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OUR HISTORY

　2010 年に設立した 3 Legged Thing（スリーレッグドシング）は、イギリスの

ベッドフォードシャー州スタッグスデンの、とある鶏舎を改装して造ったオフィスに

拠点を構える三脚メーカーです。

　機材コレクターでもある設立者の Danny Lenihan（ダニー レニハン）は、自身が

収集した三脚からインスピレーションを受け、新たなフォト業界のスタンダードと

なり得るカメラ向け三脚の設計に着手しました。また、従来の常識にとらわれない

カラフルなカラーリングを取り入れた三脚を発案し、ブランドの進化とともに「なくて

はならない」特徴として確立させました。

　そして、手荷物としてコンパクトに持ち運べるトラベル三脚を開発する中、試作品

の脚パーツをセンターコラムとして組み込んだことがきっかけで、センターコラムを

複数段にする“ マルチセクションコラム”のアイデアを思いつきます。これを基に作ら

れたプロトタイプは、美しく仕上げられたアルマイト、3 段のセンターコラム、手荷物

として持ち運べるサイズでありながらも 2m 以上伸ばせる画期的なトラベル三脚と

して誕生し、伝説的なロックバンド クイーンのメンバーとしてレッド・スペシャル・

ギターで一時代を築き、さまざまな世代、人々に影響を与えたBrian May（ブライアン 

メイ）博士にちなんで「ブライアン」と名付けられました。

　以来、そのユニークな構造と技術を活かし、マルチセクションコラムや高い耐荷重

性能を備えた、数々の三脚を開発してきました。現在は三脚だけに留まらず、雲台や

カメラプレート、カメラバッグなど、撮影をサポートする幅広いラインナップを展開

しています。

　スリーレッグドシングは、最も技術的に進んだカメラサポートシステムを追求し、

高い品質を誇る製品を次々に生み出しています。
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Feature Description
スリーレッグドシングにより製造された三脚のユニークな構造と技術、デザインを簡単にご紹介します。

フットウェア交換時

一脚使用時

パラレルロック
ナットロックに比べて幅広く作られて
おり、回しやすく、握りやすい構造です。
また、剛性と安定感を高めるために、各
パラレルロックにある程度の重さを持た
せて、重心を下げるように作られています。
※レジェンズレンジ・プロレンジに搭載

カーボンファイバー
カーボン三 脚には、150℃で 3 時間硬 化させてから
37℃で7日間休ませた、高純度なカーボンファイバーを
8 層重ねた炭素繊維強化プラスチックを使用。

マルチセクションコラム
センターコラムに複数段を設ける
ことで、コンパクトな収納が可能
になりました。また、コラムは取り
外し可能で、上下反転させること
でローアングルからの撮影ができ
ます。

互換性のある三脚用アクセサリー
さまざまな地形での撮影に対応できるように、豊富
なアクセサリーを用意しています。岩場などの複雑
な地面や、雪上などの柔らかい接地面など、いかなる
場所でも安定した撮影を可能にします。

取り外し可能な脚部
三脚の脚はいずれも取り外しが
できるので、一脚やブーム、照明
用アーム、自撮り棒など、さまざま
な使い方ができます。また、三脚
用アクセサリー（別売り）を使用
することで、簡単に卓上三脚へ
変身します。
※パンクス パティを除く

荷重重量比
三脚の耐荷重は一般的な三脚の 4倍以
上です。また、三脚本体の平均重量と平
均耐荷重の比率が 1:17と、本体重量に
比べて耐荷重性能が非常に高いです。

トライマウントプレート
三脚上部には、さまざまなアクセサリー
を取り付けるための 6 つの1/4 インチ
ネジ穴※と1つの3/8ネジ穴※、またスト
ラップなどを取り付けられる 3 つの凸
型ループが備えられています。
※レジェンズレンジ・プロレンジに搭載
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ブロンズ同梱 / ブルー グレー同梱 / グレー

レジェンズ バッキー & エアヘッド ビュー キット
Legends Bucky & AirHed Vu Kit 各 ¥84,810（税込）

5段の脚と3段のセンターコラムを備えた、スリーレッグドシング製品の中で最も高い
汎用性を誇るカーボン製トラベル三脚とボールヘッドのキットです。折りたたみ時は
41cm、重さ1.87kgと非常にコンパクトで持ち歩きやすいサイズ感でありながら、
最大190cmまで伸ばせるため、あらゆる撮影シーンで活躍できます。脚、センター
コラムともに取り外しが可能で、センターコラムを上下反転させた状態でのローアングル
撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。また、取り外した脚単体
や、センターコラムと接続することにより一脚やマイクブームとしても使用できます。

カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：5 段　コラム段数：3 段
全伸高：190cm（エアヘッド含む）　格納高：41cm　パイプ径：最大 26mm
最低高：21.3cm（エアヘッド含む）　重量：1.87kg（全オプション含む）　耐荷重：30kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）、ツールズ

ブロンズ BUCKYKIT 5056085300455　グレー BUCKYKITGREY 5056085300462

ブロンズ グレー

エアヘッド ビュー

格納時

41cm

ローアングル撮影時

グローブをしていても
操作しやすいラピッドラッチ

レジェンズレンジは、さまざまなシチュエーションに対応でき、なおかつ高い品質を備えたスリーレッグドシングの最上位シリーズです。O パッドによるパラレルロックの高い操作性、
手袋をしながらでも簡単に脚の角度を変えられるラピッドラッチレバー、また各段の継ぎ目にアンチローテーションシム「チキンリップス」を採用し、脚パーツの不要な回転を防ぎながらも
確実なロック操作と高い剛性を兼ね備えています。

 Legends Range
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プロ レオ 2.0 & エアヘッド プロ レバー キット
Pro Leo 2.0 & AirHed Pro Lever Kit 各 ¥59,180（税込）

