACT ケージ& アクセサリー GH5用ケージ Z-G5CA
GH5 /GH5Sケージは、軽量でコンパクトな「ノーケージ」ケージで、

ザクート独自のアルカスイスと互換性があります。

・GH5用ケージ

・カメラハンドストラップ
¥52,910

ACT ケージ& アクセサリー S5用ケージ Z-PS5C

オープンスタイルの  カメラケージ  で、

カメラ本体の保護と様々なアクセサリーのサポートを提供します。

軽量でフォームフィッティングのアルミニウムケージは、

カメラのストラップスロットを使用してカメラを安全に保ち、

カメラのネックストラップアイレットを使用するように設計されています。

・S5用ケージ

・カメラハンドストラップ
¥32,175

ACT ケージ& アクセサリー A7SIII用ケージ Z-S3C A7SIII用ケージです。

・S5用ケージ

・カメラハンドストラップ

・HDMIマウント

¥35,750

ACT ケージ& アクセサリー A7III,A7RIII,A9用ベーシックケージ Z-SACA 
A7III,A7RIII,A9用のケージです。

軽量でコンパクトで、ザクート独自の

アルカスイスと互換性のある「ノーケージ」ケージです。

・A7III,A7RIII,A9用ベーシックケージ本体

・カメラハンドストラップ

・HDMIマウント

¥52,910

ACT ケージ& アクセサリー A7RIV用ケージ Z-S4C
Sony A7R IV用ケージです。

A7Ⅲとの互換性はございません。

・A7RⅣベースケージ

・カメラハンドストラップ
¥35,750

ACT ケージ& アクセサリー
Blacmagic4K/6Kポケシネカメラ用

ベーシックケージ
Z-BM4KCB

Blackmagic4Kポケシネカメラ用ケージです。カメラの下部と左右に３点

で固定して使用します。

サイドグリップを削除した簡易版です。

別売りのサイドグリップが後付可能です。

・Blacmagic4Kポケシネカメラベーシックケージ ¥46,475

ACT ケージ& アクセサリー SSDホルダー Z-SSD
サムスンSSDを入れラ赤いラチェットレバーを回し固定します。

2本の六角ネジを使用してBlackmagicケージ上部に取付け可能です。

SSDホルダーにはアクセサリを取り付ける為のコールドシューもあります。

・SSDホルダー

※SSDは付属しません

¥5,720
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■REDKomodoアクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

REDKomodoアクセサリー REDKomodo用ケージ Z-RKC

RED KOMODO用のケージはREDの承認を得たケージで

モジュール式の設計です。

各部品は個別に使用することも、

任意の組み合わせで使用することもできます。

・REDKomodo用トッププレート【Z-RKTP】

・REDKomodo用サイドプレート【Z-RKSP】

・REDKomodo用ベースプレート【Z-RKBP】

¥35,750

REDKomodoアクセサリー REDKomodo用ケージキット Z-RK-K1
REDKomodo用ケージに

タクティカルハンドル、ロゼットトリガーハンドグリップをセットになった製品で

す。

・REDKomodo用ケージ【Z-RKC】

・タクティカルハンドル【Z-TCH】

・ロゼットトリガーハンドグリップ【Z-RHG】

¥82,225

REDKomodoアクセサリー REDKomogoケージキット＆KameleonPro Z-RK-K2
Z-RK-K1に

アクシスマイクロ、KameleonEVFがセットになった製品です。

・REDKomodo用ケージ【Z-RKC】

・タクティカルハンドル【Z-TCH】

・ロゼットトリガーハンドグリップ【Z-RHG】

・アクシスマイクロ【Z-AXM】

・Kameleon EVF Pro 【Z-KEVF-P】

¥363,935

REDKomodoアクセサリー REDKomodo用ACTリコイル Z-ARK
Z-RK-K2に

VCTベースプレート、右トリガーグリップをセットにしたキットです。

・REDKomodo用ケージ【Z-RKC】

・タクティカルハンドル【Z-TCH】

・ロゼットトリガーハンドグリップ【Z-RHG】

・アクシスマイクロ【Z-AXM】

・Kameleon EVF Pro 【Z-KEVF-P】

・VCTProベースプレート【Z-VCT-P】

15mmロッド用ライトトリガーグリップ【Z-RTGM】

¥421,850

REDKomodoアクセサリー REDKomodo用トッププレート Z-RKTP REDKomodo用ケージ【Z-RKC】のトッププレート部分です。 ・REDKomodo用トッププレート【Z-RKTP】 ¥13,585

REDKomodoアクセサリー REDKomodo用サイドプレート Z-RKSP REDKomodo用ケージ【Z-RKC】のサイドプレート部分です。 ・REDKomodo用サイドプレート【Z-RKSP】 ¥11,440

REDKomodoアクセサリー REDKomodo用ベースプレート Z-RKBP REDKomodo用ケージ【Z-RKC】のベースプレート部分です。 ・REDKomodo用ベースプレート【Z-RKBP】 ¥13,585

REDKomodoアクセサリー ロゼットトリガーハンドグリップ Z-RHG ロゼットタイプのトリガーハンドグリップ(左)です。 ・ロゼットトリガーハンドグリップ【Z-RHG】 ¥32,175

■ポラリスアクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

ポラリスアクセサリー ポラリスベースプレート Z-PB

ミレーレスカメラ・デジタル一眼用ベースプレート。

赤いカメラプレートの¼ 20”インチネジでカメラ本体に取付けま

す。取付部は下部製品のアルカスイス(ARCA SWISS)互換品

ポラリスカメラプレートになっています。

・ポラリスロッドサポート

 （12インチロッド2本付き）

・ポラリスQRプレート

¥50,050

ポラリスアクセサリー

ポラリスロッドサポート

 （12インチロッド2本付き） Z-PRS
ポラリスQRプレートとセットで使用する事で15mmロッドシステムが構築で

きます。

三脚側には1/4 20インチと3/8 16インチのネジ穴が開いています。

・ポラリスロッドサポート

 （12インチロッド2本付き） ¥25,025

ポラリスアクセサリー ポラリスショルダーパッド Z-PSP2

Arca- Swissに適用可能なショルダーパッドです。

三脚付けから担ぎスタイルへ素早くチェンジできます。

以前販売していたQRショルダーパッドの復刻版です。

全国のQRショルダーパッドファンの皆様お待たせしました。

・ポラリスショルダーパッド ¥50,050
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■Zファインダー ＆Zファインダーアクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
延長用取付けフレーム Z-EF

調整ノブではフォーカスが合いきらない方はこちらをお求め下さい。4個で1

セットになっています。

※Z-ファインダーProシリーズには3つ、Jr.には2つ標準で付属されていま

す。

・延長取り付けフレームｘ4 ¥1,716

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
簡易取付けフレーム Z-FRM

圧着テープによる貼付け式簡易取付けフレームです。3インチ背面液晶サ

イズ。カメラの背面液晶へ直接貼り付けて使用します。Z-ファインダー

Pro、Jr.共に対応。圧着式ですのでカメラ1台に付き1個でご使用下さ

い。圧着時間の目安は取り付けから24時間後になります。

フレーム枠寸法　56mmｘ71mm

・簡易取り付けフレーム ¥858

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
3.2インチ型簡易取付けフレーム Z-FRM32

3.2インチワイド液晶対応のZ-ファインダー取付けフレームです。両面圧着

テープ式なのでゴリラプレートは必要ありません。
・3.2インチ型簡易取り付けフレーム ¥1,287

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
Z-ファインダーPro 2.5x Z-FIND-PRO2

シュナイダー製の光学系を採用した拡大率3倍のビューファインダーですΦ

40㎜のレンズキャップと視度調整ノブがついています。付属のゴリラプレート

とファインダー取り付けフレームを使用してカメラに固定します。ファインダー

はワンタッチで着脱が可能です。また、アンチフォグカバーをレンズに装着す

ることにより、曇り止め仕様となり、長時間の撮影も快適に行えます。

・Z-ファインダーPro 2.5x

・標準取り付けフレーム

・ゴリラプレートv2　

　

・ストラップ

・延長フレーム×3

・レンズキャップ　

  

¥56,485

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー

Z-ファインダーPro 2.5x

3.2型取付フレーム付属
Z-FIND-PRO232

3.2インチ型取り付けフレームが標準付属となっているタイプのZ-ファイン

ダーです。

・Z-ファインダーPro 2.5x 

・3.2インチ型取り付けフレーム

・標準取り付けフレーム

・ゴリラプレートv2

・ストラップ

・延長フレーム×3

・レンズキャップ

・アンチフォグカバーｘ2

¥56,485

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C70用Zファインダー Z-FIND-C70

キヤノンC70用に設計され  たZファインダー  です。

液晶画面の2.5倍で見ることが出来ます。

・C70用Zファインダー

・C70Z用ファインダーマウント
¥78,650

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C70Z用ファインダーマウント Z-C70ZM

2.5x Z-Finderをすでに所有している場合は、

このマウントがあればC70に取り付ける事ができます。 
・C70Z用ファインダーマウント ¥42,900

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C200用Zファインダー Z-FIND-C2

C200用Zファインダー。C200をご利用の方はこちらをご使用ください。

C200のLCDに直接取付け可能です。LCDを複数人で覗くときに便利な

フリップアップ機能付き。

・C200用Zファインダー

・延長フレームx2

・マウンティングフリップアップフレーム

・マウンティングブラケット

・レンズキャップ

・サンマスク

・ダストカバー

・予備アンチフォグレンズ

¥85,085

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C200Zファインダー用ロゼットマウント Z-C2RM

C200用ZファインダーのブラケットをAxisミニに対応させるためのアダプター

です。
・C200Zファインダー用ロゼットマウント ¥10,725

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C200用LCDマウント Z-C2LM

C200 LCD用取付けコールドシューマウント。

1/4 20ネジ穴で取付け可能です。

リコイルハンドルにC200 LCDを使用できます。 
・C200用LCDマウント ¥7,865

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー

C500MarkII&C300MarkIII用

Zファインダー
Z-FIND-C5

C500背面液晶に直接装着可能なZファインダー。

倍率は1.8倍。。付属のZ-ファインダーは他EVF,Z-ファインダー取り付けフ

レームへ装着可能です。

※C100mk2へは対応していません。

・Z-ファインダーPro 1.8x

・延長フレーム×2

・レンズキャップ

・サンマスク

・保護boot

・Z-ファインダーダストカバー

¥78,650

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C300/500用Zファインダー Z-FIND-C3

CANON C300/C500用Z-ファインダー。

カメラ付属のモニターに直接装着するタイプのルーペです。EVFを使用しな

くてもオフセットで使用できるファインダーになります。

・C300/C500用Zファインダー（1.8x) ¥69,355

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
C300/500用Zファインダー＆マウントキット Z-FIND-CMB

ヘルメットハンドルに追加装着することで前後スライドが調整可能になるア

タッチメント付きのファインダーです。より前方へモニターを出すことができるの

でショルダースタイル時のポジション調整がやりやすくなります。

・C300/C500用Zファインダー（1.8x)

