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LED 1512 個

出力 300W

電源供給 ACアダプター /  V マウントバッテリー２個

出力調光 ０-100％ （１％ステップ）

色温度調光 3000~5600K （50Kステップ）

照射角度 10°-360°

演色評価指数 95(RA)

照度（lux/1m) 7640

サイズ 1215x615x4mm

重量 シート LED：1.36kg　コントローラー：3.55kg

お届け品 本体、AC/DC電源部、電源ケーブル、
 グリッド付ソフトボックス、専用ケース、
 Xブラケット、スタンド雲台

LED 1848 個 ×0.5w デイライト／ 1848個 ×0.5wタングステン

出力 600W

電源供給 ACアダプター /  V マウントバッテリー２個

出力調光 ０-100％ （１％ステップ）

色温度調光 3000~5600K （50Kステップ）

照射角度 10°-360°

演色評価指数 96(RA)（タングステン側 3000Kでは 98.3）

照度（lux/1m) 15300（5600K）／ 13500（3200K）

サイズ 1210x1210x4mm

重量 シート LED：3.27kg　コントローラー：6.22kg

お届け品 本体、AC/DC電源部、電源ケーブル、外枠、
 ブラケット、グリッド、ディフューザー、専用ケース

専用ケース
付属

ロールフレックスLEDバイカラー300W（ソフトボックス付）
¥140,000

RX-48TDX

ロールフレックスLEDバイカラー600W（フレーム、ディフューザー付）
¥250,000

RX-120TDX
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LED

出力

色温度

電源供給

調光（無段階）

照射角度

演色評価指数

出力調整

実測光量

照度（lux/1m)

サイズ

重量（シート LED/ 電源部）

お届け品

280個

34W

5600K

1/60s f2.8 1/2 ISO400 1m

1230

46x32cm

0.3kg / 0.5 ㎏

504個

100W

3000 ～ 5600K

1/60s f8.0 1/3 ISO400 1m

3360

61×46 ㎝

0.5Kg / 0.5Kg

504 個＋0.5w

100W

1/60s f8.0 ISO400 1m

2960

121×24 ㎝

0.5Kg / 1.0Kg

ACアダプター /  V マウントバッテリー

光量：10-100％ 

10°-360°

95(RA)

無段階

本体、ACアダプター、キャリングケース、Xブラケット

RX-12T
280 個

50W

1/60s f2.8 1/2 ISO400 1m

1989

46x32cm

0.3kg / 0.5 ㎏

RX-12TD RX-18TD RX-29TDX

超極薄、超軽量で、様々な場所に設置できる
シート型 LED ライト

RX-12T ロールフレックスLEDデイライト   ¥27,500
RX-12TD ロールフレックスLED色温度可変50W  ¥36,000
RX-18TD ロールフレックスLED色温度可変100W  ¥40,000
RX-29TDX ロールフレックスLED色温度可変ストリップタイプ ¥45,000

RXロールフレックス LEDシリーズは、
様々な設置場所にセッティングできるシート型の LEDライトです。
丸めたり、マジックテープで貼り付ける、
ライトスタンドに立てるなど、設置場所は工夫次第で広がります。
奥行が狭く、引きが取れない場所で
マジックテープを使用して設置したり、
軽量、極薄のシート状なので、
天井高の低い場所でもトップライトとしての設置も容易です。
付属のエックスブラケットで
別売のライトスタンドへの装着も可能になります。
電源部にはVマウントバッテリープレートも装備されており、
バッテリー（別売）での運用も可能です。

丸めたり形を変形できるので様々なシチュ
エーションに対応できます。

RX-18TD / RX-29TDXは 3000~5000Kで色温度調整可能です。

RX-12T専用ソフトボックス
[RX-12SB] 5,000円

RX-18TD専用ソフトボックス
[RX-18SB] 6,000円

RX-29TDX専用ソフトボックス
＆ハニカムグリッド
[RX-29SBHC] 10,000円

アクセサリー

FALCON EYES 社は、1993 年に香港で創業。モノブロックストロボから LED ライトまで、撮影用照明機材を中
心に幅広いラインナップのスタジオ用品を開発製造しています。近年はロールフレックス LED ライトが世界中で
大ヒット。FALCON EYES 社の名前を一躍有名にしました。プロ機材ドットコムは 2001 年の創業時より
FALCON EYES 社の製品を取り扱い、日本向け仕様への提言や日本市場に受け入れられる製品開発を共同で行っ
ています。また、日本最大の FALCON EYES 製品販売店として修理、パーツ供給、メンテナンス等を担っています。

当社でご購入いただいた製品につきましては、沖縄本社にて修理・メンテナンス、パーツ供給を行っております。
電源を伴う製品（バッテリー使用製品も含む）については 1 年間の保証内無償修理を行っています。また、ご使
用状況に応じた製品のカスタマイズや、弊社取扱い品以外のお取り寄せ、大量ご注文のお見積り等についても、お
気軽にお問合せください。

FALCON EYES社について



従来のシートタイプ LED では色温度がデイライト～タングステン（色温度：
3000Kから 5600K）でしたが、新タイプは色温度は 2700-9999Kで調整可
能に！調整の幅が大幅にアップしました。また、色温度の変更だけではなく、
RGBの３色の LEDも追加されたことで、どんな色も自由に作ることができる
ようになりました。赤、緑、青をそれぞれ0～255の256段階で調整可能。また、
RGB で調整した色にさらにデイライトやタングステン光を組み合わせていく
ことも可能です。これまで、カラーフィルタを使用しなければ作れなかった光
が簡単に作れます。大きいカラーフィルムを用意する必要がないほか、カラー
フィルムよりも色の微調整が可能なので使い勝手が非常に良いライトです。

軽量コンパクトでバッテリーでも使用可能な撮影用シート LED、RA95
と高演色です。ソフトボックスとグリッドもついたお得セットです。

シューに装着、オンカメラでも使い
やすいサイズと、AC、DCどちらで
も使用可能な利便性。スチル撮影か
らムービー撮影まで可能な高演色
の撮影用 LED ライト。3000K から
5600K の色温度可変の他に RGB
のチップがプラスされ、お好みの色
を作ることが可能になりました。縦
に設置することも可能です。

ロールフレックスLEDライト100w 
RGB&色温度調光タイプ
ソフトボックス＆グリッド付きセット
¥80,000

RX-718-K1

ロールフレックスLEDライト150w 
RGB&色温度調光タイプ
ソフトボックス＆グリッド付きセット
¥120,000

RX-724-K1

ロールフレックスLED ライト
RGB&色温度調光
オンカメラタイプ
¥40,000

T12
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新しいRGB&色温度調光タイプは
従来のシートLEDからさらに進化！

100w
デイライト 2200、タングステン 2000

46x61cm
シート LED：0.76kg　電源部：0.5 ㎏

ソフトボックス：0.82Kg　一式（ケース含）：5.5kg

2700-9999K
0-100％
95＋(CRI)
AC100-240V

ACアダプター / V マウントバッテリー
150w

デイライト 3790、タングステン 3500
62x62cm

シート LED：1.14kg　電源部：0.5 ㎏
ソフトボックス：1.0Kg　一式（ケース含）：6kg

品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

ACアダプター / SONY NP-F L バッテリー
50W
1160

34×32.5×3.7cm
0.63kg

RX-718-K1 RX-724-K1 T12

色温度可変＆RGBで好きな色に調光可能！　背景への色付けや特殊撮影、どんな雰囲気の色も作れます。



シューに装着、オンカメラでも使いやすいサイズ、スチル
撮影からムービー撮影まで可能な高演色の撮影用 LED
ライト。デイライト～タングステンの他に RGB のチッ
プ搭載。お好きな色のニュアンスをプラスでき、ちょっと
した補助光に便利なオンカメラRGBライトです。

撮影用LED
RGB&色温度調光可能
¥40,000

T8
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品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