プロ レオ 2.0　Pro Leo 2.0 各 ¥43,230（税込）

5段の脚と2段のセンターコラムを備えた、超コンパクトで携帯性に優れたカーボン製トラ
ベル三脚とボールヘッドのキットです。2kgに満たない重量、折りたたみ時は 37.4cm
と持ち運びやすいサイズ感ながら、載せる機材を幅広く選べる優れた耐荷重性能を持ち
合わせています。旅先のさまざまな撮影シーンではもちろん、プロフェッショナルな現場
にも対応できます。脚、センターコラムともに取り外しが可能で、センターコラムを上下反転
させた状態でローアングル撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。
また、脚とセンターコラムを接続することにより一脚やマイクブームとしても使用できます。

プロ レオ 2.0 & エアヘッド プロ レバー キット　カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：5段
コラム段数：2段　全伸高：146cm（エアヘッド含む）　格納高：37.4cm　パイプ径：最大23mm
最低高：21cm（エアヘッド含む）　重量：1.85kg（全オプション含む）　耐荷重：30kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）、六角レンチ
プロ レオ 2.0　カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：5 段　コラム段数：2 段
全伸高：137cm　格納高：37.4cm　パイプ径：最大 23mm　最低高：12.5cm
重量：1.52kg　耐荷重：30kg　同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ

ブロンズ LEOKIT2 5060244885448　グレー LEOKITGREY2 5060244885455
ブロンズ LEO2 5060244885424　グレー LEOGREY2 5060244885431

プロレンジ 2.0は、レジェンズレンジと同じくパラレルロックやチキンリップスを採用し、高い汎用性と携行性を両立しながらコストとのバランスを図ったカーボン三脚シリーズです。
プロフェッショナル向けの安定感とさまざまな機能、そして鮮やかな色合い、優れたデザインを備えています。パラレルロックにはローレット加工が施され、回しやすく、握りやすい
構造になっています。

 Pro Range

ブロンズ グレー

ブロンズ同梱 / ブルー グレー同梱 / グレー

エアヘッド プロ レバー

ローアングル撮影時

37.4cm

格納時
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プロ アルバート 2.0 & エアヘッド プロ キット
Pro Albert 2.0 & AirHed Pro Kit 各 ¥76,780（税込）

プロ アルバート 2.0　Pro Albert 2.0 各 ¥60,830（税込）

5 段の脚と3 段のセンターコラムを備えた、携帯性と機能性のバランスが取れたカーボン
製トラベル三脚とボールヘッドのキットです。持ち運びやすいサイズ感ながら、最高
190cm、最低 20cmと伸縮の幅が大きく、さまざまなロケーションでの撮影で幅広く
アングルを選ぶことが可能です。脚、センターコラムともに取り外しが可能で、センター
コラムを上下反転させた状態でのローアングル撮影や、各パーツを分解してコンパクトに
持ち運びができます。また、脚とセンターコラムを接続することにより一脚やマイクブーム
としても使用できます。

プロ アルバート 2.0 & エアヘッド プロ キット　カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：5段
コラム段数：3段　全伸高：190cm（エアヘッド含む）　格納高：43.1cm　パイプ径：最大26mm
最低高：20cm（エアヘッド含む）　重量：2.19kg（全オプション含む）　耐荷重：30kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）
プロ アルバート 2.0　カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：5段　コラム段数：3段
全伸高：181cm　格納高：43.1cm　パイプ径：最大 26mm　最低高：12.1cm　重量：1.87kg
耐荷重：30kg　同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ

ブロンズ ALBERTKIT2 5060244885486　グレー ALBERTKITGREY2 5060244885493
ブロンズ ALBERT2 5060244885462　グレー ALBERTGREY2 5060244885479

ブロンズ

ブロンズ

グレー

グレー

ブロンズ同梱 / ブルー

ブロンズ同梱 / ブルー

グレー同梱 / グレー

グレー同梱 / グレー

エアヘッド プロ

エアヘッド プロ

ローアングル撮影時

ローアングル撮影時

43.1cm

61.2cm

格納時

格納時

プロ ウィンストン 2.0 & エアヘッド プロ キット
Pro Winston 2.0 & AirHed Pro Kit 各 ¥79,970（税込）

プロ ウィンストン 2.0　Pro Winston 2.0 各 ¥64,020（税込）

3 段の脚と1段のセンターコラムを備えた、安定性と耐荷重に優れたカーボン三脚とボール
ヘッドのキットです。段数を抑えることで素早いセットアップができ、パイプ径最大 29mm
の太さにより耐荷重40kgを実現。安定感のある設置が可能で、風景やスタジオなどでの
撮影に適しています。脚、センターコラムともに取り外しが可能で、センターコラムを上下反転
させた状態でのローアングル撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。
また、脚とセンターコラムを接続することにより一脚やマイクブームとしても使用できます。

プロ ウィンストン 2.0 & エアヘッド プロ キット　カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：3段
コラム段数：1段　全伸高：194cm（エアヘッド含む）　格納高：61.2cm　パイプ径：最大29mm
最低高：23.1cm（エアヘッド含む）　重量：2.05kg（全オプション含む）　耐荷重：40kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）
プロ ウィンストン 2.0　カラー：ブロンズ、グレー　材質：カーボン　脚段数：3段　コラム段数：1段
全伸高：185cm　格納高：61.2cm　パイプ径：最大29mm　最低高：14.6cm　重量：1.73kg
耐荷重：40kg　同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ

ブロンズ WINSTONKIT2 5060244885523　グレー WINSTONKITGREY2 5060244885530
ブロンズ WINSTON2 5060244885509　グレー WINSTONGREY2 5060244885516
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パンクス コーリー 2.0 & エアヘッド ネオ 2.0 キット
Punks Corey 2.0 & AirHed Neo 2.0 Kit 各 ¥43,230（税込）

5段の脚と2段のセンターコラムを備えた、折りたたみ時の長さがシリーズ最短の
36.1cmになるコンパクトなマグネシウム合金製トラベル三脚とボールヘッドのキット
です。非常にコンパクトなサイズ感でありながら、耐荷重14kgと幅広い機材に対応でき
ます。脚、センターコラムともに取り外しが可能で、センターコラムを上下反転させた状態
でのローアングル撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。また、
脚とセンターコラムを接続することにより一脚やマイクブームとしても使用できます。
脚部に1/4インチネジ穴を設け、アームなどを直接取り付けられます。