・ヘルメットハンドル用取り付けキット
¥107,250

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
FS7,FS7Ⅱ,FX9用Zファインダー Z-FIND-S79

Sony FS7、FS7Ⅱ、FX9用のビューファインダーです。LCDに直接取付

け可能です。2倍の視度調整ノブがついています。140度跳ね上げ可能

なZ-ファインダー取り付けフレームが搭載されています。、Z-ファインダーを

跳ね上げるだけで、覗きこませることなく、モニター映像を見せることが出来

ます。

・FS7、FS7Ⅱ、FX9用Zファインダー

・延長フレームx2

・FS7/FX9マウンティングフリップアップフレーム

・レンズキャップ

・サンマスク

・ダストカバー

・予備アンチフォグレンズ

¥78,650

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
FS5用Zファインダー Z-FIND-FS5

Sony FS5用のビューファインダーです。FS5のLCDに直接取付け可能で

す。LCDを複数人で覗くときに便利なフリップアップ機構付き。光学倍率2

倍。FS5専用となります。ファインダー横のブラケットにロッドを指して視聴角

度が調整できます。

・FS5用Zファインダー

・延長フレームx2

・FS5マウンティングフリップアップフレーム

・FS5マウンティングブラケット

・レンズキャップ

・サンマスク

・ダストカバー

・予備アンチフォグレンズ

¥85,085
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■Zファインダー ＆Zファインダーアクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
FS5用Zファインダープロパッケージ Z-FIND-FS5P

Sony FS5用のビューファインダーです。FS5のLCDに直接取付け可能で

す。LCDを複数人で覗くときに便利なフリップアップ機構付き。光学倍率2

倍。FS5専用となります。こちらはFS5のトッププレートとAxisミニが付属し

たコンプリートセットです。

・FS5用Zファインダー

・延長フレームx2

・FS5マウンティングフリップアップフレーム

・FS5 Axis Mini

・FS5 Topプレート

・レンズキャップ

・サンマスク

・ダストカバー

¥139,425

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
FX6用Zファインダー Z-FIND-FX6

Sony FX6用に設計され  たZファインダー  です。

液晶画面の2.5倍で見ることが出来ます。

・2.5x倍とジオプターホイール付き

　FX6 Zファインダーループ 

・エクステンダ フレームｘ２ 

 ・FX6フリップアップマウントフレーム 

 ・FX6 取り付けブラケット 

 ・レンズキャップ、サンマスク、保護ブーツ 

 ・Zファインダーダストカバー 

¥85,085

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
FX6Zファインダーマウント Z-FRM-FX6

 Zファインダープロをすでに所有している場合は、

このマウントがあればFX6に取り付ける事ができます。 

肩乗せの場合はFX6ハンドルマウント  を使用して

Axis Mini、EVF  マウントを使用することをお勧めします。

FX6Zファインダーマウント ¥35,750

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
FX6Zファインダーマウント Z-SXFK

Sony FX6Z-Finderマウントを使用して、

ショルダーマウントする際に最適なマウントキットです。

Zファインダー本体やLCDは本製品には含まれませんので

別途ご用意ください。

FX6Zファインダーマウント ¥42,900

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
EVA1用Zファインダー Z-FIND-EVA

EVA1用Zファインダー。EVA1をご利用の方はこちらをご使用ください。

EVA1のLCDに直接取付け可能です。LCDを複数人で覗くときに便利な

フリップアップ機構付き。

・EVA1用Zファインダー

・延長フレームx2

・マウンティングフリップアップフレーム

・マウンティングブラケット

・レンズキャップ

・サンマスク

・ダストカバー

・予備アンチフォグレンズ

¥85,085

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
アンチフォグカバー Z-AFPC

Z-ファインダーのレンズ部を曇り止め仕様にするカバーです。アンチフォグカ

バーが3枚付属されています。カバーは取り外し可能なので、傷がついた

り、曇り止め機能が低下した時には簡単に交換することができます。

※従来品のファインダーにカバーを取り付ける際には専用のアイカップが必

要になります。

・アンチフォグカバーｘ3 ¥1,716

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
Z-ファインダー ダストカバー Z-ZFDC

Z-ファインダー専用ダストカバーです。

取り付けフレームからの取り外し時に

ほこり等からファインダーを守ります。

・Z-ファインダーダストカバー ¥858

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
ゴリラプレートV2 Z-GRPV2

1/4インチネジで三脚に固定可能です。

MountingFrameを取り付けられます。ゴリラキットやビューファインダーで

使用されています。初代モデルよりも小型化されました。

・ゴリラプレートV2 ¥9,867

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
ゴリラプレート三脚用アタッチ Z-GTD

1/5インチネジで三脚に固定可能です。

ゴリラプレートがワンタッチで取り外し可能になります。

ゴリラプレートV1、V2両対応。

・ゴリラプレート三脚用アタッチ ¥5,720

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
Z-ファインダー標準取付けフレーム Z-MFS

Z-ファインダー取付け用アルミプレートです。ゴリラプレートと組み合わせて

使用します。赤いスクリューを指でまわし、ゴリラプレートに装着して使用し

ます。Canon 5DmarkⅡ,Canon 7D, Canon 550D,Panasonic 

GH1 & Nikon D90等のカメラで御使用いただけます。

フレーム枠寸法　56mmｘ71mm

・Z-ファインダー取り付けフレーム　

　標準タイプ
¥7,150

Zファインダー

＆Zファインダーアクセサリー
Z-ファインダー3.2ｲﾝﾁ型取付けフレーム Z-MFS32

3.2インチワイド液晶対応のZ-ファインダー取付フレームです。EOS 5D-

mk3やnikon D800などのワイド液晶カメラはこちらを御使用下さい。
・3.2インチ型取り付けフレーム ¥8,580
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■EVF&EVFアクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