2500-9000K
0-100％

2500K：97、5500K：92、9000K：97（CRI）
--

充電式内蔵バッテリー
12w

295-319
15.6×8×1.5cm

0.3kg

F7
3000-5600K
0-100％
95＋(CRI)
AC100-240V

ACアダプター / SONY NP-F L バッテリー
30W
1060

22.4×14.9×4.5cm
0.77kg

T8

小型でもカラー自由自在！
オンカメラタイプで
アクセント色をプラス。

3000ｍAh のバッテリー内蔵でフルパ
ワーで 110 分点灯。非常用ライトにも
なります。

小型のオンカメラライトであ
りながらメタルフレームで安
心の強度。

RGB色温度可変
ポケットライト
¥18,000

F7



400w以上のクラスの大光量 LEDライトのラインナップが充実しました！
演色性が高く色温度や光量が無段階でコントロール可能。

大型のライトでも、修理やメンテナンスは国内の技術者が行うので安心です。

400Wパネルライト
RGB色温度可変タイプ
¥300,000

D-S812

100Wパネルライト
RGB色温度可変タイプ
¥90,000

D-S711

800Wスカイライト
¥280,000

U-8

480w
フレネルLEDライト
¥200,000

CLL-4800TDX

5

本格スタジオ用、
超大光量大型LEDライト

品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

2800-9999K

95（CRI）

400W
D:8890 / T:10700
72.5x49.3x23.5cm

14.4kg

D-S812
3000-5600K

96（CRI）

100W
D: 2300 / T: 2050
42.5x41.5x12.5cm

9.2kg

D-S711

0-100％

ACアダプター / V マウントバッテリー
AC100-240V

品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

3000-8000K
0-100％
95（CRI）

AC100-240V
ACアダプター 

800W
D: 81800 / T: 40000
75x75x23.7cm
22.6kg

U-8

品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

3000-8000K
0-100％
95（CRI）

AC100-240V
ACアダプター 

480W
広角側 14100、フォーカス 82700

45x35x40cm
10.12kg

CLL-4800TDX



演色性の高い小型フレネルライトは様々なア
クセサリーと組み合わせることで、自在な表現
を可能にします。オプティカルスヌートを使え
ば、一味違う演出に。

デイライト～タングステンは 4段階、RGBで様々なカラーやエフェクト効果も作れる演出用ライト。

120w で小型軽量のフレネル
LED ライト。バーンドアやソフ
トボックス、オプティカルス
ヌート等使えるアクセサリーが
多いのも魅力です。

120W
ミニフレネルLEDライト
¥90,000

P-12

LEDスティックライトセット
¥160,000

IRISA-9K8
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小型フレネルLEDと
アクセサリーで
光の表現思いのままに。

品番
色温度

演色評価指数
電源

電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

3000Kもしくは 5600K（固定）
95（CRI）

AC100-240V
ACアダプター / V マウントバッテリー

120W
広角側 7150、フォーカス 19900

31x15x15cm
灯体：1.93kg、電源部：0.75kg

P-12

品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

3200K/4500K/5600K/6500K
0-100％
95（CRI）

AC100-240V
ACアダプター / V マウントバッテリー
IRISA910：20w、IRISA905 ：10w
IRISA910：90、IRISA905 ：48

IRISA910：100㎝、IRISA905 ：50㎝
灯体 IRISA910：0.62kg

IRISA905 ：0.31kg、電源部 1.25kg

IRISA-9K8

RGBで様々なエフェクトが作れる、用途多様なスティックチューブライト

金属プレートやカラーフィルターの
組み合わせで様々な影を作りだし、
映像に特別なニュアンスを加えます。

■お届け内容
オプティカルスヌート本体（ボーエ
ンズマウント）、カラーフィルター 6
枚、ゴボプレート 16枚、アダプター
プレート 1枚

■お届け内容
灯体（IRISA905：4本、IRISA910：4本）、
電源部、Vマウントプレート、ケーブル、
ケース

オプティカルスヌート
¥50,000

FTA-OS3

アクセサリー



新発想の LEDライトSO-TDシリーズは、ムラなく
非常に柔らかい光が創れる LED ライトです。従来
のように個々LEDの粒は見えませんが、柔らかく均
一にディフューズ（拡散）した光を提供します。柔ら
かな面光源は、人物撮影から商品撮影などの物撮
り、スチルでもムービーでもワイドに対応できる撮影
照明です。それはまるで発光するレフ板ともいえるキ
レイな丸型で、ポートレートのキャッチライトが簡単
に創ることができます。U 字型ブラケットが標準装
備となり安定した角度調節ができます。

人気のラウンドLED に 300W 超大光量タイプが新登場！直径 60 ㎝と従
来品 68W とほとんど変わらないサイズでありながら、明るさパワーアップ。
約 3 倍の明るさを実現しました。DMXコントロールも可能でプロの現場の
期待に応えます。

左：SD-TDシリーズ
右：四角形ソフトボックス

SO-TD シリーズの丸型 LED は、
人物撮影のキャッチライトが丸く
自然な仕上がりとなります。

演色評価指数 Ra95、電源出力 (0-100%)と色温度 (3000K-5600K) は内臓タッチス
クリーンで無段階調整可能です。

SO-TDラウンドLED-68W
¥92,000

SO-68TD

SO-TDラウンド 超大光量300wLEDライト
¥180,000

SO-300TDX

SO-TDラウンドLED-48W
¥55,000

SO-48TD

SO-TDラウンドLED-28W
¥36,000

SO-28TD
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品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

2800-6500K

97（CRI）
AC100-240V

ACアダプター /  V マウントバッテリー
300W

D: 7200 / T: 6300
78x70x10cm
9.3kg

SO-300TDX
3000-8000K

-
 
68W
1680

68.5x67x6.5cm
4.1kg

SO-68TD
3000-5600K

95(RA)
-
 
48W
1260

48.5x46.5x6.5cm
2.33kg

SO-48TD
3000-8000K

-
ACアダプター 

28W
623

37x34x6cm
1.13kg

SO-28TD

0-100％

AC アダプター / SONY NP-F L バッテリー x2 / V マウントバッテリー

パ ワ ー ア ッ プ ポ イ ン ト

サイズは 60 ㎝ながら大光量 300W

色温度 2800-6500K までの調光可能

DMX512 が使用可能

キャッチライトが映える、
キレイな丸形 LEDライト



極薄スクエアLED 66W
¥80,000

SO-66TD

極薄スクエアLED 60W
¥65,000

SO-60TD

極薄スクエアLED 88W
¥100,000

SO-88TDX

8

厚さ僅か 15 ㎜！
極薄スリム！！ LED

出力

色温度

電源供給

調光（無段階）

照射角度

演色評価指数

出力調整

照度（lux/1m)

サイズ

重量

お届け品

200個

40W

5600K 921/3000K 888

385×350×60mm

1.9kg

300 個

60W

5600K 1140/3000K 1110

495×480×60mm

3.1kg

5600K 1140/3000K 1290

680×405×60mm

3.3kg

SO-40TD SO-60TD
330 個

66W

SO-66TD

5600K 1940/3000K 1660

670×700×90mm

5.9kg

440 個

88W

SO-88TDX

ACアダプター / SONY NP-F L バッテリー x2 / V マウントバッテリー

光量：0-100％ / 色温度：3000-5600K

65°

95(RA)

無段階

本体、ACアダプター、キャリングケース、V-NPF 変換プレート

色評価指数 Ra95、電源出力 (0-100%)と色温度 (3000K-5600K) は
内臓タッチスクリーンで無段階調整可能です。

3000-5600K

柔らかな面光源は、人物撮影から商品撮影などの物撮り、
スチルでもムービーでもワイドに対応できる撮影照明です。
それはまるで発光するレフ板ともいえるキレイな角形で、
写り込みが激しい商品撮影も
見たままの結果で撮影できます。

柔らかく均一にディフューズした
面光源の極薄スクエア LED ライト



C o m p a c t  y e t  P O W E R F U L

M A D E  I N  T A I W A N

Skier SUNRAY スポット160w LED 
¥120,000

AAA507K4

Skier SUNRAY 
スポット160wLED
専用広角アダプター
¥6,000

AAA5071

品番
色温度

調光（無段階）
演色評価指数

電源
電源供給
出力

照度（lux/1m)
サイズ
重量

5200K
0-100％
97（CRI）

AC100-240V
ACアダプター 

160W
39886

22x10x9.5cm
1.6kg

AAA507

小型軽量なのに最も効率の良いLEDライト

これまでの 200Wの大型 LEDや HMI ライトに
代わる新たな強力光源になります。小型軽量で
ディフューザーはソフトボックスで十分。3 台
セットでも女性一人で持ち歩けるほどのコンパク
トさです。

光が非常に柔らかく均一に広がります。
照射角 100度。

■お届け内容
灯体、AC アダプター、雲台、
ハニカム付きバーンドア、
ケーブル、ソフトケース

ストロボマウントアダプター
（ミニマウント→ボーエンズ）
¥5,000

MC-MNBW

外径 95mmのミニマウントを、種類豊富な
ボーエンズマウントに変換するアダプター。
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Skier SUNRAY 
スポット160w
LED 3灯セット
¥360,000

AAA507K4

■お届けセット内容
Skier SUNRAY スポット 160wLED×3
専用広角アダプター ×2 / ハニカム付バーンドア ×1
専用ケース（ケースサイズ：49 X 37.5 X 26 cm）