カラー：ブルー、ブラック　材質：マグネシウム合金　脚段数：5段　コラム段数：2段
全伸高：146cm（エアヘッド含む）　格納高：36.1cm　パイプ径：最大23mm
最低高：18.4cm（エアヘッド含む）　重量：1.78kg（全オプション含む）　耐荷重：14kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）

ブルー COREYBLUE2.0 5060244885844　ブラック COREYBLACK2.0 5060244885851

パンクスレンジは、スリーレッグドシングならではの機能を盛り込みながらも、よりコストとのバランスを重視したエントリーグレードです。高い耐荷重性能を持ちつつも使い勝手がよく、
かつお手頃な価格帯を実現しました。

 Punks Range

ブルー ブラック

ラバーパッドとローレット加工の
組み合わせにより、グリップ力
が向上

ブルー同梱 / ブルー ブラック同梱 / ブラック

エアヘッド ネオ 2.0

ローアングル撮影時

36.1cm

格納時
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パンクス パティ & エアヘッド ミニ キット
Punks Patti & AirHed Mini Kit ¥26,070（税込）

4段の脚と1段のセンターコラムを備えた、レバーロック式のマグネシウム合金製三脚と
ボールヘッドのキットです。脚部ロック部分には耐久性の高いABS樹脂製のレバーロック
を搭載し、滑らかな動作が特徴的です。高い耐荷重性能を持ち、ほとんどのミラーレス
カメラや一眼レフカメラを載せるのに十分な10kgまで対応しています。センターコラム
を取り外し可能で、センターコラムを上下反転させた状態でのローアングル撮影ができ
ます。

カラー：ブラック　材質：マグネシウム合金　脚段数：4段　コラム段数：1段
全伸高：163cm（エアヘッド含む）　格納高：45.5cm　パイプ径：最大23mm
最低高：18.5cm（エアヘッド含む）　重量：1.55kg（全オプション含む）　耐荷重：10kg
同梱物：キャリーバッグ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）

ブラック PATTIBLACK 5060244885073

ブルー ブラック

ブラック

頑丈で耐久性のあるABS 樹脂で
形成されたフリップロック

ブラック同梱 / ブラック

エアヘッド ネオ 2.0

 エアヘッド ミニ

ローアングル撮影時

45.7cm

45.5cm

格納時

格納時

テーブルトップ三脚時

パンクス トラビス 2.0 & エアヘッド ネオ 2.0 キット
Punks Travis 2.0 & AirHed Neo 2.0 Kit 各 ¥43,230（税込）

4段の脚と1段のセンターコラムを備えた、ビギナー向けのマグネシウム合金製三脚と
ボールヘッドのキットです。持ち運びやすいコンパクトなサイズ、アイレベルを確保しや
すい高さ、最大18kgまでの耐荷重と、日常的に使用しやすい汎用性に優れたモデルで
す。脚、センターコラムともに取り外しが可能で、センターコラムを上下反転させた状態で
のローアングル撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。また、脚
とセンターコラムを接続することにより一脚やマイクブームとしても使用できます。脚部
に1/4インチネジ穴を設け、アームなどを直接取り付けられます。

カラー：ブルー、ブラック　材質：マグネシウム合金　脚段数：4段　コラム段数：1段
全伸高：166cm（エアヘッド含む）　格納高：45.7cm　パイプ径：最大23mm
最低高：18.8cm（エアヘッド含む）　重量：1.82kg（全オプション含む）　耐荷重：18kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）

ブルー TRAVISBLUE2.0 5060244885868　ブラック TRAVISBLACK2.0 5060244885875

ブルー同梱 / ブルー ブラック同梱 / ブラック
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プロ ウィンストン 2.0 & エアヘッド プロ キット
Pro 2.0 Winston & AirHed Pro Kit ¥79,970（税込）

材質：カーボン　脚段数：3 段　コラム段数：1段　全伸高：194cm（エアヘッド含む）
格納高：61.2cm　パイプ径：最大 29mm　最低高：23.1cm（エアヘッド含む）
重量：2.05kg（全オプション含む）　耐荷重：40kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）

ダークネス WINSTONKITDARK2 5060244886186

これまでの鮮やかな定番カラーに加えて、美しいアルマイト仕上げのマットブラック
カラー「ダークネス」が登場。スタジオや舞台裏、ネイチャーフォトグラファーなど、
なるべく目立ちたくない環境下での撮影や、定番カラー以外の選択肢のひとつとして、
新たなカラーが加わります。

Darkness Series

レジェンズ バッキー & エアヘッド ビュー キット
Legends Bucky & AirHed Vu Kit ¥84,810（税込）

材質：カーボン　脚段数：5 段　コラム段数：3 段　全伸高：190cm（エアヘッド含む）
格納高：41cm　パイプ径：最大 26mm　最低高：21.3cm（エアヘッド含む）
重量：1.87kg（全オプション含む）　耐荷重：30kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）、ツールズ

ダークネス BUCKYKITDARK 5060244886179

パンクス ビリー 2.0 & エアヘッド ネオ 2.0 キット
Punks Billy 2.0 & AirHed Neo 2.0 Kit ¥61,160（税込）

4 段の脚と1段のセンターコラムを備えた、軽量で持ち運びしやすい
カーボン製トラベル三脚とボールヘッドのキットです。重さ1.57kg、
耐荷重18kgと、自重のおよそ10 倍の耐荷重性能を持ち、幅広い機材を
載せることが可能です。脚、センターコラムともに取り外しが可能で、セン
ターコラムを上下反転させた状態でのローアングル撮影や、各パーツを
分解してコンパクトに持ち運びができます。また、脚とセンターコラムを
接続することにより一脚としても使用できます。脚部に1/4 インチネジ穴
を設け、アームなどを直接取り付けられます。