EVF&EVFアクセサリー Gratical Eye Z-GRE

液晶性能や機能はGratical HDと同等でハードウェア性能を簡易にした

モデル。入力はSDI1系統のみ。出力はありません。電源はlemo2pin入

力（別売）ファンクションボタンのスイッチは外部タリーランプの機能も持っ

ています。

※保証期間1年

・Gratical Eye

・日本語マニュアル

※電源ケーブル(lemo2pin別売り)

¥207,350

EVF&EVFアクセサリー Kameleon Pro EVF Z-KEVF-P

1920x1080ディスプレイを搭載したHDMI、SDI両対応の電子有機EL

ビューファインダー。HDMIポートには4K入力が可能です。3D LUTに対応

しております。

電源は4ピンLemoコネクタから供給します。

マウントにはAxisミニを使用（EVF側ロゼットマウント）底面には1/4"ネ

ジ穴があります。

※保証期間1年

※電源ケーブル(4 Pin Lemo Power)は別売り

・Kameleon EVF

・日本語マニュアル

※電源ケーブル(lemo4pinPower)別売り

¥278,850

EVF&EVFアクセサリー ACT EVF Pro Z-AEVF

3.5インチのLEDビューファインダー、解像度は800×480で1080まで入

力が可能。HDMIのスルーアウト機能も搭載されており、フリップアップして

複数人で見ることも可能。上下に1/4ネジ穴を搭載。ピーキングやセンター

ライン、倍率変更など従来の設定ができ、Axis Mini or Microとの組み

合わせですべてのカメラに対応。

・ACTEVFPro

・日本語マニュアル
¥71,357

EVF&EVFアクセサリー Kameleon EVF用電源・SDIケーブル Z-4PVC
Kameleon EVF用電源、SDIケーブル

※D-tap側にon/offスイッチ付き

・Kameleon EVF用電源

 lemo4pin toD-tap

・HD-SDIケーブル

¥22,880

EVF&EVFアクセサリー Kameleon EVF用電源・HDMIケーブル Z-HPVC
Kameleon EVF用電源、HDMIケーブル

※D-tap側にon/offスイッチ付き

・Kameleon EVF用電源lemo4pin toD-

tap

・HDMIケーブル

¥22,880

EVF&EVFアクセサリー Kameleon EVF用電源ケーブル60cm NB-PTAP-LEMO4P-60
Kameleon EVF用電源スイッチ 60cm

※on/offスイッチなし

・Kameleon EVF用電源lemo4pin toD-

tap ¥10,120

EVF&EVFアクセサリー Kameleon EVF用電源ケーブル150cm NB-PTAP-LEMO4P-150
Kameleon EVF用電源スイッチ 150cm

