瞬時にフィルターを着脱できる新システムを採用したフィルターキット。

Kenko ワンタッチ着脱フィルターキット

67mm/72mm/77mm

及び専用オプション
【2019年6月21日(金)発売】
WEBサイト公開日：6月14日(金)

C-PL

ND16

レンズアダプター

Made in Japan
※フィルター枠には、通常のねじ込み式と区別するために「77mm」ではなく「ED77」と記載しています。EDはEasily Detachable (簡易着脱できる)の頭文字。

PLフィルターで反射を抑えたり、NDフィルターでシャッタースピードを遅くしたり、写真表現を追求す
るには最適なフィルターを選択し、付け替える必要があります。しかし、フィルターワークを駆使す
る人ほどフィルターの着脱をわずらわしく感じることもあります。そこで、瞬時にフィルターを着脱で
きる画期的な新商品「ワンタッチ着脱フィルターキット」を発売いたします。
「ワンタッチ着脱フィルターキット」はバヨネット式のアダプターを介することで、素早くフィルターを着
脱できる新システムのフィルターキットです。2 種類の専用フィルター(C-PL、ND16)とレンズアダプ
ター、セミハードケースとキャップ(レンズアダプター用)のキットです。専用オプションとしてND4、
ND8、ND1000、プロテクターをご用意いたしました。

【特長】

■瞬時に着脱できる
「ワンタッチ着脱フィルターキット」は専用フィルターとレンズアダプターがセットになっており、アダプターをあら
かじめレンズにつけておくことで、フィルターはバヨネット式で瞬時に着脱することができます。
通常のねじ込み式フィルターのようにグルグル回すことなく素早くフィルターを着脱できます。

■ケラレが少ない
アダプターを使用するため、通常のフィルターよりはケラレが発生する
可能性がありますが、専用フィルター+レンズアダプターのシステムを採用する
ことにより枠の厚みを極力減らしケラレを抑えています。

■風景写真で使用頻度が高いC-PLとND16をセットに
特に風景写真で使用頻度が高い2つのフィルターをセットにしました。
C-PLは反射光をコントロールして、色彩コントラストを高めます。
ND16は減光効果によりシャッタースピードを遅くしたり露出オーバーを防ぎます。
扱いやすい濃度で、NDフィルターの中で一番売れているND16をセットにしました。
撮影用途に応じて素早くC-PLとND16を着脱できます。

C-PL

ND16

■別売の専用フィルターもご用意
別売品として、レンズ保護用のプロテクターや、濃度の異なるNDフィルター
(ND4、ND8、ND1000)をラインナップ。
※C-PLとND16の単品販売もございます。

プロテクター

ND8

ND4

【キット内容】 C-PL、ND16、レンズアダプター、キャップ、セミハードケース

■C-PL
PLフィルターは反射光をコントロールして色彩コントラストを高めるフィルターです。青空や海、木々や草花の
色彩をより鮮やかに美しく表現します。ZX[ゼクロス]C-PLと同じ高透過偏光膜採用により、高い透過光量か
つ最高のカラーバランスを実現。露出倍数 約1.7～2.2倍（約2/3絞り～1絞り分)
●水滴や指紋などの汚れを強力に弾く耐久性の高い撥水･撥油コート採用 ●デジタルマルチコートⅡ採用(面反射 0.6 ～
1％) ●ガラス外周墨塗り ●枠の先端に面取りローレット

青空を濃くして
コントラストを上げる
空気中のチリやホコリによる乱
反射で空は白っぽく写ってしま
います。C-PLで乱反射を抑える
ことで、青空をより濃いブルーに
して、コントラストを高めます。

フィルター未使用

C-PL使用

ND1000

水面や葉の表面のテカリ
を抑える
水面やガラス面、葉や花びらの
表面のテカリを抑えることで、被
写体本来の色彩を鮮やかに写し
出します。

フィルター未使用

C-PL使用

■ND16
NDフィルターは色彩に影響を与えずに光量を抑えるフィルターです。シャッタースピードを遅くして、滝や海､
人､車等の動きを印象的に表現します。f22などの小絞りにすることによる画質低下を避けるためにNDを使用
します。また晴天時に絞りを開けて撮影する際の露出オーバーを抑えることもできます。露出倍数 約16倍（約
4絞り分）
●水滴や指紋などの汚れを強力に弾く耐久性の高い撥水･撥油コート採用 ●ガラス外周墨塗り ●枠の先端に面取り
ローレット

