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INFORMATION

動画収録可能なスタジオの
需要が高まってきている今！

動画収録対応可能な
スタジオを作る

簡単動画配信スタジオを作ろう！

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。

基本のセッティング

背景

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

マイク

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。

照明

本格的なシステムの構築
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
画と音
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音のみ

画のみ

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。

INFORMATION

LED 照明と背景布で作る簡易スタジオセット
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。

動画配信簡単スタジオセット S

￥50,000（税別）

・ビューティーライト 1 台

セット
内容

・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

◀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。

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。

動画配信簡単スタジオセット M

セット
内容

￥160,000（税別）

・RX-12TD

ロールフレックス LED ライト 50w

・RX-12SB

ロールフレックス LED 専用ソフトボックス

2台
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 L

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。

セット
内容

￥250,000（税別）

・RX-18TD

ロールフレックス LED ライト 100w

・RX-18SB

ロールフレックス LED 専用ソフトボックス

2台
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

もっと本格的な動画配信を目指すなら！
￥1,480,000（税別）

動画配信本格スタジオセット
・RX-18TD

ロールフレックス LED ライト 100w

・RX-18SB

ロールフレックス LED 専用ソフトボックス

2台
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

セット
内容

・バックグランドサポート 1 セット
・B 帯ワイヤレスマイク
（SONY

UWP-D11） 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（A-PRO-4） 1 台
・コンバーター
・ビデオ三脚

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。

・電動雲台

3台
3台

3 セット

・初期設定、導入レクチャー付き
※カメラ、
レンズ、
テーブル、台車はセットに含まれません。
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INFORMATION

「新」マイクロファイバー撮影用シーン背景：LL-0012 使用

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 ̲ Q X - 65
・ 3 m 幅 バ ッ ク グ ラ ン ド サ ポ ー ト （ 2 m~ 最 大 3 m 幅） B - 9 10 H B
・ Skie r Su n r a y キ ュ ー ブ 色 温 度 可変 2 0 0 w 大 光 量 L E D ラ イト ̲ AA A5 0 3 D
・ ロ ー ル フ レ ッ クス L E D バ イ カ ラー R X - 2 9 T D X
・ R X - 2 9 TDX 専 用 ソ フ ト ボ ッ ク ス ＆ グ リ ッド
・ 一 体 型 ブ ー ム ス タ ン ド L SB - 1 7 2 0B
・ イ ル ミ ネ ー シ ョ ン ラ イト ( カ メ ラ マ ン 私 物）
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INFORMATION
【 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

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 -

従来品と比べ品質が向上した
５つの特徴はコチラ。

1 2 3 4 5

洗える

シワに

なりにくい

アイロン
可能

高い

印刷強度

1 枚布

シームレス

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。

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）
■撮影用背景詳細はP5へ▶
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マイクロファイバーシーン背景

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。

200cm
150cm

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。
LL-０００１〜００４４

マイクロファイバーシーン背景
2 2ｍ
3 3ｍ

ボカして使うと効果的です。

¥21,600
¥38,880

※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¥5,400

LL-0001

LL-0002

LL-0003

LL-0004

LL-0005

LL-0006

LL-0007

LL-0008

LL-0009

LL-0010

LL-0011

LL-0012

LL-0013

LL-0014

LL-0015

LL-0016

LL-0017

LL-0018

LL-0019

LL-0020

LL-0021

LL-0022

LL-0023

LL-0024

LL-0025

LL-0026

LL-0027

LL-0028

LL-0029

LL-0030

LL-0031

LL-0032

LL-0033

LL-0034

LL-0035

LL-0036

LL-0037

LL-0038

LL-0039

LL-0049

LL-0041

LL-0042

５

つの

LL-0043
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¥16,200 | 2 3ｍ
¥28,080 | 3 6ｍ