ワークフローが変わる！同じ光量でもこんなに差が出ます

■セッティング例

■実際に撮影したもの

従来品 
Skier 200WフレネルLED SUNRAY 160Wスポット

x3
x3

x3

x2

x1

x3

x3

x2

x2

SUNRAY スポット160wLEDは
こんなにコンパクト。
従来品（当社製品）
Skier 200Wの大型LEDでは
男性3人がかりで運ば
なくてはならない物量が、
女性1人でも楽々運べます。

従来品 Skier 200WフレネルLED SUNRAY 160Wスポット

従来品 Skier 200WフレネルLED SUNRAY 160Wスポット
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俯瞰で料理も取れる優れもの自撮りやポートレート撮影、動画配信に最適。

ビューティーライト
（マットホワイト )

¥37,000

KD-BL48LED-W/P

スマホ動画配信にも最適。柔らかい光とキレイなキャッチ
ライトが魅力。リング状のキャッチライトが魅力的な
ビューティーライト。モデルのようなキレイな瞳で写真や
動画を撮影することが可能です。鏡が付属しており、メイ
クルームに常備可能。また、スマートフォンホルダーも付
属しており、スマートフォンを使ったライブ動画配信にも
威力を発揮します。ライトの角度も調整可能なため、テー
ブルと水平に設置し、料理動画やネイル動画の撮影など
も容易に行うことが可能です。色温度と光量の調整がで
き、小物撮影、人物撮影、料理撮影などイメージに合わせ
たライティングをすることが可能です。

電源 AC100-240V

サイズ 内径 30.5 ㎝　外径 45.6cm

重量 1500g

色温度 3200-5600K

明るさ 2700 Lm

RA 95

出力 48W

お届け内容 本体、電源コード、ミラー、フレキスマホホルダー

瞳
に
綺
麗
な
キ

ャ
ッチライト

LED
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LED

最大出力 60Wの LEDライトです。デイライト、タングステンの 2 種からお選び
いただけます。ボーエンズマウントを採用し、豊富なアクセサリーを使用可能。

※アクセサリー類は別売になります。

60w単板 LEDライト
（デイライト）
¥46,000

EL-600

LED 独特の眩しさを極限まで
抑え、照射範囲が格段に広く
なった円形 LEDライトです。

E26口金のランプホルダーが余ってる、でもいくら白熱電球が大光量でもタングステン色だし、
電力消費大きいし、寿命短いし、何より危険だし…とお思いの方に最適な写真用LED電球の登場です。
発色はデイライト（太陽光色）5300-5500Kで、消費電力はLED電球としては驚きの50w！
演色指数は Ra95 を達成しました。ヒートシンクと冷却ファンを併用することで熱ダレを防止。素手で
触っても火傷する心配はありません。弊社パラソライトプラス（PRP-50/PRP-75）にも使用可能！
LED-50Rは、Phorographyledアプリを使用することで調光が可能！（Phorographyledアプリ不使
用時は30%光量で固定）冷却ファンの音が発生しますが、フリッカーフリー設計のため、録音に影響し
ない場所なら動画にも使用可能です。 

■出力：12W ■色温度：3200-5600K
■演色評価指数：90(RA)
■電源 ( オプション )：ソニー L 型バッテリー、ACアダプター
■サイズ：205×162×28mm ■重量：270g

12w円形 LED
ライトパッド
¥7,500

LED-112R
LED 独特の眩しさを極限まで抑え、照射範囲が格段に広くなった
横長 LEDライトです。

RX ロールフレックス LED シリーズで
唯一カメラに装着できるシート型の
LEDライトです。丸めたり、囲ったり、マ
ジックテープでアクセサリーを貼り付け
るなど、他には無い自由度が売りです。

■出力：15W　■色温度：3200-5600K
■演色評価指数：93(RA)
■電源 ( オプション )：ソニー L 型バッテリー、ACアダプター
■サイズ：288×148×28mm　■重量：360g

■出力：18W　■色温度：5600K
■演色評価指数：95(RA)
■電源：ACアダプター /Sony NP-F シリーズバッテリー
■サイズ：218x213x45mm　■重量：400g

15w横長 LED
ライトパッド
¥8,500

LED-150V ロールフレックスLED
オンカメラタイプ
¥10,000

RX-8T
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スマホアプリ調光タイプ
大光量 冷却ファン内蔵
50wデイライトLED電球
¥10,000

LED-50R

大光量 冷却ファン内蔵
50wデイライトLED電球
¥7,000

LED-50

バリエーション豊富なLED。用途に応じてタイプいろいろ

NEW NEW



蛍光灯
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1 灯あたり160w（白熱電球換算 800w）のスタンド付き蛍光灯照明が 2 
セット揃っています。

■総出力：320w
■本体発光面サイズ：70×50×D45cm 
■付属スタンド伸長：70cm ～ 240cm
■総重量：約 6.2kg

コンパクトスタジオキットPROバージョン (40W)
¥46,000

LHD-C470KP

商品撮影で威力を発揮するネットショップに最適な蛍光灯ライトです。40wスパイラル蛍光管を4 灯組み込み、50×70cm のソ
フトボックスにセットしました。鏡面の商品でも嫌な反射が出ず、写り込みの美しい面光源が破格のプライスです。軽量で組立てや
すく、コンパクトに収納できるので、ロケ先でもOK。商品撮影から人物撮影までオールマイティです。届いたその日からすぐに本格
的な撮影が出来るよう、このライトを2 台とスタンド2 本をセットにしました。1 灯では表現出来なかった撮影が衝撃価格で実現
できます。

4 本の蛍光管で 4倍の明るさ。ソフトボックスには放熱窓が付いてます。

左のボディー写真は、逆光気味のやや高い位置からメインライトを照射しています。メインの当たらない部分
は影になるので、もう1灯を加えています。ここでのワザは、照射範囲の半分ぐらいを白い床に反射させ、その
反射光で影を補いつつ、ドラマチックな印象を与えることです。もちろんあとの半分はメインライトの当たら
ない部分を照らしています。広いスタジオでの撮影なので、リフレクターパネルを使っていますが、普通の部
屋や事務所で壁や天井が白ければ同じような効果が期待出来ます。また、レフ板はDIYで販売されている白
い発泡スチロールや、画用紙でも問題ありません。あとは背景をひと工夫という案配です。

■お届け品（キット）：
本体、ソフトボックス各2台、40w 蛍光管 8 本

2灯
フルセット

DATA: 50mm 1/60sec F4.5 ISO-400

■作例A撮影風景

カラフルなパプリカの写真は、右後方からコンパクトライト1灯をメインライトとして撮影していま
す。強い光が欲しかったのであえてディフューザーを外しています。そのままでもドラマチックなの
ですが、やはり影になる黒い部分が気になります。そこで、もう1灯を抑えとして左横から照射しまし
た。被写体全体を隅々まで綺麗に見せたいときに多灯ライティングは有効です。こんな時こそ2灯
セットのコンパクトスタジオキットに限ります。

作例 A 作例 B

右後方からメイン
ライトを照射（1灯
ライティング）

■作例B撮影風景

左側より抑えの
ライトを照射し2
灯で構成

圧倒的なコスパの蛍光灯セット



蛍光灯
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E26 と E27 の口金に使用でき
るデイライト色28w蛍光管です。
白熱電球換算 140w 相当。

■全長：16cm
■直径：6cm
■蛍光管寿命：約 8000 時間 ( 使用頻度により前後します )
■色温度：5400K

撮影用28wスパイラル蛍光管
デイライト /パラソライト、コンパクトスタジオキット用
¥1,500

ML-28-E27

E26 と E27 の口金に使用でき
るデイライト色40w蛍光管です。
白熱電球換算 200w 相当。

■全長：17cm
■直径：7cm
■蛍光管寿命：約 8000 時間 ( 使用頻度により前後します )
■色温度：5400K

撮影用40w スパイラル蛍光管
デイライト /パラソライト、コンパクトスタジオキット、
ダイレクトFL用
¥3,000

ML-40-E27

パラソライト用。E26 と E27
の口金に使用できます。白熱
電球換算 350w 相当。

■全長：27cm
■直径：9.5cm
■蛍光管寿命：約 8000 時間 ( 使用頻度により前後します )
■色温度：5000-5500K

撮影用70w スパイラル蛍光管
デイライト /パラソライト用
¥4,500

ML-70-E27

パラソライトプラス50
¥18,000

PRP-50

パラソライトプラス75
¥22,500

PRP-75

パラソライトプラスは撮影が初めての方でも簡
単、確実に撮れます。傘のように広げて被写体
にかぶせるだけでライティングが完成します。
本体に入らない大きな商品や人物はスタンド
に取り付けて撮影できます。