ND16使用

フィルター未使用

ND16使用

フィルター未使用

■レンズアダプター
あらかじめレンズに取り付けておくことで、専用フィルターを素早く着脱できます。

■キャップ

(レンズアダプター用)

レンズアダプター

レンズアダプター専用のキャップが付属します。

キャップ

※ワンタッチ着脱フィルターには市販のキャップや付属のキャップは取り付けられません。

■セミハードケース
C-PL、ND16、レンズアダプター、キャップを収納できるケースが付属。
仕切りを引き出すことで中身を容易に取り出すことができます。

【ご注意】
●フィルターには前ネジが切ってないため、C-PLとND16を重ね付けすることはできません。
●ワンタッチ着脱フィルターと市販のねじ込み式フィルターを重ね付けする場合は、ねじ込み式フィルターをレンズとレンズアダプターの間に取り付
けてください。
●アダプターを使用するシステム上、使用するレンズによってはケラレが発生する場合があります。

[ワンタッチ着脱フィルターシステム専用オプション]

ND4：2絞り分の減光効果のあるNDフィルター。晴天時に絞りを開けて背景をぼかしたい時や、花火の撮影などに最適。露出倍数
約4倍（約2絞り分）
●水滴や指紋などの汚れを強力に弾く耐久性の高い撥水･撥油コート採用 ●ガラス外周墨塗り ●枠の先端に面取りローレット

ND8：3絞り分の減光効果のあるNDフィルター。滝や渓流をスローシャッターで表現したい時や、晴天時に絞りを開けて背景をぼか
したい時、花火の撮影などに最適。露出倍数 約8倍（約3絞り分）
●水滴や指紋などの汚れを強力に弾く耐久性の高い撥水･撥油コート採用 ●ガラス外周墨塗り ●枠の先端に面取りローレット

ND1000：10絞り分の減光効果のあるNDフィルター。長時間露光により滝や海､雲、人､車等の動きを印象的に表現することができ
ます。露出倍数 約1000倍（約10絞り分）
●水滴や指紋などの汚れを強力に弾く耐久性の高い撥水･撥油コート採用 ●ガラス外周墨塗り ●枠の先端に面取りローレット

プロテクター：無色透明で可視光に全く影響を与えないレンズ保護用フィルターです。レンズに常時装着することで、水しぶきや指
紋の汚れ等からレンズを保護します。撥水･撥油機能を持ちながらも、デジタルマルチコートⅡにより超低反射を実現し、極めて高
い透過率でレンズ性能を最大限に発揮します。
●水滴や指紋などの汚れを強力に弾く耐久性の高い撥水･撥油コート採用 ●デジタルマルチコートⅡ採用(面反射0.3～0.5%) ●ガラス外周墨塗り ●枠の先端に面取
りローレット

※C-PLとND16の単品販売もございます。
●URL：
(ワンタッチ着脱フィルターキット) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/filterkit_ed/
(プロテクター) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/protect/
(C-PL) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/pl/
(ND4) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/nd4/
(ND8) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/nd8/
(ND16) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/nd16/
(ND1000) https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/one_touch/nd1000/
商品名
ワンタッチ着脱フィルターキット 67mm
ワンタッチ着脱フィルターキット 72mm
ワンタッチ着脱フィルターキット 77mm

JANコード登録名
67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ ED
72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ ED
77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ ED

JANコード
4961607389706
4961607389713
4961607389720

希望小売価格(税別)
¥42,500
¥45,000
¥50,000

JANコード
4961607389881
4961607389737
4961607389744
4961607389751
4961607389768
4961607389775
4961607389898
4961607389782
4961607389799
4961607389805
4961607389812
4961607389829
4961607389904
4961607389836
4961607389843
4961607389850
4961607389867
4961607389874