※on/offスイッチなし

・Kameleon EVF用電源lemo4pin toD-

tap ¥10,780

EVF&EVFアクセサリー EVF専用バッテリー Z-CB

EVF専用バッテリーフル充電でおおよそ6時間稼働

最大充電電圧は8.4ボルト / 1800mAh / 電力10.4 W

※5Dや7Dへは取り付け不可能です。無理に取り付けた場合、本製品が

抜けなくなる可能性がございますので御注意ください。

※保証期間一年

・EVF専用バッテリー ¥4,290

EVF&EVFアクセサリー EVF専用バッテリーチャージャー Z-CC

A / C電源入力電圧：AC100V〜240Vの

出力電圧：DC 8.4Vに600ミリアンペア

寸法：3.25 × 1.5 × 1.75インチ

過充電防止機能付き

※保証期間一年

・EVF専用バッテリーチャージャー ¥3,575

EVF&EVFアクセサリー LPE6 to D-Tapパワーケーブル PT-ZAC-E6
最大8V電源の電圧変圧装置を内蔵。

D-tap。外部大型電源バッテリーを御使用の方はこちらを御使用くださ

い。

・LPE6 to D-Tapパワーケーブル ¥14,157

EVF&EVFアクセサリー HDMIライトアングルアダプタ Z-RA
HDMI標準端子手前90度角に固定するアダプタです。

標準ケーブルを御使用時の場合において、機材装着時の端子部負荷を

低減させます。

・HDMIライトアングルアダプタ ¥715

EVF&EVFアクセサリー アクシスカーブ Z-AXC
カメラケージやトップハンドルが不要の際に15mmロッドに取り付け、様々

なポジションでの撮影を可能にします。
・Axisカーブ ¥39,325

EVF&EVFアクセサリー アクシスマイクロ Z-AXM
カメラ側は15mmロッドポートに装着し、見やすい位置まで調整します。

ビューファインダーには1/4ネジで固定します。
・Axisマイクロ ¥21,450

EVF&EVFアクセサリー アクシスミニ Z-M-AEM

ロゼットマウントからクランク上にロッドが伸びるマウンタ。

主としてGratical EVFのマウント用として使用します。

ハンドル先にロッド受けのある"リコイルハンドル"Axisミニ"こちらの2点が

Gratical EVF装着用のスタンダードセットとなります。

・Axisミニ ¥50,050

EVF&EVFアクセサリー FS5用アクシスミニ Z-M-AEMFS5 SonyFS5用のAxisミニです。 ・FS5用Axisミニ ¥64,350

EVF&EVFアクセサリー FX9用アクシスミニ Z-M-AEMX9
Sony FX9用Axis Miniです。

LCDAxisアダプタが付属しています。
・FX9用Axisミニ ¥64,350

EVF&EVFアクセサリー FX6用ハンドルマウント Z-S6HM
ハンドル部分にクイックリリース15mmロッドポートを追加し

アクセサリーを取付ける為のマウントです。
・FX6用ハンドルマウント【Z-S6HM】 ¥10,725

EVF&EVFアクセサリー FX9用LCDアクシスアダプタ Z-F9AA
AxisミニとSony FX9のモニターを固定します。

Axisミニ単体で所有の方はこちらを追加でご購入いただくことでFX9に対

応可能です。

・FX9用LCD Axisアダプタ ¥7,865

EVF&EVFアクセサリー LCDアクシスアダプタ Z-FSAA
Sony FS5,PanasonicEVA1,CanonC200などに使用するZファイン

ダーブラケットをAxisミニで運用できるようにするアダプターです。
・LCD Axisアダプタ ¥10,725
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■VCT プレート＆アクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

VCT プレート＆アクセサリー VCTProベースプレート Z-VCT-P

VCT-14規格に対応したユニバーサルベースプレート。

カメラ装着部になる赤いプレート部はベースプレート装着時に前後スライド

でカメラ位置が調整できるようになっており、ワンタッチで取り外しも可能に

なっています。前後に15mm規格のロッドが装着可能。右前部に取り外

し可能なロゼットマウント。全部のロッド装着部は高さ調整もできます。

・VCT PROベースプレート

・6.5インチロッドブラックx2
¥92,950

VCT プレート＆アクセサリー VCT三脚プレート Z-VCTTP

Sony 三脚アタッチメントVCT-U14規格と同一のクイックリリース。VCTユ

ニバーサルと組み合わせて使用します。

底面は小ネジ、大ネジの受けが複数あります。
・VCT三脚プレート ¥42,900

VCT プレート＆アクセサリー VCT Pro三脚プレート Z-VCT-PD

単体でも三脚に装着可能なドッグです。VCT Proで使用されている赤い

プレートがそのまま装着できます。VCT Proのように前後スライド、取り外

しが可能。VCT PROとの使い分けで複数の三脚へクイックにカメラが移動

できます。

・VCT PRO 三脚プレート ¥20,735

VCT プレート＆アクセサリー
C500MarkII&C300MarkIII用

トッププレート
Z-C500-TP

C500のトップにネジ止めで固定するタイプのトップハンドル。ハンドル部は

前後にスライド可能。両サイドより2点でネジ止めするため強力に固定され

ます。1/4 20と3/8 16ネジ穴があり、ハンドル先端にはカメラシュー受け、

ロッドマウントがあるため拡張性にも優れています。

・C500mkⅡ用トッププレート ¥21,450

VCT プレート＆アクセサリー FS5用トッププレート Z-FS5TP
SonyFS5用Topプレートです。カメラヘッドに15㎜ロッドが装着で

きるアダプタです。
・FS5用トッププレート ¥17,875

VCT プレート＆アクセサリー FS7/FX9用トッププレート Z-FS79 SonyFS7/FX9用のトッププレート。 ・FS7/FX9用トッププレート ¥13,585

VCT プレート＆アクセサリー FS7/FX9用スペーサー Z-FS7S
Sony FS7/FX9の底面に装着して使用します。

三脚受け用のネジ穴がカメラ後部にも増設できるためバランス調

整などが行いやすくなります。

・FS7/FX9用スペーサー ¥4,290

VCT プレート＆アクセサリー FX6用トッププレート Z-FX6TP
FX6用のトップハンドル周りに装着が出来るトッププレートです。

多数のネジ穴があり、拡張性を大幅に広げます。
FX6用トッププレート【Z-FX6TP】 ¥27,885

VCT プレート＆アクセサリー EVA1用トッププレート Z-ETP
EVA1用トッププレート。1/4 20 と3/8 16 ネジ穴があり

中央にはレールがあります。

様々なアクセサリを取付け可能です。

・EVA1用トッププレート
¥27,885

レンズサポート 18-80レンズサポート&ライトアングルケーブル Z-C18C
Canon18-80レンズサポート＆ケーブルセット　

※取付けネジはCanon標準のサポートネジを流用して装着

※レンズ単品でご購入の方は別途ネジが必要となります

・Canon18-80㎜用レンズサポート

・Canon18-80㎜用ライトアングルケーブル

※取付けネジはCanon標準のサポートネジを流用して装着

※レンズ単品でご購入の方は別途ネジが必要となります

¥67,925

■レンズサポート
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

レンズサポート 18-80用レンズサポート Z-C18LS

Canon18-80レンズ用サポート

※取付けネジはCanon標準のサポートネジを流用して装着

※レンズ単品でご購入の方は別途ネジが必要となります

・Canon18-80㎜用レンズサポート

※取付けネジはCanon標準のサポートネジを流用して装着

※レンズ単品でご購入の方は別途ネジが必要となります

¥28,600

レンズサポート 18-80用ライトアングルケーブル Z-C18RC Canon18-80レンズ用延長ケーブル ・Canon18-80㎜用ライトアングルケーブル ¥53,625

レンズサポート Canon用Yケーブル Z-CNYC キヤノン18-80㎜レンズ分配用ケーブルです。 ・Yケーブル ¥114,257

レンズサポート レンズサポート Z-1/4-LS
レンズ用サポーター。

モニターなどの取り付けなどにも便利です。
・レンズサポート ¥33,891

レンズサポート Y字レンズサポート NB-ZUP-LS
レンズ用Y時サポーター。

短めのロッド先端に装着することにより、ネジ穴の無いタイプのレンズも支え

ることが可能になります。

・レンズサポート

・Y字サポート
¥45,617

レンズサポート シーザーレンズサポート Z-SLS フジノンMKレンズ用サポート。 ・レンズサポート ¥28,600
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■Zアーム＆レール、アクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

