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アルカスイス雲台総合カタログ
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L シリーズは、2軸方向の微調整が可能な水平出し用レベラーです。ベースサイズが75mmφのコアレベラー75と 60mm
φのコアレベラー60があります。コアレベラー75は ±15°、コアレベラー60は ±10°の範囲で角度を調整できます。ノブ
を回すことで細かく角度を調整できるほか、0°のポジションにはクリックがあり、容易に基準位置にセットすることも可能で
す。角度調整は、レンズを中心に動くため、構図の変化が少ないのが特徴です。耐荷重は30kg（75）と 20kg（60）。

サイズ （HxW)製品名 重量 最大傾斜角 耐荷重 価格（税別） JAN コード

630g
630g
590g
460g
460g
420g

30kg
30kg
30kg
20kg
20kg
20kg

水準器

2
2
2
1
1
1

4961360089752
4961360089769
4961360089745
4961360089783
4961360089790
4961360089776

￥145,000
￥148,000
￥138,000
￥102,600
￥108,000
￥98,000

コアレベラー 75 クイック
コアレベラー 75 フリップロック
コアレベラー 75 モノボールフィックス
コアレベラー 60 クイック
コアレベラー 60 フリップロック
コアレベラー 60 モノボールフィックス

78mm x 97mm  　Φ75mm
78mm x 97mm  　Φ75mm
69mm x 97mm  　Φ75mm
70mm x 83mm  　Φ60mm
70mm x 83mm  　Φ60mm
61mm x 83mm  　Φ60mm

90 度
90 度
90 度
90 度
90 度
90 度

ベース径

ギア駆動による水平出しの微調整が可能な Lシリーズコアレベラー
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コアレベラー75/60
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ロック機構の概念を変えた、スタイリッシュな雲台
ロックノブの無いボールヘッド…それがP シリーズです。精巧で洗練されたかつ軽量なボールヘッドは、どの位置にいようと、どの角
度からも簡単に胴体部分のリングを回すだけでボールをロックすることができます。ボールの周りを回る均一な力と照応して動くため、
カメラはどの角度にでもスムーズに動きます。カメラをネック部分でなくボールに直接取り付けるので、完全に安定した状態になります。

このモデルはPMF（プログレッシブ・モーション・フリクションコントロール）機能を採用しています。
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Pシリーズ
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P1+

クイック フリップロック モノボールフィックス

サイズ （高さ x 幅 ）製品名 重量直径 パン / ティルト 耐荷重 価格（税別） JAN コード

585g
585g
545g

30kg
30kg
30kg

水準器

1
1
1

4961360089820
4961360089851
4961360089882

￥85,800
￥89,800
￥82,800

モノボール P1+ クイック
モノボール P1+ フリップロック
モノボール P1+ モノボールフィックス

105mm x 91mm
105mm x 91mm
96mm x 91mm

Φ75mm
Φ75mm
Φ75mm

360 度
360 度
360 度

モノボールP1 + は、ティルト90度のポジショニングと360°のパン範囲を備えています。
新しいスロット開口部によりヘッドを90°傾けることができ、カメラを水平方向から垂直方向にすばやく簡単に変更できます。
モノボールP1 + は、重い負荷をより細かく制御するか、軽い負荷で張力を小さくするかを選択でき、安定性の向上、微調整の制

御の向上が実現しました。わずか545gの重量ながら、自重の50倍を超える最大30kg の耐荷重を持ち、
大型カメラやより長い焦点距離のレンズに最適な、コンパクトでも力強い三脚ヘッドです。

コンパクトでも力持ち！最大30kgの耐荷重
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P0+ハイブリッド

ティルト90°、パン 360°の動きを装備し、ロック機構の上にギアヘッドを組み合わせたハイブリッドバージョン。
ハイブリッドバージョンでは、通常のボールヘッド調整に加えてギアによる微調整が可能。
カメラの位置をX軸およびY軸 ±10°の範囲で正確に微調整できるようになります。

ボールヘッド+ギアヘッドでより正確に

製品名 重量 最大傾斜角 耐荷重 価格（税別） JAN コード

590g
590g
550g

20kg
20kg
20kg

水準器

1
1
1

4961360089844
4961360089875
4961360089905

￥162,800
￥166,800
￥154,800

モノボール P0+ ハイブリッド クイック
モノボール P0+ ハイブリッド フリップロック
モノボール P0+ ハイブリッド モノボールフィックス

90 度
90 度
90 度

クイック フリップロック モノボールフィックス
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サイズ （高さ x 幅 ） 直径