希望小売価格(税別)
¥8,000
¥16,800
¥11,200
¥11,200
¥11,200
¥11,200
¥8,900
¥17,800
¥13,000
¥13,000
¥13,000
¥13,000
¥10,000
¥21,000
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥14,500

ワンタッチ着脱フィルターシステム専用オプション
商品名

JANコード登録名

ワンタッチ着脱フィルターキット用プロテクター 67mm

67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳﾌﾟﾛﾃｸﾀ-

ワンタッチ着脱フィルターキット用C-PL 67mm

67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳC-PL

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND4 67mm

67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND4

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND8 67mm

67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND8

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND16 67mm

67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND16

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND1000 67mm

67S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND1000

ワンタッチ着脱フィルターキット用プロテクター 72mm

72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳﾌﾟﾛﾃｸﾀ-

ワンタッチ着脱フィルターキット用C-PL 72mm

72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳC-PL

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND4 72mm

72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND4

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND8 72mm

72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND8

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND16 72mm

72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND16

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND1000 72mm

72S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND1000

ワンタッチ着脱フィルターキット用プロテクター 77mm

77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳﾌﾟﾛﾃｸﾀ-

ワンタッチ着脱フィルターキット用C-PL 77mm

77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳC-PL

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND4 77mm

77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND4

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND8 77mm

77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND8

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND16 77mm

77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND16

ワンタッチ着脱フィルターキット用ND1000 77mm

77S ﾜﾝﾀﾂﾁﾁﾔｸﾀﾞﾂﾌｲﾙﾀ-ｷﾂﾄ EDﾖｳND1000

風景はシャープなまま星だけをにじませる、星景写真に最適な角型フィルター。
130×170mmをラインナップに追加。

Kenko ハーフプロソフトン(A)

130×170mm

【2019年6月14日(金)発売】
WEBサイト公開日：6月7日(金)
[装着例]
Kenko ハーフプロソフトン(A)
+
Cokin
EVO フィルターホルダーXL [BXE01]
＋
ユニバーサルリング[X499N]

Made in Japan
「ハーフプロソフトン(A) 130×170mm」は角型のフィルターで、フィルターの半分強※1にソフト効果
があります。丸型のプロソフトンは写真全体にソフト効果がかかるため、星景写真では星だけでな
く風景もソフトな描写になります。「風景はシャープなまま､星だけをにじませたい」というご要望に
お応えするために誕生したのが「ハーフプロソフトン(A)」です。天の川を入れた星景写真におすす
めです。130×170mmはフランスの角型フィルターメーカーCokinのXLサイズシステムに対応し、前
玉が出ている超広角レンズにも使用することができます。
※1 ソフト効果のある部分は約10cm

【星をにじませる効果】

※作例は写真の一部を拡大

プロソフトンは星の光をにじませ強調する効
果があります。輝きの強い星ほどにじんで大
きく写るため、星座をはっきりと浮かび上がら
せることができます。

【プロソフトンが選ばれる理由】
数あるソフトフィルターの中でも、Kenkoの「プロソフトン」は星景写真の定番フィルターとして星景写真愛好家の作品に
活用されています。なぜ「プロソフトン」がいいのか。それはプロソフトンが「星の芯を残しつつ、光を丸くきれいににじませる」
からです。市販されているソフトフィルターの中には、光が楕円形や線状になるものもあり、星の撮影には不向きなものも
あります。

【丸型プロソフトンとの比較】
丸型のプロソフトンは写真全体にソフト効果がかかります。作例では、丸型のプロソフトン(A)は木の枝にもソ
フト効果がかかっているのに対し、ハーフプロソフトン(A)は木の枝はシャープさを残したまま、星だけをにじ
ませて強調することができます。

【取り付け方】
別売のCokin XLサイズ(X-PRO)フィルターホ
ルダーとX-PROシリーズアダプターリングを
使用してレンズに取り付けます。アダプターリ
ングはレンズの口径に合わせてご用意くださ
い。
※前玉が出ている超広角レンズなど、フィル
ターネジのないレンズにはCokinユニバーサ
ルリング[X499N] を使用してフィルターホル
ダーを取り付けてください。