Zアーム＆レール、アクセサリー ザメリカンZレールアームL Z-LARM
ザメリカンアームLに Zレールが付いたタイプです。

両端ともZレール対応しています。

・ザメリカンZレールアームL

・ミニZレールｘ1
¥25,025

Zアーム＆レール、アクセサリー ザメリカンZレールアームS Z-SARM
ザメリカンアームSに Zレールが付いたタイプです。

両端ともZレール対応しています。

・ザメリカンZレールアームS

・ミニZレールｘ1
¥23,595

Zアーム＆レール、アクセサリー Q-マウントライトウェイト Z-QML パーツ中心部にロッドやアームが取り付け可能です。 ・Q-マウントライトウェイト ¥28,314

Zアーム＆レール、アクセサリー 1/4 3/8変換ネジ Z-DADPT
1/4や3/8のネジ穴に対応した変換アダプタ

中央部がZACUTOロッド等に装着できる1/2”タイプになっています。

上下入れ替えで1/4,3/8どちらにも対応できるようになっています。

・1/4　3/8変換ネジ ¥2,145

Zアーム＆レール、アクセサリー Zicroマイクロ Z-ZMCR
Zicroミニの爪有バージョン。加重バランスなどによって発生するネジの緩み

を補佐し、より安定した固定を実現します。
・Zicroマイクロ ¥7,865

Zアーム＆レール、アクセサリー ツァイヴェル2 Z-MO-ZW2

ロッドや他パーツを十字方向に組み合わせたいときに

使用するパーツです。

赤いラチェットレバーで簡単にロッド通し部分の角度を

それぞれ調節可能。レバー2つ付きver

・ツァイヴェル2 ¥13,585

Zアーム＆レール、アクセサリー ミニZレール Z-MZR 1/4  20”インチネジ対応のミニZレール ・ミニZレール ¥2,860

Zアーム＆レール、アクセサリー 3インチ　Z-レール Z-ZR3

3インチ（7.54センチ)のレールシステム。

ハンドグリップなどのアクセサリが様々な場所へ装着可能になります。小ネジ

2点止め。

*NATO、RED、Swat、Picattiny、WoodenCameraのレールに互換

性があります。

・3インチ　Z-レール ¥4,004

Zアーム＆レール、アクセサリー 5インチ　Z-レール Z-ZR5

5インチ（12.7センチ)のレールシステム。

ハンドグリップなどのアクセサリが様々な場所へ装着可能になります。小ネジ

2点止め。

*NATO、RED、Swat、Picattiny、WoodenCameraのレールに互換

性があります。

・5インチ　Z-レール ¥7,865

Zアーム＆レール、アクセサリー VCT Pro用3インチレール Z-ZR3P VCT Pro用3インチレール ・VCT Pro用3インチレール ¥4,004

Zアーム＆レール、アクセサリー Zレールアクシスマウント Z-ZRAM
C200用TOPプレート用追加アクセサリ。

VFマウントといった横づけ用ロッドマウンタが増設できます。
・ZレールAxisマウント ¥15,015

Zアーム＆レール、アクセサリー Zレールボールマウント Z-ZRBM

ユニバーサルマウント対応のZレールマウントです。

モニターやレコーダー等のカメラアクセサリを両端のZレールで取付け可能。

ボールマウント採用により90度傾けられ調節できます。

・Zレールボールマウント ¥18,590

Zアーム＆レール、アクセサリー Z-レール ロッドロック Z-ZRL
レールシステム装着用マウント。レール方向に対し、

平行にロッドが装着できます。
・Z-レール ロッドロック ¥10,725

Zアーム＆レール、アクセサリー Z-レール ロッドロック90 Z-ZRL90
レールシステム装着用マウント。レール方向に対し、

90度角でロッドが装着できます。
・Z-レール ロッドロック90 ¥10,725
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■トリガーグリップ＆ハンドグリップ
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

トリガーグリップ＆ハンドグリップ ロゼットトリガーグリップ Z-TG-RTG
ロゼットマウントのハンドグリップです。

装着部はロゼットマウントになっておりハンドルの角度や長さの調整がワン

タッチで可能になっています。

・ロゼットトリガーグリップ ¥70,785

トリガーグリップ＆ハンドグリップ Canon用トリガーグリップ Z-TG-CTG
ZグリップトリガースタイルのEOS CINEMAカメラ用グリップリロケータ。長さ