材質：カーボン　脚段数：4 段　コラム段数：1段　全伸高：166cm（エアヘッド含む）
格納高：45.7cm　パイプ径：最大 23mm　最低高：19.1cm（エアヘッド含む）
重量：1.57kg（全オプション含む）　耐荷重：18kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）

ダークネス BILLYDARK2.0 5060244886308

アラン 2.0 & ドックズ2 キット
Alan 2.0 & Docz2 Kit ¥32,010（税込）

材質：カーボン　脚段数：5 段　全伸高：156cm（ドックズ 2 含む）
格納高：49.5cm（ドックズ2含む）　パイプ径：最大32mm　最低高：49.8cm（ドックズ2含む）
重量：1.11kg（ドックズ 2 含む）　耐荷重：60kg
同梱物：ツールズ、ドックズ 2

ダークネス ALANKITDARK2.0 5060244886322

パンクス ブライアン 2.0 & エアヘッド ネオ 2.0 キット
Punks Brian 2.0 & AirHed Neo Kit 2.0 ¥63,030（税込）

5 段の脚と2 段のセンターコラムを備えた、携行性に優れたカーボン製
トラベル三脚とボールヘッドのキットです。格納高 42cmとコンパクトな
サイズでありながら、最高186cmまで伸ばすことができ、旅先でもさま
ざまなアングルを切り取ることができます。脚、センターコラムともに取り
外しが可能で、センターコラムを上下反転させた状態でのローアングル
撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。また、脚と
センターコラムを接続することにより一脚としても使用できます。脚部に
1/4インチネジ穴を設け、アームなどを直接取り付けられます。

材質：カーボン　脚段数：5 段　コラム段数：2 段　全伸高：186cm（エアヘッド含む）
格納高：42cm　パイプ径：最大 23mm　最低高：18.8cm（エアヘッド含む）
重量：1.68kg（全オプション含む）　耐荷重：14kg
同梱物：キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ（ボールヘッド用）

ダークネス BRIANDARK2.0 5060244886193

同梱のエアヘッド ビュー

レジェンズ バッキー &
エアヘッド ビュー キット

プロ ウィンストン 2.0 &
エアヘッド プロ キット

パンクス ブライアン 2.0 &
エアヘッド ネオ 2.0 キット

パンクス ビリー 2.0 &
エアヘッド ネオ 2.0 キット

アラン 2.0 &
ドックズ 2 キット

同梱のエアヘッド プロ

同梱のドックズ 2

同梱のエアヘッド ネオ 2.0 同梱のエアヘッド ネオ 2.0
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汎用性と耐久性を重視して設計された一脚シリーズです。トラベルサイズの「アラン」、
全伸高が 200cm を超える「トレント」の 2 種類を展開しています。「アラン」「トレント」
のどちらも人間工学に基づいたラバーグリップを装備しており、しっかりと握りながら
撮影に臨めます。

Monopod

キットに同梱のドッグズ 2 装着例 キットに同梱のドッグズ 2 装着例

トライマウントプレート 多用途に対応したプレート

アラン 2.0 & ドックズ2 キット
Alan 2.0 & Docz2 Kit ¥32,010（税込）

アラン 2.0　Alan 2.0 ¥23,980（税込）

5 段のカーボン製一脚と一脚ベース ドックズ 2のキットです。60kgまで対応する高い耐荷重性能を
持ちながら、重さ1.11kgと非常に軽量です。折りたたみ時は50cmを切るサイズで持ち運びができ、
機能性と携行性のバランスに優れています。ヘッド接続部はスプリング式のネジで、、1/4インチネジ
と3/8 インチネジの切り替えが簡単にできます。ボールヘッドやカメラの取り付けはもちろん、マイ
クブームなど幅広く対応します。また、トライマウントプレートの3つの凸型ループに、アクセサリー
などが取り付けられます。脚部にはパラレルロックを採用し、スムーズかつ確実な操作性を誇ります。

アラン 2.0 & ドックズ 2 キット　カラー：グレー　材質：カーボン　脚段数：5 段
全伸高：156cm（ドックズ 2 含む）　格納高：49.5cm（ドックズ 2 含む）　パイプ径：最大 32mm
最低高：49.8cm（ドックズ 2 含む）　重量：1.11kg（ドックズ 2 含む）　耐荷重：60kg
同梱物：ツールズ、ドックズ 2
アラン 2.0　カラー：グレー　材質：カーボン　脚段数：5 段　全伸高：148cm　格納高：44cm
パイプ径：最大 32mm　最低高：44cm　重量：615g　耐荷重：60kg　同梱物：ツールズ

グレー ALANKIT2.0 5060244885790
グレー ALAN2.0 5060244885783

パンクス トレント 2.0 & ドックズ2 キット
Punks Trent 2.0 & Docz2 Kit 各 ¥22,440（税込）

パンクス トレント 2.0　Punks Trent 2.0 各 ¥14,410（税込）

4 段のマグネシウム合金製一脚と一脚ベース ドックズ 2のキットです。200cm を超える全伸高を
誇り、幅広いアングルから被写体を狙うことができます。航空機グレードのマグネシウム合金を使用
しているため横方向への荷重にも強く、ブームとしても活躍します。ヘッド接続部はスプリング式の
ネジで、1/4 インチネジと3/8 インチネジの切り替えが簡単にでき、ボールヘッドやカメラの取り
付けに幅広く対応します。

パンクス トレント 2.0 & ドックズ2 キット　カラー：ブルー、グレー　材質：マグネシウム合金　脚段数：4 段
全伸高：208cm（ドックズ 2 含む）　格納高：65.5cm（ドックズ 2 含む）　パイプ径：最大 29mm
最低高：65.7cm（ドックズ2含む）　重量：1.22kg（ドックズ2含む）　耐荷重：30kg　同梱物：ツールズ、ドックズ 2
パンクス トレント 2.0　カラー：ブルー、グレー　材質：マグネシウム合金　脚段数：4 段
全伸高：202cm　格納高：60.4cm　パイプ径：最大 29mm　最低高：60.4cm　重量：728g
耐荷重：30kg　同梱物：ツールズ

