
手軽なムービー撮影から
プロ用映像制作まで対応
動画三脚シリーズ

カメラドリーキット

EIED330 カメラドリーキット
91,250 円 ( 税別 )

持ち運びに便利な画期的なドリーです。
簡単・素早くレール上での撮影が行えます。耐摩耗の表面コーティング、
航空機材に使われるアルミを使用。簡単に組み立てできる折り畳み式、防
水ケースでどこでも軽量に持ち運びできます。

どんな三脚でも使用できる互換性を備え、耐荷重 50kg なので HD カメラ、
HDV カメラ、フィルムカメラでも使えます。

防水ケース付

高密度パッド使用、平らで
ない地面でもスムースに動
きます。

特徴

良質な車輪を採用

軽くて増設可能なレール 様々な用途に対応

スライダー長さ：500cm　幅：80cm
ケースサイズ：100ｘ36x17cm
重量：13 kg
耐荷重：50 kg

1 台 3 役！カーボンスタビライザー

EIMC120 カーボンスタビライザー
52,500 円 ( 税別 )

携帯型 軽量なカーボンスタビライザーが新登場。
MC120 は全ての一眼レフカメラやコンパクトビデオカ
メラに対応しています。

素早く簡単に準備でき、バランスをとり撮影ができる
スタビライザーとししてだけでなく、一脚またはミニ
三脚などこれ 1 つで 3 つの使い方ができる便利な三脚
です。

1502

一脚
ジンバル（ジャイロ
部分）を外せば簡単
に一脚に変身。

ミニ三脚
ヘッドと下の脚を直
接連結すればベビー
三脚になります。

スタビライザー
プレートをヘッドから
取りカメラに直接装着
し、三脚下のリングを
回してロックします。

長さ：75 - 171 cm
トッププレート：115x60mm
重量：2.1 kg
耐荷重：6 kg

E - IMAGE  is  Good image !!

イーイメージは世界中の映像制作の現場で選ばれている、安心高品質な動画三脚シリーズ。
他にない便利な機能や優れた特徴で、あらゆる撮影にハイパフォーマンスで応えます。

おすすめ！

お得なセット

脚先のウェイトは連結式なので、使用するカメ
ラによって任意に重さを変えることができます。

POINT



E-mail   info@agai-jp.com
http://www.agai-jp.com

お問合せ

アガイ商事株式会社 *価格や仕様は予告なく変更になる場合もあります。

製品は池袋ショールームで実際にご覧頂けます。

アルミ / カーボン 動画三脚キット

EIEG 03AA
雲台三脚セット
32,500 円 ( 税別 )

頑丈軽量で持ち運びも便利

格納高　　  長さ　　　   重量　　　　耐荷重

EIEG 05A2
雲台三脚セット
58,750 円 ( 税別 )

EIEG 06A2
雲台三脚セット
100,000 円 ( 税別 )

EIEG 10A2
雲台三脚セット
180,000 円 ( 税別 )

EIEG 15C2
雲台三脚セット
337,500 円 ( 税別 )

アルミ三脚 アルミ三脚

アルミ三脚 アルミ三脚 カーボン三脚

EI GH 03 雲台
15,000 円 ( 税別 )

EI GH 06 雲台
80,000 円 ( 税別 )

EI GH 10 雲台
153,000 円 ( 税別 )

EI GH 05 雲台
30,000 円 ( 税別 )

EI EC-800
カーボンジムアーム
40,000 円 ( 税別 )

可動範囲：20 - 130 cm
格納サイズ：95 cm 
重量：2.5 kg
耐荷重：8 kg

EI EI A21
ミニマジックアーム（7 インチ）
5,250 円 ( 税別 )

EI EI A22
ミニマジックアーム（11 インチ）
6,250 円 ( 税別 )

長さ：18cm
重さ：220g
耐荷重：3 kg

長さ：28cm
重さ：280g
耐荷重：3 kg

EI EI-A18
雲台アダプター
(150mm→100mm）
6,875 円 ( 税別 )

EIEAT-150M
ヘビーデューティーアルミ三脚（M）
87,500 円 ( 税別 )

EIEI-7159-A
ヘビーデューティーアルミ三脚 (L) セット
1,246,250 円 ( 税別 )

60ｃｍ　 52-90cm    6.5kg     100kg

アクセサリー

ヘビーデューティーアルミ三脚

82 cm   78 -160 cm 　  4.8kg  　　　4 kg

EI AT7402A アルミ三脚
20,000 円 ( 税別 )

EI GA752 アルミ三脚
30,000 円 ( 税別 )

EI GA752 アルミ三脚
30,000 円 ( 税別 )

EI GA752 アルミ三脚
30,000 円 ( 税別 )

EI GH 15 雲台
300,000 円 ( 税別 )

EI GC102 カーボン三脚
100,000 円 ( 税別 )

ボール
75 mm

ボール
75 mm

ボール
100 mm

85 cm       78-169 cm 　  5.2 kg  　　5 kg

ボール
75 mm

ボール
75 mm

91 cm     63-177 cm 　  8.1 kg  　　15 kg

最軽量、コンパクトな
入門モデル！

トルク調整が自在
クイックアクション機能搭載

3kg 以下のミニ HDV カメ
ラに最適

軽量コンパクトなプロ仕様
スタンダードモデル

カメラ (2-5kg) を載せても
カウンターバランスで適切
なトルクを調整可能

快適なカメラワーク

小型カムコーダー・カメラ
用のスタンダードモデル
チルト、パン両方に適切な
トルク調整可能

クイックアクション機能搭載
安心安全で迅速なセット
アップを可能にしました。

ENG カメラにも最適
LED 水準器搭載

幅広いカメラに対応
する大型ながら
カーボンのため軽量

バランスの良い安定
したカメラワークを
実現

LED 水準器搭載

便利な機能

操作も簡単、頑丈で
機能的な雲台が揃って
います。

LED 水準器搭載
（GH10/GH15）

クイックアクション
（GH03/GH06）
ワンタッチで簡単にプ
レートの装着ができま
す。

アクセサリーを装着す
ることも可能、システ
ムを拡張することがで
きます。

三脚の耐荷重 40kg 三脚の耐荷重 40kg

三脚の耐荷重 40kg 三脚の耐荷重 40kg 三脚の耐荷重 60kg

85 cm       77-171 cm 　  5.1 kg  　　6 kg 86 cm       78-170 cm 　  5.4 kg  　　10 kg

EIEAT-150
ヘビーデューティーアルミ三脚 (L)
250,000 円 ( 税別 )

EI7157H
雲台
1,100,000 円 ( 税別 )

93ｃｍ　 111-172cm   17.8kg    40kg

耐荷重 80kg

ボール 150mm

チルト調整 無段階 チルト調整 0-2 段階

チルト調整 0-5 段階
パン調整 0-3 段階

チルト調整 1-7 段階
パン調整 0-3 段階

チルト調整 0-9 段階
パン調整 0-5 段階

放送局
向け

映画
TV

ハイアマからプロまであらゆる動画撮影にお勧め三脚
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