や角度がワンタッチで調整可能。M6 Rosette対応
・キヤノン用トリガーグリップ ¥92,235

トリガーグリップ＆ハンドグリップ EVA1用トリガーグリップ Z-TG-ETG
EVA1対応のグリップリロケータ。長さや角度がワンタッチで調整可

能。
・EVA1用トリガーグリップ ¥55,770

トリガーグリップ＆ハンドグリップ FS5/FX6用トリガーグリップ Z-TG-FTG
SonyFS5用トリガーグリップリロケーター。

長さや角度がワンタッチで調整可能。
・FS5用トリガーグリップ ¥55,770

トリガーグリップ＆ハンドグリップ Woodenトリガーグリップ Z-TG-WTG
ロゼットマウントのハンドグリップです。

装着部はロゼットマウントになっておりハンドルの角度や長さの調整がワン

タッチで可能になっています。

・Woodenトリガーグリップ ¥70,785

トリガーグリップ＆ハンドグリップ FS7用トリガーグリップ Z-ZG-7T
FS7用Zグリップトリガー。M6ロゼットマウントに取付けグリップの長さ調節、

角度調節が可能です。
・FS7用Zグリップトリガー ¥39,325

トリガーグリップ＆ハンドグリップ FS7Ⅱ用トリガーグリップ Z-ZG-72T
FS7Ⅱ用Zグリップトリガー。M6ロゼットマウントに取付けグリップの長さ調

節、角度調節が可能です。
・FS7Ⅱ用Zグリップトリガー ¥39,325

トリガーグリップ＆ハンドグリップ FX9用トリガーグリップ Z-ZG-9T
FX9用Zグリップトリガー。FS7 MarkⅡにも使用可能です。M6ロゼットマ

ウントに取付けグリップの長さ調節、角度調節が可能です。ハンドクリップを

360°回転でき位置の調節が可能です。

・FX9用トリガーグリップ ¥50,050

トリガーグリップ＆ハンドグリップ FS5/FX6用デュアルトリガーグリップ Z-F5DTG
FX6、FS5およびFS5マークIIで動作します。ソニーのカメラグリップを

肩リグ用の快適なハンドグリップ位置に再配置し、

左側に木製ハンドグリップを提供するデュアルハンドグリップシステムです

FS5/FX6用デュアルトリガーグリップ【Z-F5DTG】 ¥120,835

トリガーグリップ＆ハンドグリップ FX9用デュアルトリガーグリップ Z-DTG-FX9
・FX9用デュアルトリガーグリップです。両手でしっかり支えられます。グリップ

は木製でもう片方で手元操作可能です。FS7 MarkⅡにも使用可能で

す。使用状況により"LANc EXTENSION"が必要になります。

・FX9用Dualトリガーグリップ ¥127,270

トリガーグリップ＆ハンドグリップ ショートトリガーグリップ Z-SHTG
15ｍｍロッドに装着可能なトリガーグリップ。

2つのハンドルは根本のトリガースイッチでそれぞれ360℃回転可能です。

短めのハンドグリップで安定し、地面に平らに置くこともできます。

・ショートトリガーグリップ ¥75,075

トリガーグリップ＆ハンドグリップ Nucleusリロケーター Z-TG-NR
ワイヤレスレンズコントローラを装着するリロケーター。

トリガーアーム（Z-TA）に装着して使用します。
・Nucleusリロケーター ¥28,600

トリガーグリップ＆ハンドグリップ 15mmロッド用ライトトリガーグリップ Z-RTGM

木製のグリップで左右選択して使用。

15mmロッドに取り付け、スムーズに撮影が可能となる。根元のレバーを

押すことで360度回転します。

・Right Triggerグリップ 15mmロッド用 ¥42,900

■トリガーグリップアクセサリー
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

トリガーグリップアクセサリー トリガーアーム Z-TA
M6ロゼットマウントに取付け可能です。

装着部はロゼットマウントになっておりハンドルの角度や長さの調整がワン

タッチで可能になっています。

・トリガーアーム ¥42,185

トリガーグリップアクセサリー ロゼットリロケーター Z-TG-RR
トリガーアーム（Z-TA）に装着して使用するアーム。

グリップ先がM6Rosette規格になっています。
・Rosetteリロケーター ¥28,600

トリガーグリップアクセサリー C100,C300,C500用リロケーター Z-TG-CR
CanonC100、C300、C500用リロケーター

トリガーアーム（Z-TA）に装着して使用できます
・CanonC100、C300、C500リロケーター ¥50,050

トリガーグリップアクセサリー FS5/FX6用リロケーター Z-TG-FR

SonyFS5、FS5MarkⅡ用リロケーター。

トリガーアーム（Z-TA）に装着して使用します。 ・FS5、FS5MarkⅡ用リロケーター ¥13,585

トリガーグリップアクセサリー Woodenハンドグリップ Z-TG-WH トリガーアーム（Z-TA）に装着して使用するハンドグリップ。 ・Woodenハンドグリップ ¥28,600

トリガーグリップアクセサリー EVA1用リロケーター Z-TG-ER
EVA1対応のリロケータ。

トリガーアーム（Z-TA）に装着して使用します。
・EVA1用リロケーター ¥13,585

ハンドグリップアクセサリー ロゼットミニマウント Z-RMM
15㎜ロッド規格のリグにロゼットマウントを追加できるアダプタです。FS7の

グリップ部などをロッド前方に装着したい場合などに使用します。
・ロゼットミニマウント ¥31,460

ハンドグリップアクセサリー Zarn　ハンドグリップ Z-ZRN Zレールタイプの小型ハンドグリップ ・Zarn ¥13,585
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■ロッド
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

ロッド 1/2ロッドキャップ Z-RC-1 ロッド脱落防止用キャップです。 ・ロッドキャップ ブラックｘ1 ¥1,716

ロッド
3.5インチロッドエクステンション(オス/メス)

ブラック　1本
Z-BRE-FM3.5

延長用ロッド　3.5インチ　

オス・メス　1本より承ります。

3.5インチロッドエクステンション(オス/メス)

ブラック　1本
¥3,575

ロッド
4.5インチロッドエクステンション(オス/メス)

ブラック　1本
Z-BRE-FM4.5

延長用ロッド　4.5インチ　

オス・メス　1本より承ります。

4.5インチロッドエクステンション

オス・メスｘ1
¥4,290

ロッド
7インチロッドエクステンション(オス/メス)