【仕様】
●サイズ： 130×170mm
●厚み：2.3mm
●光学ガラス製
●PRO1Dプロソフトン[A](W)相当の反射防止コート(表面)
●日本製
●適合するフィルターホルダー(130mm幅の角型フィルターに対応するフィルターホルダー)：
Cokin EVO フィルターホルダーXL [BXE01]、Cokin X-PRO フィルターホルダー [B100A]

●URL：https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/4961607391983.html
商品名
Kenko ハーフプロソフトン(A) 130×170mm

JANコード登録名
130X170 ﾊ-ﾌﾌﾟﾛｿﾌﾄﾝ(A)

JANコード
4961607391983

希望小売価格(税別)

¥42,800

明るく鮮明なフルマルチコート＆フェイズコート 芸術にマッチしたデザインのギャラリースコープ

Kenko ギャラリーEYE ブラック

【2019年6月21日(金)発売】

●4ｘ12
●6ｘ16

WEBサイト公開日：6月14日（金）

<日本製>

4ｘ12

6ｘ16

最短合焦距離 ： 19cm

最短合焦距離 ： 25cm
[美術品までの距離が遠い場合はこちら。]

人気のギャリーEYEにブラックの新色が登場。
博物館や美術館での美術鑑賞に最適な単眼鏡。
遠くのものはもちろん近くのものにもピントが合わせられます。
■ギャラリースコープトップクラスの明るさとクリアな視界
・すべてのレンズ＆すべてのプリズム透過面に、フルマルチ
コーティング。抜けのいい視界を楽しめます。
・ダハプリズム面にはフェイズコート。
ハレーションを防ぎ、高い解像度とコントラストを実現しました。

■芸術にマッチする外観＆ファッションに映えるストラップが付属
デザイン性の高い外観と、ファッションに映えるストラップを採用。
芸術を鑑賞される方への配慮をいたしました。

■ロングアイレリーフ＆ワイドな視界
独自の光学設計により、長いアイレリーフ＆広い視界を確保しました。
長時間使用しても疲れにくく仕上がっています。
眼鏡をかけた方もそのままご使用いただけます。

※イメージ画像は4ｘ12です。

【仕様】
≪ギャラリーEYE 4ｘ12ブラック≫

≪ギャラリーEYE 6ｘ16ブラック≫

●倍率 ：4倍
●対物レンズ有効径 ：12mm
●実視界 ：12°
●1000ｍ先の視野 ：210.2m
●ひとみ径 ：3mm
●明るさ ：9
●アイレリーフ ：15.2mm
●最短合焦距離 ：19cm
●質量 ：53g
●サイズ ：φ3.1ｘ6.3cm
●付属品 ：ネックストラップ、ポーチ、レンズクロス

●倍率 ：6倍
●対物レンズ有効径 ：16mm
●実視界 ：9.3°
●1000ｍ先の視野 ：162.7m
●ひとみ径 ：2.7mm
●明るさ ：7.3
●アイレリーフ ：12mm
●最短合焦距離 ：25cm
●質量 ：61g
●サイズ ：φ3.1ｘ7.5cm
●付属品 ：ネックストラップ、ポーチ、レンズクロス

セット内容

●URL
ギャラリーEYE 4X12 ブラック：https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/monoculars/normal/4961607001462.html
ギャラリーEYE 6X16 ブラック： https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/monoculars/normal/4961607014707.html
商品名
ギャラリーEYE 4X12 ブラック
ギャラリーEYE 6X16 ブラック

JANコード登録名

ｷﾞﾔﾗﾘ-EYE 4X12 Black
ｷﾞﾔﾗﾘ-EYE 6X16 Black

JANコード
4961607001462
4961607014707

希望小売価格(税別)
オープン
オープン

4通りの使い方・3つの機材に対応出来る多機能三脚/一脚。

SLIK マルチポッド3X4

【2019年5月31日（金）発売】

(スリーバイフォー)