スタンドに装着し、本格的なライティングも思
いのままの応用性が各分野で高い評価を受け
ています。

実用新案取得！

コンパクトで
高い収納性

1

傘のように広げて電球をセット

2

セットした料理の上にかぶせて完成

4

お好みで中間ディフューザーを装着

3

PRP-50

PRP-75

２通りの撮影スタイル。

■サイズ：75×75×D65cm
■お届け内容：本体ボックス、28w蛍光管

■サイズ：50×50×D40cm
■お届け内容：本体ボックス、28w蛍光管

小物撮影の定番！傘のように広げるだけ。



ストロボ
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MY-320i 専用のバッテリーパックです。ロケなど、電源が無い場所
でMY-320i を使用する際にお使いください。MY-320i-BA 付属。
■サイズ：171×76×180mm　■重量：3.3kg( バッテリー含む )

MY-320 i 用バッテリーパック
(12V ニッケル水素バッテリー )
¥18,000

MY-320i-BP

MY-320i 用のスペアチューブ ( 発光管 ) です。お客様ご自身で交換
できます。

■チューブ寿命：発光回数/約2万回(使用頻度などにより異なります)

MY-320i 用スペアチューブ
(発光管 )
¥5,000

MYC-320

10（FULL）から4,0（1/64）まで6段（6
絞）、0,1ステップずつをデジタル表示で調
光でき細かな露出が可能なボーエンズマウ
ントのモノブロックストロボです。

Fomex 600ws
¥60,000

E600

Fomex 400ws
¥46,000

E400

7W 高輝度 LED をモデリングライトと
して搭載した、ボーエンズマウントの
300Ws モノブロックストロボです。オプ
ションの MY-320i-BA バッテリーパッ
クを併用することにより、バッテリースト
ロボとしても使用できます。

■モデリング：LED(7W)
■調光：FULL ～ 1/32(0.1 ステップ )
■チャージタイム：AC フル発光 1.5 秒 /DC フル発光 3 秒　
■色温度：5500K-5800K
■サイズ：全長 215mm× 高さ220mm× 幅 130mm
■重量：2.0kg

LEDモデリング装備
300ws モノブロックストロボAC/DC
¥48,000

MY-320i

accessory

チャージタイム
サイズ
重量

400ws
0.2～1.5秒

280×14×17cm
2.8kg

600ws
0.2～1.5秒

280×14×17cm
3.4kg

電源
色温度
調光
モデリング

AC-100V
5500K（±150K）
無段階6絞分
無段階調光・ハロゲン250w（E-11）

サウンドON
サウンドOFF
クーリングファン
スレーブ

充電完了音
チャージ完了でモデリング点灯
内蔵
ON/OFF

Fomex 
E200/E400/E600
用発光管です。

■チューブ寿命：
発光回数 / 約 3 万回
(使用頻度などにより異なります )

Fomex E シリーズ用
スペアチューブ
¥8,000

EFT8

Fomex Eシリーズ用
250w/E11 ハロゲンモ
デリングランプです。

■ランプ寿命：約 300時間
(使用頻度などにより異なります )
■電源：AC100-120V

250W
モデリングランプ
¥1,750

ML11-250

モノブロックストロボSSシリー
ズ（SS-110B/SS-150B）用予
備電源コードです。

SSシリーズ予備用電源コード
¥1,000

SS-ACCD

■長さ：3m

¥1,500
¥1,000 ¥1,500

3PINジャック用電源コードです。

¥1,500

ブレない。発色の良さで選ぶならストロボ！



ストロボ

16

　光と影が非常に柔らかくなる撮影用
照明機材です。

　大きな天球はやさしく柔らかな光が
特徴です。ストロボやＬＥＤに最適な
ライトシェービングツール。360°全
体に回り込むような柔らかい光を創る
照明アクセサリー。従来のプラスチッ
ク球体タイプのバルーンリフレクター
はかさばり、持ち運びが大変でしたが、
QX シリーズは傘のようにとじてコン
パクトになるので、持ち運びにも重宝
します。
 
　LED やストロボ単体時の光質とく
らべ非常に柔らかく、影の輪郭がなく
グラデーションもキレイです。
 
　専用ケース付属で持ち運びに便利。
折りたたみ式のバルーンリフレクター
（ディフューザー）はロケ撮影にも重
宝します。
 
　折畳式のバルーンリフレクター QX
シリーズは２サイズ。QX-45 と、
QX-65 があります。

※ボーエンズマウント専用のアクセサ
リーです。

スタンダードリフレクター使用
時と比べ、光質が非常に柔らか
くなります。また、球状のため、
アンブレラやソフトボックスな
どのアクセサリーと違い、灯体
の向けられた方向の逆方向にも
光が拡散します。ストロボだけ
でなく、LED 照明用のディ
フューザーとしても最適です。

左上 3 枚：ストロボ使用
左下 3 枚：LED 照明使用

左：QX-45　　　　　　　右：QX-65

スタンダードリフレクター使用時 QX-45 使用時 QX-65 使用時

本カタログ表紙使用機材
左上：QX-65　右下：QX-45

QX-45
実測値：Φ約 470mm × H480mm
約 0.85kg
実測値：W約 650mm×Φ200mm
バルーンリフレクター本体、専用ケース

実測値：Φ約 580mm × H600mm
約 1.05kg
実測値：Φ200mm × H 約 850mm

サイズ
重量
ケースサイズ
お届け内容

QX-65

工事現場で見かける「あの照明」
のような広範囲で柔らかい光
- 折り畳み式バルーンリフレクター -

H

折り畳み式バルーンリフレクターQX-65
¥18,000

QX-65

折り畳み式バルーンリフレクターQX-45
¥15,000

QX-45



クリップオンストロボ用アクセサリー

クリップオン用オパライト

ユニバーサルアダプター
¥1,750

CA-SUG

クリップオン用ドリームライトセット
¥15,000

SGA-K9

ソフトボックス

バーンドア カラーディフューザー

オパライト用グリッド
スヌート

バルーンハニカム

クリップオンストロボが大きく変わります。様々なアクセサリーキットで大型スト
ロボ同様の表現が可能になります。アダプターを介して、ソフトボックス、ハニカ
ム、オパライト ( グリッド装着可）、スヌート、バルーン、バーンドア、カラーディ
フューザーと、7 種類のアクセサリーをクリップオン に装着できる画期的なシス
テムです。付属のアダプターはストロボサイズに合わせてクランプ式で固定でき
ます。 高さ32 ～ 58mm、幅 85mmまで装着可能な汎用タイプです。 アクセ
サリ―はバヨネット式でワンタッチで装着可能です。

クリップオンストロボに各アクセサ
リーを装着するためのアダプター
です。 ストロボサイズに合わせてク
ランプ式で固定できます。 高さ 32
～ 58mm、 幅 85mm まで装着
可能な汎用タイプです。 アクセサリ
―はバヨネット式でワンタッチで装
着可能です。

直径 17cm の小型オパライトはクリップオンで
は不可能だった新しい描写を実現する為のアイ
テムです。 金、白の反射板も付属。

オパライト SGA-SR173S 専用ハニカムグリッドで
す。光を拡散させずに集光させます。
※お届けはグリッドのみになります。

20×30×18(D)cm とクリップオンストロボ
で大型ストロボ同様の描写が期待できます。

ピンポイントに照射したい場合に有効なコニカ
ルスヌートはアクセントに不可欠なアクセサ
リーです。2 種類のハニカムも付属しており、3
段階の照射範囲をチョイスできます。

360 度照射できる唯一のアクセサリーです。直径
15cm の球体から発するソフトな光はインテリア
等の全体照明や仕込みライト、ハイアングルから 
の擬似的な月明かりとしても有効です。

ズバッと光を遮りたい時はバーンドアの出番です。
4 枚羽の本格派で照射範囲を簡単に調節できま
す。また、バーンドアにトレペを貼る等することで、 
オリジナルな光質も創れます。

ホワイト、オレンジ、イエロー、ブルーの 4 枚組
円形ディフューザーです。

背景にグラデーションを付けたり、
照射角を自然なトーンで狭める場合
に大きな力を発揮します。 

各アクセサリーの
照射範囲、影の出方を
比較してください。

■ハニカム使用 ■バルーン使用 ■バーンドア使用 ■カラーディフューザー使用

■ソフトボックス使用 ■オパライト使用 ■オパライトグリッド使用 ■スヌート使用
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クリップオンストロボでも光質は変えられる！
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照明用汎用アクセサリー

明るくダイナミックな独特の描写が、他のアクセサリーでは出せない光を演出します。

¥28,500

¥12,000

¥15,000

¥9,800

混信の少ない 16 チャンネル
2.4GHz フラッシュトリガーで
す。1/125s まで同調し動作
範囲はおおよそ 100m。モノ
ブロックストロボ使用可能。
( 接続ケーブル付属 )