ブルー TRENTKITBLUE2.0 5060244885981　グレー TRENTKITGREY2.0 5060244885998
ブルー TRENTBLUE2.0 5060244885967　グレー TRENTGREY2.0 5060244885974

44cm

60.4cm

格納時 格納時グレー ブルー グレー
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Model
Legends Range

BUCKY

バッキー

Pro Range

LEO 2.0

レオ 2.0

Pro Range

ALBERT 2.0

アルバート 2.0

Pro Range

WINSTON 2.0

ウィンストン 2.0 

材質 カーボン カーボン カーボン カーボン

全伸高
（エアヘッド含む）

190cm 146cm 190cm 194cm

全伸高
（エアヘッドなし）

180cm 137cm 181cm 185cm

全伸高
（コラムなし、エアヘッド含む）

133cm 112cm 132cm 149cm

全伸高
（コラム、エアヘッドなし）

122cm 103cm 123cm 141cm

最低高
（コラムなし、エアヘッド含む）

21.3cm 21cm 20cm 23.1cm

最低高
（コラム、エアヘッドなし）

11.6cm 12.5cm 12.1cm 14.6cm

一脚全伸高
（脚 +コラム、エアヘッド含む）

198cm 150cm 198cm 201cm

一脚全伸高
（脚 +コラム、エアヘッドなし）

188cm 141cm 189cm 193cm

格納高 41cm 37.4cm 43.1cm 61.2cm

脚段数 5 段 5 段 5 段 3 段

コラム段数 3 段 2 段 3 段 1 段

耐荷重 30kg 30kg 30kg 40kg

重量
（全オプション含む）

1.87kg 1.85kg 2.19kg 2.05kg

最大パイプ径 26mm 23mm 26mm 29mm

Legends Range / Pro Range / Punks Range

 Tripods & Monopod Specification
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Punks Range

COREY 2.0

コーリー 2.0

Punks Range

TRAVIS 2.0

トラビス 2.0

Punks Range

PATTI

パティ 

Pro Range

ALAN 2.0

アラン 2.0

Punks Range

TRENT 2.0

トレント 2.0

マグネシウム合金 マグネシウム合金 マグネシウム合金 カーボン マグネシウム合金

146cm 166cm 163cm - -

138cm 158cm 155cm - -

111cm 136cm 133cm - -

103cm 128cm 125cm - -

18.4cm 18.8cm 18.5cm - -

10.3cm 10.8cm 11cm - -

149cm 171cm - - -

142cm 163cm - 148cm 202cm

36.1cm 45.7cm 45.5cm 44cm 60.4cm

5 段 4 段 4 段 5 段 4 段

2 段 1 段 1 段 - -

14kg 18kg 10kg 60kg 30kg

1.78kg 1.82kg 1.55kg - -

23mm 23mm 23mm 32mm 29mm

 Tripods & Monopod Specification
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Model AirHed Vu AirHed Pro Lever AirHed Pro AirHed Neo 2.0

重量 366g 328g 323g 330g

耐荷重 40kg 40kg 40kg 18kg

高さ 10cm 8.8cm 8.8cm 7.7cm

ベース直径 3.8cm 3.8cm 3.8cm 3.8cm

プレートサイズ 3.8 × 3.8cm 3.8 × 3.8cm 3.8 × 3.8cm 3.8 × 3.8cm

互換性 38mm 標準 アルカスイス互換 38mm 標準 アルカスイス互換 38mm 標準 アルカスイス互換 38mm 標準 アルカスイス互換

エアヘッドシリーズは、高い耐荷重性能とスムーズな操作感を備えたボールヘッドです。
すべての雲台がパンニング可能で、自由度の高いアングル操作を実現しています。アル
カスイス互換で、クイックリリースプレートは簡単に取り外しができます。また、水準器
付きのベースクランプは取り外し可能で、一脚や三脚など、3/8 インチネジに直接取り
付けられます。

Airheds Ball Heads

エアヘッド ネオ 2.0　AirHed Neo 2.0 各 ¥14,410（税込）

スクリューノブ式のパンニング機能付きボールヘッドです。マグネシウム合金とステンレス鋼を使用
することで耐荷重18kgまで対応し、さまざまな機材を載せることができます。アルカスイス互換の
クイックリリースプレートが付属しています。

カラー：ブルー、ブラック　クランクタイプ：スクリューノブ　高さ：7.7cm　ベース直径：3.8cm
ボール直径：3cm　耐荷重：18kg　カメラ接続ネジ径：1/4 インチ　重量：330g
同梱物：クイックリリースプレート、ツールズ、マイクロファイバーバッグ

ブルー AHNEOBLUE2.0 5060244885943　ブラック AHNEOBLACK2.0 5060244885950

エアヘッド プロ レバー　AirHed Pro Lever 各 ¥27,280（税込）

高い安定性とロック機構を備えた、レバーリリース式のパンニング機能付きボールヘッドです。高剛
性のマグネシウム合金製ボールとスムーズなロック機構により、簡単かつ確実な操作性を実現してい
ます。40kg まで対応する高い耐荷重性能を有し、しっかりとカメラなどを支えます。また、使用
環境に合わせて、レバーの向きを切り替え可能です。アルカスイス互換のクイックリリースプレート
が付属しています。

カラー：ブルー、グレー　クランクタイプ：レバーリリース　高さ：8.8cm　ベース直径：3.8cm
ボール直径：3cm　耐荷重：40kg　カメラ接続ネジ径：1/4 インチ　重量：328g
同梱物：クイックリリースプレート、ツールズ、六角レンチ、マイクロファイバーバッグ

ブルー AHPRO-LV-BLUE 5060244885677　グレー AHPRO-LV-GREY 5060244885684

エアヘッド プロ　AirHed Pro 各 ¥25,630（税込）

高い安定性とロック機構を備えたスクリューノブ式のパンニング機能付きボールヘッドです。高剛性
のマグネシウム合金製ボールとスムーズなロック機構により、簡単かつ確実な操作性を実現しています。
40kgまで対応する高い耐荷重性能を有し、しっかりとカメラなどを支えます。アルカスイス互換の
クイックリリースプレートが付属しています。

