


スタジオでの制作に対応可能なフルスカートタイプ。
1輪 /3 輪切替やステアリング操作を実現し、
内蔵式のケーブルガードはノブで調整が可能。

標準的な箱レンズ搭載に対応し、77cmのオンショッ
トストロークに対応。1輪 /3 輪切替やステアリング
操作が可能。

OSPREY plus に 1 輪 /3 輪切替やステアリング操作を
追加したモデル。幅広いカメラに対応し、プロンプター
の搭載も対応可能でスタジオ運用や中継に最適。

汎用性が高く、スタジオ運用や屋外中継に最適。
高い安定性と堅牢性によりプロンプター搭載にも対応
可能。着脱可能なドリーにより優れた運搬性も実現。

小規模スタジオでの小型カメラとの運用や PTZ カメ
ラの搭載に最適。シンプルな操作性を誇り着脱可能な
ドリーにより運搬、保管が容易。

2 Stage Pedestal Series
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クイックフィックス
アダプター付属

スカート内蔵式
ケーブルガードを装備

ステア機能、1輪 /3 輪切替
機能を搭載しパーキング用
シングルブレーキも装備

スタジオでの制作に最適なフルスカートタイプの2段式ペデス
タル。箱レンズや大型プロンプターの搭載にも幅広く対応可能。
ベースは最大の安定性を得られる様に設計されており、内蔵式
ケーブルガードやパーキング用シングルブレーキを装備。

製品コード V4173-0001

最大荷重 80 kg

高さ調整範囲 66 ~ 143 cm

コラム段数 2

完全バランスコラム段数 2

オンショットストローク 77 cm

トラッキング幅 108 cm

トランジット幅 80 cm

最小トランジット幅 80 cm

ステアリングリング直径 63.5 cm

クイックフィックス付属 〇

最低地上高 2 cm

コラムドラッグ調整 〇

調節可能ケーブルガード 〇

トラックドリーオプション ー

キックバー フルスカート

内蔵型手動ポンプ ー

アクセサリホルダー 〇

クラブ＆ステア機能 〇

重量 89.9 kg
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クイックフィックス
アダプター付属

ホイールロック、調整式
ケーブルガード ( スタジオ
タイプのみ ) を装備

ステア機能、1輪 /3 輪切替
機能を搭載。キックバーは
取り外し可能

スタジオ撮影や屋外中継での標準的な箱レンズの搭載や大型
プロンプターにも対応した 2段式ペデスタル。77cmのオン
ショットストロークを実現。ステアリング操作や1輪 /3輪切替
も可能。

製品コード ( スタジオタイプ ) V4172-0001

製品コード ( 中継タイプ ) V4172-0002

最大荷重 80 kg

高さ調整範囲 ( スタジオ /中継 ) 66 ~ 143 cm　/　68.5 ~ 145.5 cm

コラム段数 2

完全バランスコラム段数 2

オンショットストローク 77 cm

トラッキング幅 97 cm

トランジット幅 80 cm

最小トランジット幅 73 cm

ステアリングリング直径 53.3 cm

クイックフィックス付属 〇

最低地上高 2 cm

コラムドラッグ調整 〇

調節可能ケーブルガード
( スタジオタイプ ) 〇

トラックドリーオプション 〇

キックバー 〇

内蔵型手動ポンプ ー

アクセサリホルダー 〇

クラブ＆ステア機能 〇

重量 ( スタジオ /中継 ) 46.5 kg　/　50.5 kg

｜中継タイプ｜スタジオタイプ



クイックフィックス
アダプター付属

ホイールロック、調整式
ケーブルガード ( スタジオ
タイプのみ ) を装備

ステア機能、1輪 /3 輪切替
機能を搭載。キックバーは
取り外し可能

プロンプターを搭載や様々なカメラでのスタジオ撮影や屋外中
継に対応した汎用性に優れた2段式ペデスタル。ステアリング
操作や1輪 /3輪切替で高い操作性を実現。着脱可能なドリー
で運搬性にも優れている。

製品コード ( スタジオタイプ ) V4171-0001

製品コード ( 中継タイプ ) V4171-0002

最大荷重 70 kg

高さ調整範囲 ( スタジオ /中継 ) 67 ~ 148 cm　/　69.5 ~ 150.5 cm

コラム段数 2

完全バランスコラム段数 1

オンショットストローク 41 cm

トラッキング幅 97 cm

トランジット幅 80 cm

最小トランジット幅 73 cm

ステアリングリング直径 53.3 cm

クイックフィックス付属 〇

最低地上高 2 cm

コラムドラッグ調整 〇

調節可能ケーブルガード
( スタジオタイプ ) 〇

トラックドリーオプション 〇

キックバー 〇

内蔵型手動ポンプ 〇

アクセサリホルダー 〇

クラブ＆ステア機能 〇

重量 ( スタジオ /中継 ) 41.9 kg　/　50.5 kg
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｜中継タイプ｜スタジオタイプ