販売店WEB公開日：5月24日（金）

スタンドポッド、セルフィーポッド(自撮り棒）、ミニ三脚、
手持ち三脚（グリップ）の４通りに使えて、カメラ、スマートフォン、
アクションカメラの3つの機材に対応できる、多機能三脚/一脚です。
自由雲台のカメラ台は、工具不要でカメラとスマホに両対応。
さらにスマホホルダー上端のアクセサリーシューに
小型のLEDライトが取り付け可能。
さらに付属のアクションカメラ用アダプターが取り付けできます。

■4つのスタイルで使える

【仕様】
ミニ三脚
全高
地上最低高
縮長
重量
最大搭載重量

215mm
185mm
195mm
280g
1kg

スタンドポッド時
全高
縮長
重量
延長棒部分段数
延長棒部分最大パイプ径
最大搭載重量

930mm
360mm
355g
6段
20mm
500g

スタンドポッド（自立一脚）
全てのパーツを組み合わせた状態

ミニ三脚

手持ち三脚
（グリップ）

セルフィーポッド時
全高
縮長
重量
最大搭載重量

780mm
215mm
195g
500g

セルフィーポッド（自撮り棒）
延長棒とミニ三脚の自由雲台を接続。

付属のアクションカメラ用アダプター
カメラ取付
下部がアクセサリーシューアダプターのため、
スマホホルダー部に取り付け可能。

ミニ三脚は脚の長さが5段階調整。 脚部裏側の
ボタンを押すとスライドしての調整が可能。

スマホホルダー

アクションカメラ用
アダプター

スマホホルダー上端のアクセサリー
シューに小型LEDライトの取り付けも可能。

延長棒部分はフリーストップ式。
ロックがなく、引き出すだけで伸縮可能。

ケース付
メッシュクッション製で、ミニ三脚・ 延長棒、
アクションカメラ用アダプターの一式が収まるケースが付属。

商品名
マルチポッド 3X4

JANコード登録名
ｽﾘﾂｸ ﾏﾙﾁﾎﾟﾂﾄﾞ 3X4

JANコード
4906752246092

希望小売価格(税別)
¥7,800

アルミ・マグネシウム・チタン合金「AMTパイプ」採用三脚の小型モデルを更新。
スタンダード3段タイプ。

SLIK スプリント 230／230 HD

【2019年6月7日（金）発売】
WEBサイト公開日：5月31日（金）

スプリント230

スプリント230 HD

アルミ・マグネシウム・チタン合金「AMTパイプ」採用三脚の小型モデルを更新。
開脚ロック機構を ボタンを押し込んで操作の「ハライチロック」式に。
また、新本体の採用で、本体部分に水準器を追加、さらにアクセサリー対応のU1/4（U3/8) メスネジを装備し、
拡張性を高めました。 23.4mmパイプ径の3段式スタンダード三脚。
脚の1本に成型ラバーグリップ付で持ちやすさに配慮。エレベーター下端にはウェイトフック装備。
230 HDは、雲台にスリック独自の動画対応2ハンドル3ウェイ雲台「SH-737HD」を採用したモデル。

【仕様】

≪全高≫
230

230 HD
1,595mm
1,280mm
620mm
310mm

全高
EV下げ全高
縮長
地上最低高
重量
段数
パイプサイズ
最大搭載重量
三脚ケース付

230

230 HD

1,870g

1,920g
3段
○23.4mm
3kg

≪地上最低高≫
≪縮長≫
230

230

230 HD

230 HD

●URL：(スプリント 230)https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/digital-series/sprint/4906752101964.html
(スプリント 230 HD)https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/digital-series/sprint/4906752101988.html

商品名
スプリント 230
スプリント 230 HD

JANコード登録名
ｽﾘﾂｸ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 230
ｽﾘﾂｸ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 230HD

JANコード

希望小売価格(税別)