125mm x 83mm
125mm x 83mm
116mm x 83mm

Φ60mm
Φ60mm
Φ60mm
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P0+ / P0
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モノボール p0 + は、洗練されたデザインと、ノブやハンドルが邪魔にならないシンプルで直感的な操作が特徴で
ARCA-SWISS シリーズの三脚ヘッドの中で最小最軽量のモノボールヘッドです。

わずか395gの重量ながら、20kg の耐荷重を持ちます。
ARCA-SWISS Monoball p0 + は、新しい摩擦制御ユニットを備えています。

モノボール p0 + は、モノボール p1 + は、重い負荷をより細かく制御するか、軽い負荷で張力を小さくするかを選
択でき、安定性の向上、微調整の制御の向上が実現しました。

アルカスイスの最小最軽量モノボールヘッド　　　
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製品名 重量 最大傾斜角 耐荷重 価格（税別） JAN コード

435g
435g
395g
305g

20kg
20kg
20kg
20kg

水準器

1
1
1
1

4961360089837
4961360089868
4961360089899
4961360089912

￥74,800
￥78,800
￥67,800
￥55,000

モノボール P0+ クイック
モノボール P0+ フリップロック
モノボール P0+ モノボールフィックス
モノボール P0 1/4,3/8

90 度
90 度
90 度
90 度

サイズ （高さ x 幅 ） 直径

95mm x 81mm
95mm x 76mm
86mm x 76mm
76mm x 76mm

Φ60mm
Φ60mm
Φ60mm
Φ60mm

1/4 " スレッドマウントと 3/8" アダプターネジが付属しています。
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水平方向のティルト軸（X軸）と垂直方向のティルト軸（Y軸）の基本が同一で、カメラを回転させるパンニングの中心軸もX軸 Y軸の
基本の真上に位置。カメラの動きを最小限に抑え、向きを精密に調整することができます。
ギアヘッドのティルト調整機構はすべて微調整ギアノブとロックフリーボタンを備え、

撮影開始時に大まかなカメラの位置を決めた後、ギア微調整ティルトに切り替えて精密なカメラ位置の微調整を行えます。
D4ギアパンは、D4ギアのティルト（X、Y）2軸に加え、パン方向の微調整が可能です。

世界最軽量・コンパクト・多機能な3ウェイギアヘッド
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D4ギア / D4ギアパン
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��ギア

製品名

30kg

30kg

30kg

30kg

30kg

4961360088472

4961360088465

4961360088458

4961360089660

4961360089653

￥203,000

￥200,000

￥193,000

￥273,000

￥267,000

D4ギア フリップロック

D4ギア クイック

D4ギア モノボールフィックス

D4ギアパン フリップロック 

D4ギアパン クイック

970g

970g

910g

1035g

1035g

115度

115度

115度

115度

115度

84mm x 90mm x 125mm

84mm x 90mm x 125mm

84mm x 90mm x 117mm

84mm x 90mm x 135mm

84mm x 90mm x 135mm

フリップロック

クイック

水準器

1

1

1

1

1

サイズ（WxLxH) 質量 最大傾斜角 耐荷重 価格（税別） JANコード

���ギアパン
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D4ギア / D4ギアパン

クイック

フリップロック

モノボール
フィックス
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特許となっている独自の設計を持つ C1 キューブは、重量わずか約 1kg。そ
の多彩な動きと精密な職人技で安全かつ正確にカメラポジションがとれる、
最高級レベルの雲台です。雲台の 2 つのアックス（斧状部分）で機材をミリ
単位で動かすことが可能、カメラはその弧形内部で位置を変えるだけなので、
被写体までの距離や全体像はほとんど変化がありません。雲台底部のパノラ
マはカメラ機材を被写体方向に向けるために装備されています。方向と水平
を決定したら、ティルトアックス（ティルト用斧状部分）の上にある第 2 パ
ノラマで、縦方向を変えることなく360度回転することができます。

2つのアックスで機材をミリ単位で動かす独自の設計建築、風景、静物写真に最適
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Arca-Swiss C1キューブは、間違いなく市場で最も先進的で正確な雲台です。
今日、この精度が以前よりもはるかに重要になっているのをご存知ですか？
以前の写真家は少なくとも 12cm の幅のフィルムを使用しましたが、現在の
のカメラはそのフィルムに比べ、かなり小さいセンサーになっています。つ
まり、はるかに正確に作業をする必要があります。建築写真と静物写真の両
方で重要な水平線と垂直線を効率的に処理できるようにするには、カメラを
ミリ単位でパンできることが不可欠。C1 キューブは、重いカメラでも絶対
的な精度で調整できるため、風景、静物、建築写真に最適です。また 2 つの
パノラマ軸があり、下の軸はベース、上の軸は水平パン用で正確なパノラマ
写真が撮影できます。