2.4GHz 帯を利用したワイヤレスフ
ラッシュトランシーバーです。従来の
ラジオスレーブとしても使えますが、
クリップオンストロボのライティング
コントロールを大幅 に向上させた
電波法技適製品です。

Cactus V6II は、クロスブ
ランドハイスピードシンク
ロ（HSS）をサポート。

■受信機：80×35×35mm / 62g( 単 4 電池 2 本含む )
■送信機：65×45×30mm / 47g(23A 電池 1 本含む )

ナイス 2.4GHz
FM送受信機セット
¥16,000

PE-16S
カクタス
ワイヤレスフラッシュ
トランシーバーV6
¥8,000

Cactus-V6

カクタス
ワイヤレスフラッシュ
トランシーバーV6II 
¥11,250

Cactus-V6II

40cm
汎用型ソフトオパライト
¥12,000

SR-40T

■直径：40cm　■奥行：20cm
■重量：1.2kg

56cmオパ用
ハニカムグリッド
¥13,000

SR-56TH

56cm ソフトオパライト用
ハニカムグリッドです。

56cmオパ用
ディフューザー
¥2,500

SRD-56T

56cm ソフトオパライト用
デイフューザーです。

40cmオパ用
ハニカムグリッド
¥8,000

SR-40TH

40cm ソフトオパライト用
ハニカムグリッドです。

汎用型照明アクセサリーで光を自由自在に操る。



アンブレラ
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アンブレラやソフトボックスは、サイズと被写体までの距離、
発光管とアンブレラの距離によって影の出方が変わってきま
す。一般的には大きなアンブレラで、被写体に近い距離、また
発光管と離した位置で照射するほど柔らかな影になります。

直径 180cm 超大型アンブレラです。骨が 16 本のグラスファ
イバー製で軽量な上、大変丈夫にできています。

¥5,500

¥16,000

¥6,500 ¥9,500

¥3,500 ¥4,500

直径：50cm 直径：105cm

80 x 100 130 x 180

直径：180cm

バウンス光で手軽に光を柔らげるアンブレラ



ソフトボックス
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小型モノブロックストロボに多い外径 95mm のミニマ 
ウントを、アクセサリー豊富なボーエンズ S マウントに
変換するマ ウントアダプターです。

ストロボマウントアダプター
(ミニマウント→ボーエンズS)
¥5,000

MC-MNBW

ハイライト背景ボックスL
¥36,000

D-1520
なんの苦労もなく白トビ背景を作り出す 1.5m×2m の大型
ソフトボックスです。本体の両サイド（片側だけでも充分な効
果があります）からストロボを照射することで影の出ない均
等で明るい背景になります。被写体に当たる光より背景を明
るくするとデータのない完璧な白になり、面倒な切り抜き作
業も不要です。ボックスは丸レフのような折畳式で、スタンド
無しでも自立します。両サイドにスタンドをセットすることで
大型のソフトボックスになり、自由なアングルから被写体に
照射できます。
※ストロボ、スタンドは付属しておりません。

■サイズ：約 150×200×50cm
■ダボ径：16mmオスダボ
■重量：約 2.5kg

コメット CX 系マウントのストロボに、ボーエンズ S マ
ウント用アクセサリーを取り付けるためのマウントアダ
プターです。

ストロボマウントアダプター
(コメットCX・プロペットS→ボーエンズS)
¥5,000

MC-CMBW

プロフォトのストロボにボーエンズ S マウント用アクセ
サリーを取り付けるためのマウントアダプターです。

ストロボマウントアダプター
(プロフォト→ボーエンズS)
¥9,000

MC-PFBW

灯体とソフトボックスは「スピードリング」を介して、原則リフレクターの取り付け部分に接続します。そのため
利用する灯体のブランドを選択してご利用ください。※全てアウターとインナー付きです。汎用型はヘッド本
体に 4ヶ所からネジを締めこんで装着するタイプです。ブランドの違うヘッドでも共用できます。

¥16,000

¥3,000
¥5,500

¥5,500

¥5,500

¥5,500

¥6,500¥5,500
¥5,500

¥19,000 ¥28,000

最も使い勝手の良い柔らかい面光源
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ライトスタンド / ブーム

16mm凹

16.5mm

¥18,500

¥5,000 ¥2,500

¥36,000 ¥18,000

¥19,000

¥3,600¥6,500 ¥4,500

¥8,500

軽量コンパクトから強固で安心の重量級まで。
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リフレクター / ディフューザー

ディフューザーとしても白レフとしても使えるルーセントタイプ

¥38,000

¥10,000

¥22,000

¥19,500

¥8,500

¥6,000 ¥6,000

¥9,500

¥9,000

反射と透過で光をコントロール



クランプ /アダプター
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¥3,500

¥1,000

¥1,500

¥3,000 ¥3,000
¥3,500

¥500 ¥2,000

¥2,000

¥3,000

¥6,500

¥9,500

あると便利な撮影のお助け小物たち



クランプ /アダプター
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¥2,000

¥2,500

¥3,500

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,500

¥1,000
¥1,000

¥2,500

痒いところに手が届くパーツ各種

各種ネジも取り揃えております
¥500～



 雲台

MPR-202 電動雲台、MP-101 電動雲台用の
コントローラー延長ケーブルです。6 本 (90m)
まで連結できます。

電動雲台用
15m延長ケーブル
¥13,000

RE-50

赤外線リ モートコントロール機能を装備した、有線、無線兼用タイ
プの電動雲台です。単三電池4本もしくはACアダプターで駆動し、
横軸 340度、縦軸 30度の範囲をリモコン操作できます。

■本体サイズ：L145 × H115 × W103mm
■重量：800g
■搭載可能荷重：2.7kg まで
■電源：単三電池 4 本又は AC アダプター 100V

電動雲台
¥42,500

MPR-202
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ルーフトップセブン2
￥180,000

RFT-7M2

自由雲台E2-X
（アルカスイス互換）
¥12,000 

E2-X

4way マクロフォーカシング雲台
¥8,000 

4wm-20
超小型パンレス自由雲台
¥2,000 

BH-S1

超小型雲台からプロ仕様電動リモート雲台まで、個性派揃い

一人でもオペレーションできる、シンプルでコストを抑えた高所撮影システムです。お手持ちの Wi-Fi 対応
デジタルカメラを電動雲台に載せて、7m までの高さでスマホやタブレットを見ながら撮影方向をリモコン
制御、および撮影します。スタンド、電動雲台、15m 延長コード、自由雲台、バランスプレートのセット。

小型軽量のアルカスイス互換クイック
シュー付自由雲台です。メインノブと水平
（パン）専用ノブが別に設けてあり、クイック
シュークランプ部分とプレート固定ノブに
水準器を装備しています。メインノブはラ
チェット式で、お好みの角度に60 度ステッ
プで変更できます。

超小型超軽量な自由雲台です。水平のみ動かすパン機
能を省いて、他に類を見ない小型軽量化を実現しまし
た。スマホ三脚やポータブル LED 照明用のミニ三脚、
フレキシブルアーム用の雲台など、アイディア次第で大
変便利にご使用頂けます。ボール径 36mm にもかかわ
らず本体重量はわずか 207g、最大耐荷重 10kg の高
性能雲台です。

宝石やマクロ撮影に最適。お手持ちの三脚にセットして
ピントやフレーミングを微調節する雲台です。前後左
右、16cmのレール上で、ノブを回すとカメラが微妙に
移動し、繊細なピント合わせが可能になります。スチー
ル製で程よい重量があり、高い精度の造りです。コンパ
クトカメラから一眼レフまで、マクロ撮影がとても楽にな
ります。

NEW

NEW
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 ケース / バッグ

110cm のトレペロールが入るサ
イズのスタンドケースです。縦、横
それぞれ、また、一緒に開閉でき、
内部はベルトで固定されます。

¥5,000 ¥7,000

人気商品の大型ロケバックがより一層しっかりと使いやすくなって新登場。ストロボ 2
灯、アンブレラ2 本、スタンド2 本を収納でき、余ったスペースに小物類を収納できま
す。別売のキャスターと組み合わせればキャスター付ロケバックとして使用できます。

収納例
・SS-150B ・UR-48BW ・L-2440B

■内寸：750(W)×200(D)×250(H)mm
■外寸：800(W)×250(D)×300(H)mm
■仕切り板の厚み：200mm

大型ロケバック
¥18,000

AAJ-004

ロケバック用キャスター
¥2,500

ASAN-230

ロケ先やスタジオでのモデル撮影時のメイクのほか、
サロンやブティックのインテリア、小道具としても！
女優ミラーでメイクがしやすく、テンションもUP♥

メイクステーション

Stora
ge!