カラー：ブルー、グレー　クランクタイプ：スクリューノブ　高さ：8.8cm　ベース直径：3.8cm
ボール直径：3cm　耐荷重：40kg　カメラ接続ネジ径：1/4 インチ　重量：323g
同梱物：クイックリリースプレート、ツールズ、マイクロファイバーバッグ

ブルー AHPROBLUE 5060244885639　グレー AHPROGREY 5060244885646

エアヘッド ビュー　AirHed Vu 各 ¥28,820（税込）

高い安定性とロック機構を備え、ボールを固定する内部機構を見ることができる窓を搭載したスク
リューノブ式のパンニング機能付きボールヘッドです。高剛性のマグネシウム合金製ボールとスムーズ
なロック機構により、簡単かつ確実な操作性を実現しています。40kg まで対応する高い耐荷重
性能を有し、しっかりとカメラなどを支えます。アルカスイス互換のクイックリリースプレートが付属
しています。

カラー：ブルー、グレー　クランクタイプ：スクリューノブ　高さ：10cm　ベース直径：3.8cm
ボール直径：3cm　耐荷重：40kg　カメラ接続ネジ径：1/4 インチ　重量：366g
同梱物：クイックリリースプレート、ツールズ、マイクロファイバーバッグ

ブルー AHVUB 5056085300493　グレー AHVUG 5056085300509

ブルー

ブルー

ブルー

ブルー

グレー

グレー

グレー

ブラック
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スリーレッグドシングでは、汎用型の L ブラケットと、カメラごとに専用設計された L
ブラケットを製造しています。三脚へ取り付ける際に、水平方向と垂直方向の切り替えを
スムーズに行うことができます。アルカスイス互換で、水平方向にも垂直方向にもカメラ
を安定して取り付けられます。専用設計の L ブラケットは、サイドポート、メモリカード
スロット、バッテリースロットへのアクセス性も考慮された設計です。

L-Brackets

ゼルダ　Zelda for Nikon Z5/Z6/Z6II/Z7/Z7II 各 ¥16,060（税込）

ニコン Z5、Z6、Z7、Z6II、Z7II専用のLブラケットです。ブラケットを装着したまま、サイドポート
やメモリカードスロット、バッテリースロットにアクセスでき、液晶モニターの動きにも干渉しない
ように設計されています。レンズリリースボタンや液晶モニターにアクセスしやすいよう、切り欠き
があります。また、側面に1/4 インチネジ穴が 1つ切られているため、アームなどを取り付けられ
ます。水平、垂直方向にカメラ落下防止用のピンを設置しています。

カラー：コッパー、グレー　サイズ：H8.5 × W10.6 × D3.8cm　重量：67g
同梱物：デュアルエンドレンチ、マイクロファイバーバッグ、脱落防止用ネジ

コッパー ZELDA-C 5060244885110　グレー ZELDA-G 5060244885127

ザーラ　Zaara for Nikon Z9 各 ¥23,980（税込）

ニコン Z9専用のLブラケットです。ブラケットを装着したまま、サイドポートやメモリカードスロット、
バッテリースロットにアクセスでき、液晶モニターの動きにも干渉しないように設計されています。
側面に1/4インチネジ穴、ベース裏側に1/4 インチ、3/8 インチネジ穴が切られているため、アーム
などを取り付けられます。また、ベースプレートにはストラップ等を取り付けられるホールも設けて
います。ベースプレートは伸ばすことができ、ヘッドホン端子とマイク端子へのアクセスが可能に
なります。また、垂直方向での取り付け時に、テザリングケーブルなどの干渉を防ぐことができます。

カラー：コッパー、グレー、ダークネス　サイズ：H13.5 × W12.2 × D3.8cm　ベース可動域：12.2-15.5cm
重量：146g　同梱物：デュアルエンドレンチ、六角レンチ、フラットツール、マイクロファイバーバッグ、脱落防止用ネジ

コッパー ZAARA-C 5060244886520　グレー ZAARA-G 5060244886537
ダークネス ZAARA-B 5060244886544

QR11 2.0　QR11-L 2.0 各 ¥9,680（税込）

ミラーレスカメラや一眼レフなど、さまざまなカメラボディに対応した汎用性の高い Lブラケットで
す。1/4 インチネジ穴が 2 つ切られているため、アームなどを取り付けられます。また、落下防止用
にストラップ取り付け用のスロットが設けてあります。側面のプレートはカメラに合わせて向きを
変えられます。

カラー：コッパー、グレー　サイズ：H8.7 × W11.5 × D3.8cm　重量：104g
同梱物：ツールズ、マイクロファイバーバッグ、脱落防止用ネジ

コッパー QR11-LC2.0 5060244885929　グレー QR11-LG2.0 5060244885936

QR11 フルボディ 2.0　QR11-FB 2.0 各 ¥11,220（税込）

さまざまなグリップ付きカメラボディに対応した汎用性の高い Lブラケットです。1/4 インチネジ穴
が 2 つ切られているため、アームなどを取り付けられます。また、落下防止用にストラップ取り付け
用のスロットが設けてあります。側面のプレートはカメラに合わせて向きを変えられます。

カラー：コッパー、グレー　サイズ：H12.5 × W11.5 × D3.8cm　重量：112g
同梱物：ツールズ、マイクロファイバーバッグ、脱落防止用ネジ

コッパー QR11-FBC2.0 5060244886001　グレー QR11-FBG2.0 5060244886018

コッパー

コッパー
コッパー

コッパー

グレー

グレー

グレー

ダークネス

グレー
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アルカスイス互換のクイックリリースプレートと、ボールヘッド用クランプです。