C1キューブ

ArcaSwiss C1 キューブは 30年以上の間、その基本設計は変更されることなく、さらに進化しました。
C1キューブは、写真家が他に類を見ない精度でカメラ位置を調整できるため、建築、風景、静物写真に最適なシステムです。

ヨーロッパの妥協なき品質と正確なテクノロジーによって作られた傑作
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サイズ （WxLxH)製品名 重量 最大傾斜角 耐荷重 価格（税別） JAN コード

1105g
1105g
1065g
1030g
1030g
1000g

40kg
40kg
40kg
40kg
40kg
40kg

水準器

2
2
2
2
2
2

4961360089707
4961360089684
4961360089691
4961360086218
4961360089714
4961360089721

￥363,000
￥359,000
￥356,000
￥315,000
￥310,000
￥306,000

C1 キューブ gp フリップロック
C1 キューブ gp クイック
C1 キューブ gp モノボールフィックス
C1 キューブ フリップロック
C1 キューブ クイック
C1 キューブ モノボールフィックス

110mm x 110mm x 120mm
110mm x 110mm x 120mm
110mm x 110mm x 120mm
110mm x 110mm x 110mm
110mm x 110mm x 110mm
110mm x 110mm x 110mm

※レザーケース付き

（ギアパン）

90 度
90 度
90 度
90 度
90 度
90 度

クイックフリップロック モノボールフィックス クイックフリップロック モノボールフィックス
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C1キューブ

gp はギヤパンを意味し、上部のパノラマを自
由にパンまたは微動ギヤを使ってスムーズな
連続移動が可能になります。

gp（ギアパン）とは

C1 キューブには本革製の専用ケースが
付いています。

専用レザーケース
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新しくなった +シリーズは、よりスムーズな動きを実現した、高機能なクイックシュー式モノボールヘッド。雲台のベース部分は最適化されたマ
グネシウム合金とそのボール表面コーティング技術により、軽量・コンパクトでありながら優れた耐荷重を実現。特許のアスフェリカルボール（非
球面ボール）とPMF（プログレッシブ・モーション・フリクションコントロール）機能は、俯瞰撮影の際にカメラを傾けるに連れ増加する重力

に対抗して、より強いフリクションを発生させてカメラの急激な降下を防ぎ、スムーズなカメラコントロールを可能にします。

堅牢・軽量・コンパクトな小型自由雲台

クイックフリップロック
フリップロック
ダブルパノラミック

1/4” ネジ仕様
クイック
ダブルパノラミック
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Z1+ 

全高製品名 重量 耐荷重 価格（税別） JAN コード

595g
665g
690g
775g
805g

60kg
60kg
60kg
60kg
60kg

水準器

1
1
1
1
1

4961360089578
4961360089592
4961360089585
4961360089615
4961360089608

￥69,000
￥78,000
￥74,000
￥107,000
￥103,000

モノボール Z1+ （1/4 “ネジ仕様）
モノボール Z1+ フリップロック
モノボール Z1+ クイック
モノボール Z1+ フリップロックダブルパノラミック
モノボール Z1+ クイックダブルパノラミック

100mm
108mm
108mm
128mm
128mm

Φ70mm
Φ70mm
Φ70mm
Φ70mm
Φ70mm

ベース部直径
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パノラマプレート標準装備、軽量・コンパクト化を実現した大型雲台

パノラマプレートを標準装備、大幅な軽量化を達成！超望遠レンズや中判・大判カメラまでパーフェクトにサポートし、
スムーズな動きとカメラの正確なポジショニングを提供します。MRGC（モーション・リレーテッド・グラビティ・コントロール）

機構は水平、垂直方向でそれぞれ違うフリクション特性を1つのボールで実現しました。
水平方向の動きではその摩擦抵抗は一定に保たれますが、垂直方向では俯瞰方向に傾くほど摩擦抵抗が増大していきます。

※パノラマプレート標準装備

クイックフリップロック
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Z1g+

全高製品名 重量 耐荷重 価格（税別） JAN コード

960g
960g

70kg
70kg

水準器

1
1

4961360089271
4961360089509

￥132,000
￥128,000

モノボールZ1g+フリップロック

モノボールZ1g+クイック

121mm
112mm

Φ76mm
Φ76mm

ベース部直径
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クイックリンク
三脚と雲台の着脱が迅速に行えるアタッチメント

三脚と雲台の間に取りつけることで、雲台を簡単に脱着できるアクセサリー。
違うタイプの雲台を使い分けたい場合や、移動中は雲台を取り外して運びたい精密なギアヘッドなどを使用する場合に便利です。