脚有タイプは脚の長さを調整可能！ メイクする場所に合わせてセッティング。脚を収納すれば机の上にもOK♥

メイクステーション ブラック
キャスター４輪タイプ

MSJ-079B

¥77,000
※メイクステーションとは：女優さんや
プロのメイクさんがロケ先等の撮影現場
でどこでも同じ光で本格的なメイクをで
きるよう、キャリーケース型で持ち運び
可能にしたメイク台です。影ができにく
く顔全体を明るく照らせるメイクステー
ションがあれば、環境光に左右されず何
時でも綺麗なメイクが可能となります。
コスメ店頭キャンペーン等でも目をひき
ブランディングにつながります。

鏡の左右に照明のある「女優ミラー」
影ができずにメイクがしやすい！！

ロケの必需品、大型バッグ



背景セット / ポールシステム

最大高約 285cm のスタンド 2 本に、クロ
スバーを置くだけでセットできる最大 3m
幅のバックグランドサポートです。ロール
ペーパーは勿論、布バックやペーパームラ
バックのように、芯の無い背景を引っ掛けた
り、クリップで固定して使用します。 ロケにも
最適な専用ショルダーバック付きです。 クロ
スバーは 3 本連結し最大 3.15m 幅となり
ます。（実測値）
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¥9,250

¥27,000

¥12,000
¥4,000

¥66,000

3m幅バックグランドサポート
（2m～最大3m幅）
¥18,000 

B-910HB

315cm

285cm

ロケにもスタジオにも必需品の背景システム



背景セット / ポールシステム

3 本用電動バックグランド昇降機です。オートポールやスタンドにプ
ロクランプを介して装着できる他、壁や天井に直接施工も可能です。
ロールペーパーはそのまま使用でき、EBG-APを巻き芯にすることで
3mまでの布背景など使用可能です。

壁または天井に取り付ける本格的なスタジオ背景
セットです。フォ族のチェーンを上下することで、ロー
ルバック詩を手動で 3 本昇降可能。

■お届け品：モーター付きエキスパン3 連セット｜プロクランプ × 4 個｜電源ボックス｜リモコン

電動バックグランド昇降機 (EBG-3R) 用アルミパイプ 3m です。
各種エキスパンにも使用可能です。

■パイプ径：48mm　■サイズ：3m(1m × 3 本 )
■重量：1500g

電動バック用アルミパイプ
¥15,000

EBG-AP
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¥14,000 ¥18,000

¥35,000
Jフックプロクランプセット
(2個一組 )
¥7,500

J-HSJフック (2個一組 )

¥2,000

J-H

オートポールに挟んで使用する J フック
とプロクランプのセット（2 個 1 組）です。
■挟み込み範囲：6cmまで

プロクランプに接続して J 型の受けをつくります。
直径約 44mm までのポールを乗せることが可能
です。オートポール延長パイプや物干ザオにロール
紙を通し、背景を構築できます。
■サイズ：10×5×3cm
■重量：54g

電動バックグランド昇降機
¥92,000

EBG-3R



ロール紙 / 背景

背景の定番、ロールペーパーは 2.7m 幅と1.38m 幅の 2 種類。14 色のライ
ンナップです（301、320、326の 3 色のみ 0.9、1.8mもあります）。いずれも
11m 巻きで、紙筒に巻かれてアメリカ最大の工場より輸入されています。

単色プレーンの布バックは、ロールペーパーのような反射（テカ
リ）も少なく、メリハリのある発色が特徴です。
■サイス：2.8(2.7)x6m　■重量：約 2.2kg

7 色セットのグラデーションペーパーで商品写真
がグレードアップ。もちろん、半身ぐらいなら人物も
oK のサイズです。ライティングでグラデーション
をつくるのは結構大変。でもこれを使えば超カンタ
ン。カラーは黒、グレー、ブルー、グリーン、ピンク、
ブラウン、ベージュの 7 色。かつて無い価格も大き
な魅力です。

PP 加工による撥水効果があり、
氷や水を使った撮影も平気です。

被写体の色やデザイン、季節感を考えて
お気に入りの色をご利用ください。

■サイズ：1.36x11m　■重量：2.6kg

90cm幅 x 11m
ロールバック紙
¥4,000

RP9シリーズ

単色モズリン布バック
¥18,500

BCPシリーズ

1.8m幅 x 11m
ロールバック紙
¥9,000

RP18シリーズ

1.36m幅 x 11m
ハーフロールペーパー各色
¥6,000

¥12,000

¥6,000 ¥1,200

HRPシリーズ

301、320、326の
3 色 の み 0.9m 幅、
1.8m 幅もご用意し
ております。

29

簡単・綺麗にグラデーション



背景

お手軽、軽くて丈夫。ライティングを変え
ると様々な表現が可能です。シワやドレー
プを入れる他、透過光を用いることで、立
体的で奥行きのある全く違った表現も可
能です。

ムラがなく光の反射もしにくい
きれいなグリーンで、クロマ
キー合成が容易にできます。

iMovie のクロマキー合成機能でもキレイに抜けます。
LED 照明を使い、全体的に光が当たっているとGOOD。

3×6mの無反射特殊布バックです。別珍のような素材ですので、光を吸収し、深
く上品な発色になるのが大きな特徴です。色は、紙素材のロールバックのように
反射がなく、一番使いやすいブラックカラーです。写真はバックグランドの印象
で大きく変化します。この 1 本でさらに幅のある表現を是非お試しください。不
織布素材なので折り目がつきにくく、保管は寝かせても立てても大丈夫です。■サイズ：3x6m　■重量：3.3kg

■素材：不繊布
■サイズ：3x6m
■重量：300g

透過型ペーパームラバック各色
各¥３,000

Pシリーズ

マイクロファイバー背景グリーン
（横3m×縦3m）
¥30,000

LL-0048-33

マイクロファイバー背景グリーン
（横2m×縦2m）
¥15,000

LL-0048-22

マイクロファイバー背景グリーン
（横4m×縦3m）
¥35,000

LL-0048-43

マイクロファイバー背景グリーン
（横2m×縦3m）
¥25,000

LL-0048-23

マイクロファイバー背景グリーン
（横3m×縦4m）
¥35,000

LL-0048-34

マイクロファイバー背景グリーン
（横3m×縦2m）
¥25,000

LL-0048-32

マイクロファイバー背景グリーン
（横3m×縦6m）
¥40,000

LL-0048-36

ペーパームラバック
よりどり5枚セット
¥10,000

P-SET

P-13 青
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¥20,000

NEW



背景と照明でポートレート撮影が劇的に変わる
- 「フォトバックグランドシーン背景」を使用して手軽にイメージチェンジ -

　時間や天候、季節に左右されない室内の撮影。スタジオ撮影な
どでは、ロケ撮影と異なり様々なシチュエーションやイメージで
の撮影が難しいことも。そんな時に活躍するのが「フォトバック
グランドシーン背景」です。「フォトバックグランドシーン背景」
を使用すれば、スタジオにいながらチャペル、海辺、森の中や夜
景など、様々な場所でロケ撮影をしたような撮影が可能です。

　実際にあるような場所だけでなく、ハートやキラキラ背景など
の幻想的なデザインも豊富なため、悪天候のために外で撮影でき
ない時の保険としてだけではなく、ロケ撮影では撮れないような
素敵な撮影が可能に。コスプレ撮影の他にも今注目を集めている
ライブ配信の背景としても活躍。

　右写真のように、背景に合うような前ボケを入れるなどひと手
間加えることで、白ホリや単色のバック紙を使用した普段の撮影
とはひと味もふた味も違ったイメージに仕上げることが可能です。

【使用機材例】
　・折り畳み式バルーンリフレクター _QX-65
　・3m 幅バックグランドサポート（2m~ 最大 3m 幅）　B-910HB
　・Skier Sunray キューブ色温度可変 200w 大光量 LED ライト _AAA503D
　・ロールフレックス LED バイカラー RX-29TDX
　・RX-29TDX 専用ソフトボックス＆グリッド
　・一体型ブームスタンド LSB-1720B
　・イルミネーションライト ( カメラマン私物）

「新」マイクロファイバー撮影用シーン背景：LL-0012 使用

背景
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1 2 3 4 5
シーン背景に新しい素材が仲間入り！
- 品質が向上 !「新」マイクロファイバー撮影用シーン背景 -