Plates and Clamps

QR7� ¥4,840（税込）
38 × 62mm のアルカスイス互換クイックリリースプレートです。1/4 インチネジでカメラへ
装着し、ラバーパットがカメラのズレを防ぎます。脱落防止ネジとストラップホールを備えてい
ます。

サイズ：H3.8 × W6.2cm　重量：53g

QR7 5060244884571

レバークランプ　Lever�Clamp� ¥12,870（税込）
エアヘッドビューとエアヘッドプロに装着できるアルカスイス互換のレバーリリース式クイック
リリースクランプです。3/8 インチネジで三脚などへ取り付けられます。レバーにロック機構
を備え、意図しないプレートロックの解除を防ぎます。使用環境に合わせて、レバーの向きを
切り替え可能です。

サイズ：H7.8 × W6.2 × D1.5cm　重量：87g（プレート含む）
同梱物：クイックリリースプレート、3/8 インチ三脚ネジ、六角レンチ、マイクロファイバーバッグ

LV-CL 5060244885264
プレート装着イメージ

ロキシー　Roxie�for�Canon�R5/R5c/R6� 各¥16,060（税込）
キヤノン EOS R5、R5C、R6 専用のLブラケットです。ブラケットを装着したまま、サイドポート、
メモリカードスロット、バッテリースロットにアクセスでき、液晶モニターの動きにも干渉しないよう
に設計されています。ベース部分にカメラネジと位置決めピンを備えているので、カメラをしっかり
と固定できます。また、側面に1/4インチネジ穴が 2 つ、ベース裏側に1/4インチネジ穴が1つ切ら
れているため、アームなどを取り付けられます。

カラー：コッパー、グレー　サイズ：H8.8 × W10.1 × D3.8cm　重量：88g
同梱物：デュアルエンドレンチ、マイクロファイバーバッグ、脱落防止用ネジ

コッパー ROXIE-C 5060244885806　グレー ROXIE-G 5060244885813

コッパー

グレー

QR4� ¥3,300（税込）
38mm 四方のアルカスイス互換クイックリリースプレートです。1/4 インチネジでカメラへ
装着し、ラバーパットがカメラのズレを防ぎます。脱落防止ネジと、四角にループ用のホール
を備えています。

サイズ：H3.8 × W3.8cm　重量：40g

QR4 5060244884526
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岩場や砂地、氷上や湿地など不整地での撮影においても、安定した設置を可能にする
三脚用アクセサリーです。すべてのアクセサリーが、1/4インチネジ穴と3/8 インチネジ
穴に対応します。

Footwear

ヴァンズ　Vanz� ¥11,220（税込）
通常サイズの三脚をミニ三脚へ変換できる石突です。（パンクス 
パティを除く）ステンレス鋼製スパイクに丈夫な ABS 製ボール
を被せたつくりで、岩場や柔らかい地面ではボールを取り外し
てスパイク石突として使用できます。卓上から不整地まで、
幅広い撮影シーンで活躍します。1/4 インチネジまたは、3/8
インチスレッドアダプターを使用して取り付けます。

高さ：11.2cm　入り数：3 個　重量：249g
同梱物：3/8 インチスレッドアダプター × 3、ゴムワッシャー × 3

PROVANZ 5056085300400

ヒールズ　Heelz� ¥7,260（税込）
コンクリートや岩のような硬い地面だけでなく、カーペットや
ビニールのような柔らかい場所へも使用できるスパイクです。
丈夫なステンレス鋼製で地形や天候を選ばず、長時間の使用に
も耐えられます。1/4 インチネジまたは、3/8 インチスレッド
アダプターを使用して取り付けます。

高さ：4cm　入り数：3 個　重量：133g
同梱物：3/8 インチスレッドアダプター × 3、ゴムワッシャー × 3

LEGHEELZ 5060244885769

リトルブーツ　Little�Bootz� ¥3,300（税込）
さまざまな地形や地面の状態に適したゴム石突です。ステンレス鋼
製ネジと耐久性のあるゴム素材を採用し、滑りやすい床面でも安定
します。1/4インチネジまたは、3/8インチスレッドアダプターを
使用して取り付けます。レジェンズ バッキー、プロ レオ 2.0、プロ 
アルバート 2.0、プロ ウィンストン 2.0に標準で付属しています。

高さ：3.4cm　入り数：3 個　重量：59g
同梱物：3/8 インチスレッドアダプター × 3、ゴムワッシャー × 3

LITTLEBOOTZ 5060244885820

ドックズ2　Docz2� ¥9,680（税込）
一脚に取り付けて足場を安定させる、一脚ベースです。ヘッド
部分の角度調節ができ、ミニ三脚としても使用可能です。コン
パクトながらも、耐荷重 20kg まで対応します。1/4 インチ
ネジまたは、3/8 インチスレッドアダプターを使用して、一脚
やカメラに取り付けます。

サイズ（展開時）：H8.5 × W29.5 × D29.5cm
格納高：16.5cm　耐荷重：20kg　重量：531g
同梱物：3/8 インチスレッドアダプター

DOCZ2 5060244885295

スティレッツ　Stilettoz� ¥9,680（税込）
ぬかるみなど柔らかい地面や、不安定な岩場での使用に適し
たスパイクです。三脚自体の高さを上げたり、強風時にも三脚
を地面へしっかりと固定します。表面にローレット加工を施し、
着脱時のグリップ力を高めています。丈夫なステンレス鋼製で、
1/4 インチネジまたは、3/8 インチスレッドアダプターを使用
して取り付けます。

高さ：9cm　入り数：3 個　重量：234g
同梱物：3/8 インチスレッドアダプター × 3、ゴムワッシャー × 3

LEGSTILZ 5060244885752

クロウズ　Clawz� ¥9,680（税込）
氷上や雪上、滑りやすい岩場などでの使用に適したスパイク
です。複数の爪がグリップ力を高め、雪や砂など柔らかい表面
でも荷重を分散し、三脚を安定して設置できます。丈夫なステ
ンレス鋼製で、1/4 インチネジまたは、3/8 インチスレッド
アダプターを使用して取り付けます。

