
 

 

 

 

マスタープライムレンズ 

ツァイスシネレンズ最高の品質を誇る ハイスピード単焦点レンズシリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARRI とツァイスの共同開発によって誕生した、非常に高精細なハイスピード単焦点レンズシリーズです。 

 PL マウントレンズの中でも、明るさ、解像度、対ディストーション、対色収差、対フレア性能などの点で最も優れた

レンズです。 

 すべてのレンズにおいて絞り開放値が T1.3 と非常に明るいため、低照度の現場でもパフォーマンスを発揮します。 

 絞り開放時でも画面全域にわたって均一な明るさと解像度を維持します。 

 フォーカス送り時の画角変動(ブリージング)を極限まで抑える工夫がなされています。 

 非球面レンズを採用し、レンズの大型化を抑えつつ明るさを維持し、より解像度を得るための設計となっています。 

 ツァイス独自のコーティング技術 T*XP 抗反射コーティングにより、レンズ内部の反射を抑え、最適な色バランスを

再現します。 

 9 枚のアイリス羽により、丸く自然なハイライトボケを再現します。 

 ウルトラプライム、コンパクトプライム、ウルトラ 16 などのツァイスレンズとカラーマッチングが取れています。 

 精確で見やすいスケール指標を採用しています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ラインアップ 絞り値 MOD※1 全長※2 前玉外径※3 重量 絞り羽根 LDS イメージサークル

マスタープライム 12mm T1.3 to T22 0.40m 249 mm φ 156mm 2.9kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 14mm T1.3 to T22 0.35 m 224 mm φ 114 mm 2.4 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 16mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.2 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 18mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.2 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 21mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.4 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 25mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.3 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 27mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.2 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 32mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.3 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 35mm T1.3 to T22 0.35 m 205 mm φ 114 mm 2.2 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 40mm T1.3 to T22 0.40 m 205 mm φ 114 mm 2.3 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 50mm T1.3 to T22 0.50 m 205 mm φ 114 mm 2.7 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 65mm T1.3 to T22 0.65 m 205 mm φ 114 mm 2.6 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 75mm T1.3 to T22 0.80 m 205 mm φ 114 mm 2.8 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 100mm T1.3 to T22 1.00 m 205 mm φ 114 mm 2.9 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 135mm T1.3 to T22 0.95m 224mm φ 114 mm 2.8 kg 9枚 ○ スーパー35

マスタープライム 150mm T1.3 to T22 1.50 m 262 mm φ 134mm 4.0 kg 9枚 ○ スーパー35

マスターマクロ　100mm T2.0/4.3 to T22 0.35 m 202,7 mm φ 114 mm 2.6 kg 9枚 ○ スーパー35

※1　MOD・・・最短撮影距離　フォーカスが合う最短の撮像面から被写体までの距離

※2　全長・・・マウント面から筐体前端までの距離

※3　前玉外径・・・マットボックスを装着するレンズ筐体前端部の直径

超広角レンズや前玉外径および筐体の大きなレンズには、専用のマットボックスやケースを同時にご用意頂くことをお奨め致します。

レンズサポートLS-9

マスタープライム2本用ケース カ スタマイ ズ可能

レンズサポートLS-9

■マスタープライム14～135mm用ケース

カスタマイズ可能マスタープライム12mm専用ケース

カスタマイズ可能

備考

マスタープライム150mmに装着するためのアダプタ

■マスタープライム150mm専用アクセサリ

品名

マスタープライム150mm専用ケース

　-　フィルタフレームセーフ

　-　LMB-25クランプアダプタ134mm

4ｘ5.65"ライトウエイトマットボックスLMB-25　2ステージセット

カスタマイズ可能マスターマクロ100mm専用ケース

マスタープライム4本用ケース

マスタープライム1本用ケース

品名 備考

カスタマイズ可能

カスタマイズ可能

■マスターマクロ 100mm専用アクセサリ

レンズを19mmロッドでサポート

品名 備考

フィルタフレーム落下防止用レバー

大前玉外径に対応するクリップオンマットボックス

品名 備考

6.6"×6.6"ライトウエイトマットボックスLMB-6　2ステージセット

　-　LMB-6 クランプアダプタ156mm

■マスタープライム12mm専用アクセサリ

広角、大前玉外径に対応するクリップオンマットボックス

マスタープライム12mmに装着するためのアダプタ

フィルタフレーム落下防止用レバー　-　フィルタフレームセーフ

レンズを19mmロッドでサポート

　　　　　
　　　　　　　　　　　株式会社 ナックイメージテクノロジーはカールツァイス公認シネレンズサービスセンターです。

　　　　　　　　　　　シネレンズを最適な状態に整備する体制を整え、お客様にメーカ基準のアフターサービスをご提供致します。