　弊社が従来取り扱っているフォトバッ
クグランドシーン背景の素材がさらにグ
レードアップした新しいシーン背景。

　「新」マイクロファイバー撮影用シーン
背景は、汚れたら洗うことが可能な印刷
強度。また、従来品と比べ、シワになり
にくく、またシワができてもアイロンが
けで取り除くことが可能。

ス（つなぎ目なし）となります。また、「新」
マイクロファイバー撮影用シーン背景は、
光の反射を抑え、今までよりも自然な作
品の仕上がりとなります。

従来品と比べ品質が向上した
５つの特徴はコチラ。

様々なデザインをご用意。ラインナップ拡充中（2018 年 8 月現在 44 種類）

【 撮影のコツ 】
フォトバックグランドシーン背景を使
用した撮影をさらにキレイにするコツ
をご紹介します。

１）印刷されたデザインの光の方向を
確認して、同じ方向からライティング
すると自然に仕上がります。

２）布に左右からテンションをかける
（テープで引っ張るなど）とたるみが
目立ちません。

３）シワやたるみが目立つ場合は背景
の正面からライティングすると凹凸が
目立たなくなります。

４）被写体と背景を離し、ぼかしを強
めると布の質感などがわからなくなり
より自然な仕上がりに。

５）シワが目立つ場合はアイロンをか
けるとキレイになります。

６）遠近感を強調したデザインをご使
用になる場合は、背景の遠近感や角度
（パースの方向）とカメラや被写体の
角度を合わせると、違和感が少なくな
ります。

７）デザインの照明の色に合わせたラ
イティングをすると更に良い場合も。

左：アイロン後 「新」マイクロファイバー撮影用シーン背景：LL-0023 使用右：アイロン前

洗える シワに アイロン 高い 1枚布
シームレス印刷強度可能なりにくい

背景
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様々なシチュエーションの撮影が
スタジオ内で簡単に行なえます。
シワになりにくいマイクロファイバー素材で新登場！大がかりな設
備を作らなくても背景を変えるだけで、ハウススタジオ風、屋外、クリ
スマスやハロウィンの季節イベント等に対応したシチュエーション
を作ることができます。

150cm

200cm

・マイクロファイバー（厚手）
・洗える
・シワになりにくい（当社フォトバックシーン背景比）
・アイロンでシワを伸ばすことが可能
・高い印刷強度（当社フォトバックシーン背景比）

５つの

特徴

LL-0001

LL-0008

LL-0015

LL-0022

LL-0029

LL-0036

LL-0043

LL-0002

LL-0009

LL-0016

LL-0023

LL-0030

LL-0037

LL-0044

LL-0003

LL-0010

LL-0017

LL-0024

LL-0031

LL-0038

LL-0004

LL-0011

LL-0018

LL-0025

LL-0032

LL-0039

LL-0005

LL-0012

LL-0019

LL-0026

LL-0033

LL-0049

LL-0006

LL-0013

LL-0020

LL-0027

LL-0034

LL-0041

LL-0007

LL-0014

LL-0021

LL-0028

LL-0035

LL-0042

※オリジナルデータでの特注背景制作
　各サイズ料金プラス¥5,000

マイクロファイバーシーン背景
LL-０００１～００４４

2×2ｍ　¥15,000 | 2×3ｍ　¥25,000
3×3ｍ　¥30,000 | 3×6ｍ　¥40,000

ボカして使うと効果的です。
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商品撮影や料理撮影に
最適な背景紙が新登場。

表面が防水コーティングされた背景紙です。
マットなコーティングで光の反射は抑えられています。
海外の雑誌のような美しい料理写真や商品写真に。

34

PVCコーティング背景紙
各¥5,000

PCVシリーズ
57 x 87 cm
両面印刷

ASSB-01　ブルーウッド ASSB-03　ダークウッド

ASSB-11　ホワイト＆グレー

ASSB-02　ナチュラルウッド ASSB-04　ホワイトウォール ASSB-06　グレーウォール

ASSB-12　マーブルストーンASSB-07　オールドウォール ASSB-10　ホワイトタイル ASSB-15　大理石調

NEW

背景



写真だけではなく動画収録が可能となると、仕事の幅が断然広がります。インタビューや製品紹介等企
業の PR動画の収録、ライブ配信、さらにはちょっとした番組の収録まで、活躍の幅を広げていくことが
できます。最近は安価なハンディカムやデジタル一眼カメラでも美しい映像を作ることができます。

まずはワンカメでの撮影システムです。固定した 1 台のカメラの映像を、必要な部
分のみつなぐ簡単な編集でもシンプルな動画は制作可能です。多くのユーチュー
バーのように、演者がセルフで撮影することもありますし、カメラオペレーターが撮
影することによりズームを駆使して引きの画と寄りの画を作ることもできます。
　最もシンプルなシステムでも、映像クオリティにこだわるために最低限必要にな
るものが、照明、背景、マイクです。

複数名でのトーク番組形式であれば、単調なワンカメの引きの映像だけでは長時間
見るのは辛くなります。マルチカメラで画をスイッチングをすることによって、演者
のイキイキとした表情がよくわかる寄りの画や、状況がわかりやすい引きの画など
バラエティに富んだクオリティの高い映像を作ることができます。また、ピクチャー
インピクチャーや二画面分割、テロップの挿入や収録した映像やプレゼン資料の挿
入を行うことができるようになれば、より様々な用途への応用も可能です。編集ソフ
トで後から編集することもできますが、スイッチャーがあれば撮影しながら画を切
り替えたり資料やテロップ挿入ができ、ライブ配信にも対応することができます。撮
影しながらのスイッチングは技術が必要ですが、自動スイッチングが可能な機種も
あります。編集にかかる膨大な時間を短縮できるメリットは大きいでしょう。

動画収録可能なスタジオの
需要が高まってきている今！簡単動画配信スタジオを作ろう！

動画収録対応可能な
スタジオを作る

基本のセッティング

本格的なシステムの構築

画と音 画のみ音のみ

照明

背景

マイク

動画配信セット
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リング状 LED のビューティーライトと背景のセット。リングライトは瞳にリ
ング状のキャッチライトが入るだけでなく、柔らかい光で影ができにくく、肌
を美しく見せてくれます。撮影用背景を使用することで余計なものを映り込
ませず、手軽に撮影場所の雰囲気を変えることができます。まずはスマホで
始める一人での動画やライブ配信向き。

◀瞳に綺麗なキャッチライトが入るビューティーライトは女性に絶大な人気。
　表情がイキイキとして見えます。

・ビューティーライト　1 台

・ベーシックスタンド　1 本

・スモールバックグランドサポート　1セット

・マイクロファイバー撮影用シーン背景　1 枚

動画配信簡単スタジオセットS

LED照明と背景布で作る簡易スタジオセット

￥60,000

会議室等を手軽に小さなスタジオに変えることができるセットです。シンプル
なセットでありながら、美しい映像を作ることができます。YouTube 等の動
画配信を始めてみたい人におすすめです。

動画専用の三脚は堅
牢で安定性があり、専
用雲台はパーンも滑ら
かな動きでスムーズ。

・RX-12TD　ロールフレックスLEDライト50w　2 台
・RX-12SB　ロールフレックスLED 専用ソフトボックス　2 台
・スタンダードスタンド　2 本
・マイクロファイバー撮影用シーン背景（2×2m）　2 枚
・バックグランドサポート　1セット
・ワイヤードラベリアマイク　1セット

動画配信簡単スタジオセットM ￥160,000

動画配信簡単スタジオセットL ￥250,000

3 台のカメラで 2 名の対談収録やライブ配信ができるセットです。マイクをバウン
ダリーマイクに変更すれば複数名でのトーク収録も可能。テロップ挿入や画面分割
などもできるので、ミニマムなシステムでありながら本格的な番組制作も可能です。 ※カメラ、レンズ、テーブル、台車はセットに含まれません。

RX-18TD　ロールフレックスLEDライト100w 2台
RX-18SB　ロールフレックスLED専用ソフトボックス 2台
スタンダードスタンド 2本
マイクロファイバー撮影用シーン背景（3×2m） 2枚
バックグランドサポート 1セット
ワイヤレスマイク（SONY） 2セット
４K高解像度15インチモニター 1台
7インチ小型モニター 2台
スイッチャー 1台
HDMIケーブル 8本
ビデオ三脚 3台
電動雲台 3セット
初期設定、導入レクチャー付き

動画配信本格スタジオセット ￥1,480,000～

セット
内容

セット
内容

・RX-18TD　ロールフレックスLEDライト100w　2 台
・RX-18SB　ロールフレックスLED 専用ソフトボックス　2 台
・スタンダードスタンド　2 本
・マイクロファイバー撮影用シーン背景（3×2m）　2 枚
・バックグランドサポート　1セット
・ワイヤードラベリアマイク　1セット
・雲台付ビデオ三脚　1 台