LL-0044

特徴

・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）

バルーンリフレクター

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 -

本カタログ表紙使用機材
左上：QX-65 右下：QX-45

スタンダードリフレクター使用

光と影が非常に柔らかくなる撮影用

時と比べ、光質が非常に柔らか

照明機材です。

くなります。また、球状のため、
大きな天球はやさしく柔らかな光が

アンブレラやソフトボックスな

特徴です。ストロボやＬＥＤに最適な

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

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

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

光が拡散します。ストロボだけ

照明アクセサリー。従来のプラスチッ

でなく、LED 照明用のディ

ク球体タイプのバルーンリフレクター

フューザーとしても最適です。

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

左上 3 枚：ストロボ使用

パクトになるので、持ち運びにも重宝

左下 3 枚：LED 照明使用

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
H

グラデーションもキレイです。
QX-45

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。

折り畳み式バルーンリフレクター QX-45

¥16,200
QX-65

折り畳み式バルーンリフレクター QX-65

¥19,440

折畳式のバルーンリフレクター QX

左：QX-45

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。

右：QX-65

QX-65

QX-45
サイズ

実測値：Φ約 470mm

重量

約 0.85kg

約 1.05kg

ケースサイズ

実測値：W 約 650mm Φ200mm

実測値：Φ200mm

お届け内容

バルーンリフレクター本体、専用ケース

H480mm

実測値：Φ約 580mm

H600mm
H 約 850mm
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LED

極薄でディフューズされた

SO-68TD

SO-TD ラウンド LED-68W

¥99,360
SO-48TD

SO-TD ラウンド LED-48W

¥59,400
SO-28TD

SO-TD ラウンド LED-28W

¥38,880

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。

電源出力（0-100％）
と色温度可変（3000K-5600K）は、内蔵のタッチスクリーンで無段階調整可能です。
■共通スペック

7

色温度

3000-5600K

調光（無段階）

光量：0-100％ / 色温度：3000-5600K

照射角度

65

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。

電源は付属の AC アダプターでの駆動
と NP-F バッテリを使用して SO-TD
に電源を供給することができます。
電源の取れないロケ現場でもバッテ
リーを用意すれば OK です。
SO-48TD、SO-68TD には V マウン
トプレートが装備しています。

左：SD-TD シリーズ
右：四角形ソフトボックス

演色評価指数

95(RA)

出力調整

無段階

入力

100-240VAC

■機種別

SO-68TD

SO-48TD

SO-28TD

LED

360 個

240 個

120 個

出力

68W

48W

28W

電源供給

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

AC アダプター / SONY NP-F L バッテリー x1

実測光量

1/60s f5.6 ISO400 1m

1/60s f4.0 ISO400 1m

1/60s f2.8 ISO400 1m

照度（lux/1m)

1660

1260

623

サイズ

直径 600mm

重量

4.1kg

50/60HZ

685x670x65mm

直径 400mm
2.33kg

485x465x65mm

直径 300mm
1.13kg

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。

370x340x60mm

厚さ僅か 15 ㎜！
極薄スリム！！

瞳に綺麗
な
キ

LED

イト
ラ
チ
ッ
ャ

KD-BL48LED-W/P

ビューティーライト

（マットホワイト )

¥39,960
電源

AC100-240V

サイズ

内径 30.5 ㎝

重量

1500g

色温度

3200-5600K

明るさ

2700 Lm

外径 45.6cm

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

自撮りやポートレート撮影、動画配信に最適。

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。

俯瞰で料理も取れる優れもの

ミラーとスマホホルダーも付属します。
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LED

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
色温度可変タイプが加わり、
ラインナップが増えました！
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。
RX-12T