ブラック　2本セット
Z-BRE-M7

延長用ロッド　7.5インチ　

オス・メス　2本セットになります。

7インチロッドエクステンション

オス・メスｘ2
¥10,010

ロッド
10インチロッドエクステンション(オス/メス)

ブラック　2本セット
Z-BRE-M10

延長用ロッド　10インチ　

オス・メス　2本セットになります。

10インチロッドエクステンション

オス・メスｘ2
¥12,155

ロッド
12インチロッドエクステンション(オス/メス)

ブラック　2本セット
Z-BRS-M12

延長用ロッド　12インチ　

メス・メス　2本セットになります。

12インチロッドエクステンション

メス・メスｘ2
¥12,155

■フォローフォーカス
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

フォローフォーカス Zドライブ Z-DRV

非常にユニークな形をしたフォローフォーカスです。

通常レンズ横に配置されるパーツが前方に伸びるロッドに装着することによ

りカメラ下方部でのポジションを可能にさせます。トルネードと組み合わせる

ことにより、非常に新しい操作感が生まれます。

・Z-ドライブ ¥78,650

フォローフォーカス トルネード Z-TRN

フォローフォーカスアクセサリーパーツです。

先端はハンドグリップ代わりになり、グリップ自体を回転させることによって根

元に装着させたZ-ドライブが回転します。担ぎスタイル時の持ち手からその

ままフォーカス操作が行えるため、直感的な撮影を可能にさせます。

・トルネード ¥39,325

フォローフォーカス 60mmZドライブギア Z-DRVG
Zドライブのギア部分に一回り大きな60㎜ギアを装着することにより届きず

らいレンズとの組み合わせも容易になります。
・60㎜Z-Driveギア ¥5,005

フォローフォーカス Zipギア　4個セット Z-ZG-PLK4 上記Zipギアの4個セットです。 ・Zipギア×4 ¥37,895

フォローフォーカス Zipギア Z-ZG-16

フォローフォーカス用8ピッチギア。

ギアをレンズに合わせて余剰分はさみ等で切断し、長さを調整します。ク

リップで取り付け、締付けることで固定します。

・Zipギア ¥9,724

■スペアパーツ＆ケーブル
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

スペアパーツ＆ケーブル Zファインダーフレーム取付アタッチメント Z-MF-SK

Zファインダー取付けフレーム用の追加取付けアタッチメント

※ゴリラプレート単品でご購入の場合こちらを使用することによりZファイン

ダーアルミフレーム取付け可能です。

・取付けアタッチメント ¥2,002

スペアパーツ＆ケーブル ラチェットレバー Z-RL

ZACUTOの締め付けネジをこちらと交換することにより、レバーがラチェット

タイプに変更可能です。

締め付ける際にレバーが具材にあたって動かせなかった場合でも、レバーを

手前に引くことにより締め付け位置が自由に設定できます。

・ラチェットレバー ¥1,394

スペアパーツ＆ケーブル ラチェットレバー4個セット Z-RLK ラチェットレバーの4個セットです。 ・ラチェットレバー ｘ４ ¥5,434

スペアパーツ＆ケーブル Zipギア クリップ無し Z-ZG-16R
Zipギア のギア部分の補修パーツです。レンズへの取り付けには別途クリッ

プが必要になります。
・Zipギア クリップ無し ¥1,716

スペアパーツ＆ケーブル LANCケーブル LANC 延長LANCケーブル。 ・LANCケーブル ¥1,430
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■HAWKWOODS
2021年4月

品目 製品名 型番 製品写真 商品説明 商品構成 価格（税込）

HAWKWOODS Gripper 75W GR-75

15mmロッドシステムにダイレクトに装着できる汎用バッテリー。

カメラ本体やモニター、収録機といったアクセサリーによく使用する14.4V出

力のD-tapを2口持っています。LEDで残量が確認でき、空港の機内持

込みも可能です。

こちらは容量75w。Gratical EYEですと14時間の動作を可能にします。

・Gripper 75W ¥37,180

HAWKWOODS Gripper 100W GR-100

15mmロッドシステムにダイレクトに装着できる汎用バッテリー。

カメラ本体やモニター、収録機といったアクセサリーによく使用する14.4V出

力のD-tapを2口持っています。LEDで残量が確認でき、空港の機内持

込みも可能です。

こちらは大型の容量100wタイプ。

・Gripper 100W ¥41,470

HAWKWOODS Gripperチャージャー GR-1C
Gripper用シングルチャージャー。おおよそ3-4時間で75ｗ、100ｗの

Gripperがフルチャージできます。
・Gripper チャージャー ¥12,870

HAWKWOODS Gripper2連チャージャー GR-2C
Gripper用2連チャージャー。おおよそ3-4時間で75ｗ、100ｗの

Gripperがフルチャージできます。
・Gripper 2連チャージャー ¥20,878

HAWKWOODS Gripper P-Tap分配ケーブル GC-4
D-tapを4つに分配するアクセサリコード。使用する機材が多いときに便利

です。
・P-Tap分配アダプタ ¥10,725

＊1度のご注文で発注金額が5万円（税別）以下の場合は別途送料を頂戴いたします。

＊納期はご注文後2-3日です。弊社在庫切れの場合は通常ご注文後3〜4週間程、メーカー在庫切れの場合は別途お打ち合わせとなります。

＊製品は一部製品を除きメーカーの永久保証となります。ただし、米国に送り返しての修理が必要な場合は実費送料が発生します。

＊価格は予告なく変更されることがあります。

＊この価格表の転写・複写を禁止します。

映像機材部 直通☎03-3443-2677

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿

1-18-18東急不動産恵比寿ビル7F

正規輸入・販売代理店
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