雲台側にディスクを取り付けておけば、1本の脚で複数の雲台をワンタッチで付け替え可能に！　　 

クイックリンクセット クイックリンク・ディスク

・ベース 3/8" （Φ70mm / 高さ 17mm)
・ ディスク 3/8"

〈4961360089554〉 ￥29,800 〈4961360089561〉 ￥16,800  

・ ディスク 3/8"
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クイックプレート
アルカスイスオリジナルプレート モノボールクラシックタイプ

幅は約38mm、「アルカスイススタイル」などの名称で世界中のメーカーで使われているプレートです。
オリジナルのアルカスイス クイックプレートは何十年もの間、まったく同じ大きさを維持し続けています。

クイックプレート
ユニバーサルショート

クイックプレート
マミヤ -ローライ用
〈4961360087369〉 ￥11,000
■60g　■1/4”J

クイックプレート
35mm用
〈4961360087376〉 ￥11,000
■45g　■1/4”J

クイックプレート
ユニバーサルG
〈4961360086034〉 ￥10,000
■105g　■3/8”G

クイックプレート
ユニバーサルJ
〈4961360086041〉 ￥10,000
■105g　■1/4”J

クイックプレート
ハッセルブラッド用
〈4961360087475〉￥12,000
■75g　■1/4”J・3/8”G

クイックプレート
ロングプレート150mm
〈4961360086140〉￥18,000
■194g　■1/4”Jx2

P1用ティルトデバイス俯瞰用
〈4961360089295〉￥34,000
■155g

Lブラケット
クラシックユニバーサル
〈4961360089301〉￥43,000
■273g

〈4961360086157〉 ￥10,800
■55g　■1/4”J
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キヤノンR、ニコンZ、
ソニーα7II、α7RII、
ライカM8、SL、ハッセルX1D

カメラプレート
MF35 アンチツイストリップ
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カメラプレート
アルカスイスオリジナルプレート モノボールフィックスタイプ
カメラプレート「モノボールフィックスタイプ」は、アルカスイスの新しいシリーズです。

「クイックプレート」よりも小型軽量（幅わずか26mm）であるため、より小型のコンパクトカメラに適しています。

カメラプレート
モノボールフィックス32
ユニバーサル

カメラプレート
モノボールフィックス100

カメラプレート
モノボールフィックス150

カメラプレート
モノボールフィックス200

カメラプレート
モノボールフィックス
ライカM2-M7

カメラプレート
モノボールフィックス48
ユニバーサル

カメラプレート
モノボールフィックス55
ハッセル、ライカM8-M9

カメラプレート
モノボールフィックス60
DSLRカメラ用

Lブラケット
モノボールフィックス

〈4961360089356〉
￥7,500
■22g　■1/4”J〈4961360089806〉

￥8,300

ニコンD850/D810/D800、
ニコンZ、フジX-T3、
キヤノン5D MK IV/MK III/5Ds

カメラプレート
MF SLR-2

〈4961360089813〉
￥9,500

〈4961360089417〉
￥8,800
■23g　■1/4”J

〈4961360089363〉
￥7,500
■29g　■1/4”J

〈4961360089370〉
￥8,800
■33g　■1/4”J

〈4961360089387〉
￥8,800
■37g　■1/4”J

〈4961360089455〉
￥10,400
■46g　■1/4”J

〈4961360089462〉
￥12,000
■71g　■1/4”J

〈4961360089479〉
￥16,000
■95g　■1/4”J

〈4961360089318〉
￥ 52,000
■275g
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クイックシューベース
モノボールクラシックタイプのクイックプレート

および
モノボールフィックスタイプのカメラプレート対応

クイックセットベース
60mm 3/8”ネジ止め

フリップロックベース
60mm 3/8”ネジ止め

〈4961360087390〉 ￥34,000 〈4961360088083〉 ￥30,000

クイック フリップロック モノボールフィックスノブを回転させるシンプル
な操作でカメラプレートま
たは L ブラケットを固定し
ます。Arca Swiss のクラ
シックタイプ、モノボール
フィックスタイプ両方のカ
メラプレート、L ブラケッ
ト等に適合します。

レバーを使用し、すばやく確
実に固定します。二重の安全
機構により、意図しないロッ
ク解除を防ぎます。Arca 
Swiss のクラシックタイプ、
モノボールフィックスタイプ
両方のカメラプレート、L ブ
ラケット等に適合します。

モノボールフィックスタ
イプのカメラプレート、L
ブラケット等に適応する
コンパクトなデザイン。
自動閉鎖機構により、簡
単で安全に使用できます。



・商品の外観・仕様・価格は予告なく変更することがあります。
・このカタログには掲載の商品価格はすべて消費税別価格です。
・このカタログは2021年 10月現在のものです。