セット
内容

セット
内容

もっと本格的な動画配信を目指すなら！

動画配信セット
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設置導入費込

※カメラ・レンズ・三脚は含まれません。

設置導入費込

※カメラ・レンズ・三脚は含まれません。

設置導入費込

スイッチャー
JVC CONNECTED CAM STUDIO IP4100

スイッチャー用タッチパネルモニター

USBオーディオインターフェース付きミキサー

ワイヤレスラベリアマイク

7インチモニター

ミニ三脚

クロスコンバーター

HDMI・SDI ケーブル

RX-18TD　色温度可変 LEDライト 100w

KD-BL48LED-W　ビューティーライト

ライトスタンド

1台

1台

1台

4セット

2台

5本

4台

計 13本

2台

1台

3本

ピンマイク

 Prokizai.com
RX-18TD

Panasonic
GH-5S
(H-E08018)

 Prokizai.com
KD-BL48LED-W

Panasonic
GH-5S
(H-NS043)

Prokizai.com
MTA-2205

Panasonic
GH-5S
(H-ES12060)

コンバーター YAMAHA
MG06X

ライブ配信サービス
 (YouTube ライブ、
Periscope 等 )

Panasonic
GH-5S
(H-ES12060)

LiveShel.X

JVC KENWOOD Streamstar X4

オペレーター不要の自動スイッチングが可能なスタジオシステム

タッチパネル操作で誰でも簡単にマルチカム配信!

ピンマイク

 Prokizai.com
RX-18TD

Panasonic
GH-5S
(H-E08018)

Roland VR-1HD

 Prokizai.com
KD-BL48LED-W

Panasonic
GH-5S
(H-NS043)

Prokizai.com
MTA-2205

コンバーター

ライブ配信サービス
 (YouTube ライブ、
Periscope 等 )

Panasonic
GH-5S
(H-ES12060)

LiveShel.X

スイッチャー　Roland VR-1HD

ワイヤレスラベリアマイク

指向性マイク

7インチモニター

15インチモニター

ミニ三脚

HDMII ケーブル

RX-18TD　色温度可変 LEDライト 100w

KD-BL48LED-W　ビューティーライト

ライトスタンド

ライブシェルX

1台

2セット

2セット

2台

1台

5本

1 0本

2台

1台

3本

1台

JVC の CONNECTED CAM STUDIO IP4100 を使用したマ
ルチカメラ配信システムです。 タッチパネル操作で感覚的にカメ
ラ切り換えが可能で、リプレイやスロー再生、テロップ 挿入等も
容易です。カメラや PC からの入力は 4 系統です。YouTube や 
Facebook ライ ブ等複数プラットフォームへの同時配信も可能
です。企業の商品紹介やライブコマース、 音楽演奏やダンス等の
パフォーマンス、ゲーム配信に適しています。

スイッチングのオペレーター不要、あらかじめセットした秒数で
の画面切り替えが可能なシス テムです。また、対談の場合は声
がする方のカメラを選択するような自動切り換えもできます。 自
動切り換えは、出演者だけの空間でリラックスした撮影、配信が
できるというメリットもあ ります。カメラや PC からの入力は 3 
系統です。ライブシェルを介して YouTube や Facebook ライ
ブ等複数プラットフォームへの同時配信も可能です。企業の商品
紹介、対談、イ ンタビュー、歌や弾き語り等、1 名もしくは 2 名
での少人数オペレーションに適しています。

JVC CONNECTED CAM STUDIO IP4100 動画ライブ配信スタジオセット
¥1,970,000

簡単動画ライブ配信スタジオセット
¥940,000
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モノラル、ステレオに対応した
スマホ専用のラベリアマイクで
す。2 本のマイクが使えるのでイ
ンタビューに最適。雑踏の中で
もクリアな音に聞こえます。
付属のケーブルはライトニン
グ、Type-C、マイクロUSBと3
タイプ あります。（一 部 の
Android 端 末 で は Flimic 
Pro 等の動画アプリを介しての
使用で録音可能です。）

デジタル一眼カメラで
もスマートフィンでも使
える指向性マイクです。

スマートフォン、デジタル一眼カメ
ラ、オーディオレコーダー等で使え
る無指向性のラベリアマイクです。 

ラベリアマイク
¥3,000

BY-M1

周波数特性：65～18,000Hz
感度：　-38dB ±3dB / 0dB=1V/Pa(@1KHZ)
電池：LR44 電池×1
ケーブル長：6m
質量：約 50g
端子：3.5mmミニプラグ
付属品：クリップ、ウインドスクリーン、LR44 電池、
フォーンジャック変換アダプタ

ノイズを軽減し、狙った音を収音する超指向性の
ショットガンマイクです。指向性の切り替えは、単一指
向性と超指向性の2 段階。ウインドスクリーン付属。
端子はXLRタイプとなっております。

の FHD 映像を同時表示させる四分割画面表示が可能、
SDI、HDMI、DVI、VGA、等多様な入力端子を備えています。

指向性ショットガンマイク
¥26,000

XA-301

15インチ４K モニター
¥120,000

SP-4K156

スマホ専用ラベリアマイク（2in1タイプ）
¥15,000

BY-DM20
コンデンサーマイク
¥3,500

BY-BM3011

型式：エレクトレツトコンデンサー型
指向特性：超指向性及び単一指向性（スイッチ切り換え）
周波数特性：60～13,000Hz
感度：　単一指向性 /3mV/Pa　超指向性 /15mV/Pa(@1KHZ)
電池：単 3 形乾電池×1（電池は付属していません）
外形寸法：ヘッド径φ25× 全長 285mm
質量：約 460g
端子：XLR
付属品：ウインドスクリーン、グリップホルダー、カメラシューホルダー

スマートフォン、デジタル一眼カメラ、
オーディオレコーダー等で使える無
指向性のラベリアマイクです。

デュアルラベリアマイク
¥4,000

BY-M1DM

周波数特性：65～18,000Hz
感度：　-38dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa(@1KHZ)
電池：LR44 電池×1
ケーブル長：4m
質量：約 68g
端子：3.5mmミニプラグ
付属品：クリップ、ウインドスクリーン、LR44 電池、
フォーンジャック変換アダプタ

液晶サイズ 15.6”IPS
液晶解像度 3840×2160
アスペクト比 16:9
輝度 300cd/m2
コントラスト比 800:1

）D/U（°58/°58　）R/L（°58/°58 角野視晶液
入力 HDMI×4、SDI、VGA、Audio(L/R）、
 Tally、USD Upgrade
出力 SDI

オーディオ 3.5mmステレオミニジャック
 （イヤフォンジャック）
電源 DC12V ～ 24V（XLR)
消費電力 最大 18w
動作温度 -10℃～ 50℃
保存温度 -20℃～ 60℃
本体サイズ 372（W)×262（H)×28.5（D)
本体重量 2.03kg

軽量でオンカメラにも向いています。
7インチ４K モニター
¥30,000

SP-4KT7

液晶サイズ 7”IPS
液晶解像度 1920×1200
アスペクト比 16:10
輝度 450cd/m2
コントラスト比 1200:1

）D/U（°08/°08　）R/L（°08/°08 角野視晶液
入力 HDMI
出力 HDMI

オーディオ 3.5mmステレオミニジャック
 （イヤフォンジャック）
電源 DC7V ～ 24V
消費電力 最大 8w
動作温度 -20℃～ 55℃
保存温度 -30℃～ 65℃
本体サイズ 180（W)×120（H)×18（D)
本体重量 320g

周波数特性 45 ～ 20,000Hz

電源 スマホから給電

端子 3.5mmミニプラグ

付属品 クリップ、ウインドスクリーン、ケース
 ライトニングケーブル、Type-Cケーブル
 マイクロUSBケーブル

周波数特性 38 ～ 20,000Hz

感度 -40dB ±3dB / 0dB=1V/Pa(@1KHZ)

電池 単 4電池 ×1

重量 約 70g

端子 3.5mm ミニプラグ
付属品 ウインドジャマ―、ウインドスクリーン
 3.5 ㎜ TRSケーブル
 3.5 ㎜ TRRSケーブル
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www.prokizai.com info@prokizai.com

東京ショールーム
〒168-0062
東京都杉並区方南 2-4-17
方南町コーポビアネーズ１F
部屋番号 102号
(スタジオサリュー環七 スタジオ内 )

TEL:050 3746 9345
FAX:(03) 6332 8760
営業時間： 10:00-19:00
定休日：土日、祝祭日、年末年始

〒901-0142
沖縄県那覇市鏡水崎原地先
フリートレードゾーン１F
TEL:098-857-7144

沖縄本社