5

クイックフィックス
アダプター付属

ホイールロック、調整式
ケーブルガード ( スタジオ
タイプのみ ) を装備

内蔵型の手動ポンプで
圧力調整が可能

最大荷重 70kgでの高い汎用性と堅牢性でスタジオ運用や屋外
中継に最適な2段式ペデスタル。プロンプター搭載にも対応。
内蔵ポンプによる容易なカウンターバランス調整と着脱可能な
ドリーによる優れた運搬性を実現。

製品コード ( スタジオタイプ ) V4170-0001

製品コード ( 中継タイプ ) V4170-0002

最大荷重 70 kg

高さ調整範囲 ( スタジオ /中継 ) 66.6 ~ 148.5 cm　/　67.8 ~ 149.7 cm

コラム段数 2

完全バランスコラム段数 1

オンショットストローク 41 cm

トラッキング幅 95 cm

トランジット幅 86 cm

最小トランジット幅 86 cm

ステアリングリング直径 53.4 cm

クイックフィックス付属 〇

最低地上高 1.9 cm

コラムドラッグ調整 〇

調節可能ケーブルガード
( スタジオタイプ ) 〇

トラックドリーオプション 〇

キックバー ー

内蔵型手動ポンプ 〇

アクセサリホルダー 〇

クラブ＆ステア機能 トラックロックのみ

重量 ( スタジオ /中継 ) 29.3 kg　/　41.9 kg

｜中継タイプ｜スタジオタイプ
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製品コード PTZ-OL

製品名 システム PTZ オスプレイライト

耐荷重 35 kg

付属アクセサリー
・クイックフィックスアダプター PTZ
・プロンプター用プレート
・ミッチェルマウント用ベース

オスプレイライトとアダプターの組み合わせにより、
PTZ カメラを搭載した状態でスタジオ内での安定した
移動を可能にしたシステムパッケージ。
複雑な操作をすることなく即座にシチュエーションに
合わせた高さ調整が可能。
アダプターとの組み合わせでプロンプター搭載可能。
(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)

｜ PTZ カメラ用システムパッケージ

製品コード V4169-0001

最大荷重 35 kg

高さ調整範囲 64 ~ 149 cm

コラム段数 2

完全バランスコラム段数 1

オンショットストローク 41 cm

トラッキング幅 69 cm

トランジット幅 73 cm

最小トランジット幅 73 cm

ステアリングリング直径 38 cm

クイックフィックス付属 ー

最低地上高 1.4 cm

コラムドラッグ調整 ブレーキのみ

調節可能ケーブルガード 〇

トラックドリーオプション 〇

キックバー ー

内蔵型手動ポンプ 〇

アクセサリホルダー ー

クラブ＆ステア機能 トラックロックのみ

重量 13.3 kg

様々なアダプターが
装着可能

ホイールロック、調整式
ケーブルガード装備

内蔵型の手動ポンプで
圧力調整が可能軽量カメラシステムやPTZ カメラとの組み合わせで小規模スタ

ジオでの運用に最適な 2段式ペデスタル。内蔵型のポンプと
圧力計により簡単なセットアップを実現。ドリーを取り外してコ
ラム部分と分割可能で保管や運搬も容易。
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ペデスタル用
アクセサリーホルダー
V4172-1003

必要なものをすぐに
取り出せるように
収納出来るホルダー

200mmハイハット
3155-3B

雲台搭載位置の調整用
アルミニウム製 200mm
ハイハット

ミッチェルスパイダー
アダプター
3055-3B

ミッチェルマウント雲台を
搭載するためのアダプター

100mmレベリングボール
アダプター
3330-16

100mmボールベースの
雲台を使用するための
アダプター

150mmレベリングボール
アダプター
3330-17

150mmボールベースの
雲台を使用するための
アダプター

中継用ホイール
3329-30

※ 3 個セット
オスプレイプラス、プラスS、
エリート S用の直径 160mm
中継用ホイール

スタジオ用ホイール
3329-43

※ 3 個セット
オスプレイプラス、プラスS、
エリート S用の直径 125mm
スタジオ用ホイール

中継用ケーブルガード
3329-44

オスプレイプラス S、エリー
ト S中継用ケーブルガード

ペデスタル用キックリング
3329-32

ペデスタル動作の開始時に
進行方向を保持する堅牢な
キックリング

大経ステアリングリング
3429-21

オスプレイプラス S、
エリート S、スタジオ S用
ステアリングリング ( 大 )

標準ステアリングリング
3374-17

オスプレイプラス S、
エリート S、スタジオ S用
ステアリングリング ( 標準 )

ハンドポンプ
V4172-1900

オスプレイシリーズ用
マニュアルポンプ

オスプレイライト用トラッ
キングスキッドアダプター
V4169-2006

オスプレイライトの
トラッキングドリー
装着用アダプター

トラッキングドリー /
スキッド
3369-57

標準的なシネドリーの
トラックで使用可能な
三脚・オスプレイ用ドリー
対応レール幅 :62cm

ティラーバー
3329-21

オスプレイプラス S、
エリート S用ティラーバー

オスプレイシリーズ用アクセサリー