4906752101964
4906752101988

¥21,000
¥28,000

アルミ・マグネシウム・チタン合金「AMTパイプ」採用三脚の小型モデルを更新。
背の高さと持ち運びの短さを両立した4段タイプ。

SLIK スプリント 240／240 HD

【2019年6月7日（金）発売】
WEBサイト公開日：5月31日（金）

スプリント240

スプリント240 HD

アルミ・マグネシウム・チタン合金「AMTパイプ」採用三脚の小型モデルを更新。
開脚ロック機構を ボタンを押し込んで操作の「ハライチロック」式に。
また、新本体の採用で、本体部分に水準器を追加、さらにアクセサリー対応のU1/4（U3/8) メスネジを装備し、
拡張性を高めました。 23.4mmパイプ径の4段式で、背の高さと持ち運びの短さを両立。
脚の1本に成型ラバーグリップ付で持ちやすさに配慮。エレベーター下端にはウェイトフック装備。
240 HDは、雲台にスリック独自の動画対応2ハンドル3ウェイ雲台「SH-737HD」を採用したモデル。

【仕様】

≪全高≫
240

全高
EV下げ全高
縮長
地上最低高
重量
段数
パイプサイズ
最大搭載重量
三脚ケース付

240 HD
1,640mm
1,350mm
555mm
290mm

240

240 HD

1,900g

1,950g
4段
○23.4mm
3kg

≪地上最低高≫
≪縮長≫
240

240

240 HD

240 HD

●URL：(スプリント 240)https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/digital-series/sprint/4906752101971.html
(スプリント 240 HD)https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/digital-series/sprint/4906752101995.html

商品名
スプリント 240
スプリント 240 HD

JANコード登録名
ｽﾘﾂｸ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 240
ｽﾘﾂｸ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 240HD

JANコード

希望小売価格(税別)

4906752101971
4906752101995

¥23,000
¥29,000

≪スプリント200シリーズ共通の特長≫
■3ウェイ雲台「SH-727E」「SH-737HD」の装備
「スプリント 230/240」にはベーシックな2ハンドル3ウェイ雲台
「SH-727E」、動画対応の「スプリント 230 HD/240 HD」には、
スリック独自の動画対応3ウェイ雲台「SH-737 HD」を装備。
SH-727 E
■フリクションコントロール（スプリント 230 HD/240 HDに装備）
「フリクションコントロール」は、動きの抵抗の固さを調整できる機構です。
雲台の動きの固さの調整が可能で、動画撮影時は動きをゆったりとするために、
フリクションを強めに、写真撮影時は素早く構図が変えられるよう、
フリクションを弱める、といった使い分けができます。
雲台の上下方向と左右方向の2軸で調整可能です。

■カメラ取付はクイックシュー式
「DIN規格」に対応するクイックシュー。取付部分を正方形とすることで、
シューを横長／縦長の両方で取り付けることが可能。
底面に蝶ネジを装備しているので、カメラ取付時にコイン等は不要です。

■本体部分を一新！
新スプリントシリーズは、本体（三脚の脚三本を取り付けているパーツ）を
一新。エレベーターのストッパーツマミを大きく、操作をしやすくデザイン。
水準器を装備し、三脚部分での水平出しに配慮。
さらにU1/4インチメスネジ（アダプターを外すとU3/8インチメスネジ）の
アクセサリー取り付けポートを装備しています。

■AMTパイプ
スリック独自のAMT（アルミ・マグネシウム・チタン）合金パイプを採用。
強度に優れた丸パイプに、回転防止と強度アップのため、2本の溝を入れた
特殊な形状。内側に突起を設けて回転を防ぐタイプのパイプとは異なり、
パイプをより薄く、軽く作ることが可能です。

■ハライチロックシステムを採用、開脚角度は3段階
開脚角度が３段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作に
より、ハイ・ミドル・ローの三段階のセットが可能です。ハライチロックシステムにより、
ボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され開脚角度を自在に調整できます。
一般的な開脚対応三脚ですとボタンを押したまま、脚の根元を持って開脚操作を
しなければなりませんでしたが、ボタンから手を離しても開脚操作が行えます。
脚の先端を持って脚の角度調整ができるので、とても軽い力で操作できます。

■伸縮操作がどなたでも確実に可能な、脚ロックレバー
軽い力で確実にロックでき、固定した様子が目で確認できる、
レバー式の脚ロックを採用。 複数のレバーを同時に操作することが
できるので、素早い伸縮が可能です。

SH-737 HD