高さ：3cm　入り数：3 個　重量：85g
同梱物：3/8 インチスレッドアダプター × 3、ゴムワッシャー × 3

LEGCLAWZ 5060244885776
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レイスは、移動中でも機材を素早く取り出したいフォトグラファーのための、機能性と
デザイン性に富んだメッセンジャーバッグです。バッグ表面には撥水・防汚加工された
ジャガード生地を使用。また、ショルダーストラップには滑らかで手触りの良いナイロン
生地を採用し、簡単に長さの調節ができます。バッグ側面からアクセスできる防水性・
密閉性の高い「フロッグ」ポケットは、濡れた衣服などを貴重な電子機器としっかり分けて
収納したり、悪天候時にはカメラをポケットに収納して安全に持ち運びができます。
自由に配置できる中仕切りには、ケーブルやフィルター、レンズクロスなど、バッグの底
で迷子になりがちな小物を収納するポケットが付いています。すべてのジッパーに、安心
の YKK 製ジッパーを採用しています。ラージ（20L）とミディアム（15L）の 2 サイズ
展開で、それぞれサファイア、エメラルド、オニキスの 3 色をご用意しています。

Toxic Wraith 
Camera Messenger

ラージ

ミディアム

サファイア

エメラルド

オニキス

ノート PC 収納イメージ

バッグの外側からアクセスできる
「フロッグ」ポケット

キャリーバッグのハンドル部に
取り付けできるパススルー付き

貴重品の収納に重宝する背面の隠しポケット

フロントパネル裏にも多くのポケットを装備

トキシックは、スリーレッグドシングの姉妹
ブランドで、常識に囚われないカメラバッグ
作りを目指しています。機材収納力と保護性、
快適な装着性、プロフェッショナルな現場で
求められる耐久性を盛り込みながら、スタイ
リッシュなデザインを提案します。

トキシック レイス ラージ
Toxic Wraith Large 各 ¥32,450（税込）

カラー：サファイア、エメラルド、オニキス
外寸：H29 × W41 × D19cm　内寸：H27 × W37 × D15cm　容量：20L　重量：1.45kg
収納可能ノートPC サイズ：15 インチ
同梱物：ショルダーストラップ、ショルダーパッド、レインフライ、中仕切り

オニキス WRAITH-ONYX-L 5056085300578　エメラルド WRAITH-EMER-L 5056085300615
サファイア WRAITH-SAPP-L 5056085300653

トキシック レイス ミディアム
Toxic Wraith Medium 各 ¥30,580（税込）

カラー：サファイア、エメラルド、オニキス
外寸：H24 × W37 × D19cm　内寸：H22 × W32 × D15cm　容量：15L　重量：1.3kg
収納可能ノートPC サイズ：13 インチ
同梱物：ショルダーストラップ、ショルダーパッド、レインフライ、中仕切り

オニキス WRAITH-ONYX-M 5056085300585　エメラルド WRAITH-EMER-M 5056085300622
サファイア WRAITH-SAPP-M 5056085300660
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サファイア

ラージ

ミディアム

エメラルド オニキス

大きく開き、使い勝手のよいフロントポケット 貴重品の収納に重宝する背面の隠しポケット

チェストストラップとウエ ストスト
ラップ使用イメージ

バッグの外側からアクセスができる
「フロッグ」ポケット

レインフライ装着イメージ

三脚キャリーストラップ使用イメージ

ミディアムサイズ、収納イメージ

ヴァルキリーは、快適性、保護性、優れた収納力、そしてクールなルックスを求めるフォト
グラファーのためのバックパックです。バッグ表面には撥水・防汚加工されたジャガード
生地を使用し、クッション性の高い背面パッドとショルダーストラップにより、快適な
装着感を実現します。バッグ背面からアクセスできる防水性・密閉性の高い「フロッグ」
ポケットは、濡れた衣服などを貴重な電子機器としっかり分けて収納したり、悪天候時
にはカメラをポケットに収納して安全に持ち運びができます。自由に配置できる中仕切り
には、ケーブルやフィルター、レンズクロスなど、バッグの底で迷子になりがちな小物を
収納するポケットが付いています。すべてのジッパーに、安心のYKK 製ジッパーを採用
しています。ラージ（25L）とミディアム（20L）の 2 サイズ展開で、それぞれサファイア、
エメラルド、オニキスの 3 色をご用意しています。

Toxic Valkyrie 
Camera Backpack

トキシック ヴァルキリー ラージ
Toxic Valkyrie Large 各 ¥44,990（税込）

カラー：サファイア、エメラルド、オニキス
外寸：H48 × W33 × D21cm　内寸：H45 × W29 × D12cm　容量：25L　重量：1.8kg
収納可能ノートPC サイズ：15 インチ
同梱物：メモリーカードウォレット、レインフライ、ウエストストラップ、チェストストラップ 、中仕切り

オニキス VALKYRIE-ONYX-L 5056085300554　エメラルド VALKYRIE-EMER-L 5056085300592
サファイア VALKYRIE-SAPP-L 5056085300639

トキシック ヴァルキリー ミディアム
Toxic Valkyrie Medium 各 ¥43,230（税込）

カラー：サファイア、エメラルド、オニキス
外寸：H44 × W33 × D19cm　内寸：H42 × W28 × D12cm　容量：20L　重量：1.6kg
収納可能ノートPC サイズ：13 インチ
同梱物：メモリーカードウォレット、レインフライ、ウエストストラップ、チェストストラップ 、中仕切り

オニキス VALKYRIE-ONYX-M 5056085300561　エメラルド VALKYRIE-EMER-M 5056085300608
サファイア VALKYRIE-SAPP-M 5056085300646



特約販売店

www.ginichi.co.jp

@ginichidistribution

@GinichiDistri

2023-02-5000

スリーレッグドシング カタログ VOL.1

※カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。価格は2023年2月のものです。また、商品の仕様と
価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。

スリーレッグドシング製品日本総代理店

銀一株式会社
https://www.ginichi.co.jp

@ginichi_corp


