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イタリアの老舗カメラサポートブラン

ドであるCARTONI（カルトーニ）が、 ㈱ 

NKL（東京・府中市  代表取締役 軽部進一）

とのコラボレーションにより、8 月30 日

（水）に ㈱ NKL のスタジオにてオープンハ

ウスを開催した。また当日は、CARTONI 社 

CEO のエリザベッタ・カルトーニ氏及びご

主人のジャック氏も参加した。

オープンハウスは、当日13 時〜18 時の

１日限りの開催であったが、開始早々から多

数の来場者が訪れた。 約５時間の開催時間

中に訪れた130 名以上の来場者は、各社の

製品を稼働させるなど、直接触れることが可

能な展示会となった。

当日は 3 時頃に雷雨の予報があり、黒雲

が出てきたために屋外での NKL の大型ク

レーンの展示は中止されたが、結局降雨は終

了時点まで無く無事オープンハウスを終え

る事が出来た。また、非常に蒸し暑かった事

もあり、スタジオの外に設置されていたド

リンクキャラバンも大盛況で、冷たいコー

ヒー、かき氷等まさに飛ぶように売れ、途中

で急遽材料を補充する程となった。

CARTONI の製品展示はスタジオ内で行

われ、2017NAB でも発表されたTOTAL 

DUTCH SDS SMART STOP 三 脚・SDS 

SMART LOCK 中間スプレッダーを中心

に、MASTER 30 ヘッド、LAMBDA 25 ＋

3 軸、JIBO ＋LAMBDA 10、P-20・P-70 ペ

デスタル、FOCUS シリーズ(8,12,18,22)

ヘッド＋各種三脚等が展示された。

　

「TOTAL DUTCH」は、３ 軸 横 回 転 を

従来の HD パン・チルトヘッドに加える 

CARTONI 特許の新しい革命的なツール

で、驚異的・創造的なショットに先例のない 

360°回転を可能にしている。

「LAMBDA 25 ３rd  Axis」( ３ 軸) は、

まるで球体に含まれているかのような３

軸回転でのノーダル設定を可能にしてい

る。 LAMBDA 25 の２軸のL 形のフレー

ム（カメラプレート取付用）を取り外し、間

にダッチ軸を挿入することによって、既存

のLAMBDA 25 に取り付けられるため、ド

リーまたはクレーンでの逆さ吊りに理想的

である。

また「SDS( スマート展開シリーズ) の

ENG 軽量三脚」は、特に簡易セットアップ

のために設計されている。特許取得済みのス

マートストップレバーのわずか3 回の操作

で、瞬時に3 段脚を調整することができ、ど

の要望の操作高でもポジティブクランプで

固定される。スマートストップ３段三脚は、

アルミ又はカーボンチューブで100・75

㎜ボウルベースを備えている。特許取得済

みの SDS ミッドレベルスプレッダーとピ

ボッティングラバーフィートで理想的に補

完され、類い稀なねじり剛性を備え、ENG や

ドキュメンタリー用に最適である。

MASTER 30 は昨年のIBC で発表され、

放送・スタジオ構成で、３Kg から30Kg の

耐荷重範囲の高度に複雑なビデオ撮影者の

要求をカバーし、パン・チルト両モードでの

例外的な新ドラッグモジュールは、完全なス

タートとストップでスムーズな動作を約束

する。このドラッグシステムは、速い動作に

於いてのほぼフリーホイールから、完璧な長

焦点ショットへの最大抵抗まで広範囲をカ

バーしている。

カウンターバランスは、０から+/ −90°

のどのアングルでも完璧なバランスを実行。

デュアル伸縮式パン棒、照明付きアルコール

水準器とドラッグコントロール・カウンタ

−バランス設定のデジタル表示が装備され

ている。

ペデスタル２機種、「P-20」は、非常にコ

ンパクトで軽量、耐荷重25Kg でモバイル

ワークと軽量スタジオのニーズのための理

想的な機材。「P70」は、スタジオやOB アプ

リケーションの両方のためのポータブルで

コンパクトなシステムである。非常に安定し
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多数の来場者が訪れ大盛況の会場特機オペレーションでおなじみの株式会社NKL本社ビル
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ながら軽量であり耐荷重70Kg、理想的な性

能は、約 55 キロのカメラ/ レンズの組み合

わせとなっている。

その他、三脚（ENG,EFP,STUDIO 及び

HEAVY DUTYタイプ、75・100・150mm

ボウルベース及びフラットミッチェル、２・

３段、ベビー及びミニベビー等）、ドリー（ス

タンダード、STUDIO 及びHD タイプ）、ス

プレッダー（グラウンド・中間、スタンダー

ド・STUDIO・ラバータイプ）及びその他ア

クセサリーを展示した。

なお、本展ではエリザベッタ社長とジャッ

ク氏が来場者を会場で迎え、製品説明や要望

の聞き取りなどを行い、130 名を越える来

場者と直接会話する事が出来たため、日本独

特の様々なニーズを聞くことが出来たと大

変喜び、翌日イタリアに向け離日した。

また、主催者であるCARTONI 製品の日

本総代理店であるSpeetra Japan ㈱ 社長

の星野宏雄氏は、『今回のオープンハウスは

初めての試みであったが、非常に盛況とな

り、本当にお越しいただいたお客に感謝いた

します。最後に、本オープンハウスの実施に

尽力いただいた㈱NKL 営業部の皆にお礼を

申し上げます。』と述べた。

なお、今回の催しにおける協賛会社は、

㈱NKL をはじめ、㈱ナックイメージテク

ノロジー、 ㈱ライトアップ、 ㈱イデオモー

タロボティクス、㈱日本ビデオシステム、

ACEBIL JAPAN ㈱の各社であった。

　

屋外ではクレーンなどを実働展示隣接する屋外スペースはお祭りムード満天CARTONI社 CEO エリザベッタ・カルトーニ氏(中央)と
ご主人のジャック氏（左）、Speetra Japan㈱社長 星野宏
雄氏(右)

小中部数が得意です !!

デジタル印刷機
導入

デジタル印刷機
導入

カタログ &マニ
ュアル印刷カタログ &マニ
ュアル印刷

＊印刷価格及び入稿方法等につきましては「FDIを見た」とご連絡下さい。

小中部数が得意です !!
PDF入稿
大歓迎!!

デザイン制作から印刷配布まで
オンデマンドもオフセットも

安心クォリティ＆安心価格
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