プレスリリース

2017年7月27日
iPhone / iPad を本格的な動画撮影ツールに変える

iPhone / iPad 専用リグケース『iOgrapher』本日発売
フロンティアファクトリー株式会社（本社：東京都千代田区、代
表取締役：奥田 哲生）は、iPhone/iPad 専用の動画撮影用リグケ
ース「iOgrapher」
（アイオグラファー）シリーズを開発・販売す
る iOgrapher LLC（本社：米国カリフォルニア州、最高経営責任
者：Dave Basulto）から日本国内における代理店・販売権を獲得
し、同社のリグケース本体ならびに関連アクセサリーの販売を、
本日 2017 年 7 月 27 日から弊社 EC ストア（フロンティアファク
トリー・ダイレクトストア）ならびに各社 EC ストアで開始いた
します。

■iOgrapher の概要
iOgrapher（アイオグラファー）は、iPhone / iPad での動画撮影
をワンランクアップさせる新発想の動画撮影用リグケースです。
iPhone / iPad にケースのように装着すればリグシステム（撮影周
辺機器の取り付けベース）として機能し、両手持ちのハンドルで
安定したカメラワークが可能になります。
iOgrapher と iPhone / iPad があれば、もう動画撮影やライブ配信に高価な撮影システムやスタジオは必要ありません。

■iOgrapher の主な機能
iPhone / iPad を簡単に着脱

汎用規格の三脚穴を装備

各種交換レンズを装着可能

iPhone / iPad を押し込むだけで簡単に素早
く装着できるクリップシステムを採用して
います。iPhone / iPad の各モデル専用設計
なのでジャストフィットします。

ケースの底部に汎用的な 1/4-20UNC 規格の
三脚穴を装備しています。ハンドルにも三脚
穴を装備し、ランドスケープとポートレート
のどちらの撮影にも対応できるモデルもあ
ります。

iOgrapher 純正の交換レンズのほか、37mm
マウント径のサードパーティー製交換レン
ズを装着できます。

拡張用コールドシューを装備

両手持ちでカメラワークが安定

三脚なしでも自立可能

ケースの上部にライトやマイクなどの周辺
機器を簡単に装着できるコールドシューを
装備しています。必要に応じて撮影システム
を拡張することができます。

ケースの両サイドに特許取得済みのエルゴ
ノミックハンドルを装備しています。両手で
しっかり支えられるのでカメラワークが安
定します。

ケース単体でも自立できるデザインを採用
しています。水平な場所なら三脚なしでも
iPhone / iPad を自立させて撮影することが
できます。
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■iOgrapher 製品ラインナップ
●リグケース
iOgrapher
for iPhone 6/6s/7

iOgrapher
for iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus

外形寸法（HxWxD）：126 x 252 x 26（mm）
重量：約 118g
コールドシュー：2
三脚穴：2（ケース底部 1、右ハンドル 1）
付属品：レンズクリップ（37mm 径）

外形寸法（HxWxD）：126×252×26（mm）
重量：約 114g
コールドシュー：2
三脚穴：2（ケース底部 1、右ハンドル 1）
付属品：レンズクリップ（37mm 径）

製品コード：IOGPHOZ112
JAN コード：4937246049615

製品コード：IOGPHPZ111
JAN コード：4937246049622

希望小売価格：6,980 円（税別）

希望小売価格：6,980 円（税別）

iOgrapher
for iPad Air/Air2

iOgrapher
for iPad Mini 4

iOgrapher
for 9.7 インチ iPad Pro

外形寸法（HxWxD）
：179×354×28（mm）
重量：約 162g
コールドシュー：3
三脚穴：1（ケース底部）

外形寸法（HxWxD）
：157×300×50（mm）
重量：約 208g
コールドシュー：3
三脚穴：3（ケース底部 1、左右ハンドル各 1）

外形寸法（HxWxD）
：194×360×60（mm）
重量：約 308g
コールドシュー：3
三脚穴：3（ケース底部 1、左右ハンドル各 1）

製品コード：IOGPDAZ111
JAN コード：4937246049653

製品コード：IOGPDMZ112
JAN コード：4937246049646

製品コード：IOGPDPZ111
JAN コード：4937246049660

希望小売価格：6,980 円（税別）

希望小売価格：6,980 円（税別）

希望小売価格：7,980 円（税別）

※以下の２モデルはフロンティアファクトリー・ダイレクトストア限定商品です。
iOgrapher
for iPhone 5/5s/SE

iOgrapher
for iPad Mini

外形寸法（HxWxD）：111×222×34（mm）
重量：約 73g
コールドシュー：2
三脚穴：1（ケース底部）

外形寸法（HxWxD）：145×299×28（mm）
重量：約 122g
コールドシュー：3
三脚穴：1（ケース底部）

製品コード：IOGPHOZ111
JAN コード： 4937246049608

製品コード：IOGPDMZ111
JAN コード：4937246049639

希望小売価格：5,980 円（税別）

希望小売価格：6,980 円（税別）
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●アクセサリー
iOgrapher
2x レンズ

iOgrapher
0.45x ワイドレンズ（+マクロ）

レンズ倍率：2.0 倍
取付径：37mm
重量：約 49g
付属品：レンズキャップ、キャリングポーチ

レンズ倍率：0.45 倍（ワイド）／ 3.0 倍（マクロ）
取付径：37mm
重量：約 50g ／ 約 18g（マクロレンズ単体）
付属品：レンズキャップ、キャリングポーチ

製品コード：IOG02RZ111
JAN コード：4937246049677

製品コード：IOG045Z111
JAN コード：4937246049691

希望小売価格：4,980 円（税別）

希望小売価格：4,980 円（税別）

iOgrapher
12x 望遠レンズ

iOgrapher
アクセサリーパック

レンズ倍率：12.0 倍
取付径：37mm
重量：約 58g
付属品：アダプターリング、クリーニングクロス

外形寸法（HxWxD）：224×273×75（mm）
重量：約 403g
付属品：サブポーチ、カラビナ

製品コード：IOG12RZ111
JAN コード：4937246049684

製品コード：IOGASPZ111
JAN コード：4937246049707

希望小売価格：6,980 円（税別）

希望小売価格：7,980 円（税別）

＜掲載用連絡先＞

＜プレスからのお問い合わせ＞

フロンティアファクトリー株式会社
http://www.frontierfactory.co.jp/

フロンティアファクトリー株式会社

iOgrapher 公式サイト
http://www.iographer.jp

広報担当：橋本

iOgrapher Facebook
https://www.facebook.com/iOgrapherJp

東京都千代田区一番町 20-3 プレミエール一番町 101
pr@frontierfactory.co.jp