RX-12TD

RX-18TD

RX-29TDX

LED

280 個

280 個

504 個

504 個＋0.5w

出力

34W

50W

100W

100W

色温度

5600K

3000 〜 5600K
AC アダプター / V マウントバッテリー

電源供給

光量：10-100％

調光（無段階）
照射角度

10 -360

演色評価指数

95(RA)
無段階

出力調整
実測光量
照度（lux/1m)
サイズ
重量（シート LED/ 電源部）

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

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

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

1230

1989

3360

2960

46x32cm

46x32cm

61 46 ㎝

121 24 ㎝

0.3kg / 0.5 ㎏

0.5Kg / 0.5Kg

0.5Kg / 1.0Kg

0.3kg / 0.5 ㎏

お届け品

1/60s f8.0 ISO400 1m

本体、AC アダプター、キャリングケース、X ブラケット

RX-12T

ロールフレックス LED デイライト

29,700 円

RX-12TD

ロールフレックス LED 色温度可変 50W

38,880 円

RX-18TD

ロールフレックス LED 色温度可変 100W

43,200 円

RX-29TDX ロールフレックス LED 色温度可変ストリップタイプ 48,600 円
アクセサリー
RX-12T 専用ソフトボックス
[RX-12SB] 5,400 円
RX-18TD 専用ソフトボックス
[RX-18SB] 6,480 円

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-29TDX 専用ソフトボックス
＆ハニカムグリッド
[RX-29SBHC] 10,800 円

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

3 灯連結可能、大きな面光源のパネルライト

RX-318-KR
ロールフレックス LED デイライト大型パネルタイプ
194,400 円

■お届けセット内容
・RX-18TDX

3灯

・コントロールボックス
・AC アダブター
・3 灯連結専用枠（サイズ：80 140cm）
・ハニカムグリッド
・ブームスタンド（サイズ：80 〜 230cm）
・ウェイト袋
・キャスター
・専用リモコン
・ケース（サイズ：125 35 28 ㎝）
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LED

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 L ED ラ イト
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。

SO-40TD

極薄スクエア LED
40W
43,200 円

SO-66TD

極薄スクエア LED-66W
86,400 円

SO-60TD

SO-88TDX

70,200 円

108,000 円

極薄スクエア LED
60W

厚さ僅か 15 ㎜！
極薄スリム！！

極薄スクエア LED
88W

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-40TD

SO-60TD

SO-66TD

SO-88TDX

LED

200 個

300 個

330 個

440 個

出力

40W

60W

66W

88W

色温度

3000-5600K

電源供給

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

調光（無段階）

光量：0-100％ / 色温度：3000-5600K

照射角度

65

演色評価指数

95(RA)

出力調整
照度（lux/1m)
サイズ
重量
お届け品

無段階
5600K 921/3000K 888

5600K 1140/3000K 1110

5600K 1140/3000K 1290

5600K 1940/3000K 1660

385 350 60mm

495 480 60mm

680 405 60mm

670 700 90mm

1.9kg

3.1kg

3.3kg

5.9kg

本体、AC アダプター、キャリングケース、V-NPF 変換プレート
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LED

色温度はダイヤルで 30（3000K）〜 57（5700K）
まで 100K ごとに調節可能。
光量は同様にダイヤルで 1 〜 99 まで調節可能。

AAA503D

New!

Skier
Sunray キューブ色温度可変
200w 大光量 LED ライト

¥162,000

人気の Skier200w 大光量 LED ライトがパワーアッ
プ。色温度がタングステンからデイライトまで可変式
になりました。
モノブロックストロボ型なので、ストロ
ボと同じ感 覚でライティングできます。マウントは
ボーエンズタイプなので、ボーエンズマウントであれ
ば、
リフレクター、
ソフトボックス、オパライト等のアク
セサリーをお使いいただけます。

出力

200w

色温度

3000〜5700K

サイズ

21x11x13cm

光量

F22(1m,ISO400,1/60)

電源

AC100-240V

CRI（Ra)

98

重量

2.3kg

※18 ㎝標準リフレクターは別売りになります。

AAA5022

Skier
Sunray フォーカス LED

¥135,000

高演色 200w 丸型 LED チップを搭載しコンパク
トボディを実現。
フリッカーのない太陽のような光
を再現した LED ライトが遂に完成しました。
アタッ
チメントを介せばソフトボックスなど様々なライト
シェイピングツールがご利用いただけます。
共通スペック
■出力：200w
■LED 照度：19200lm
■色温度：5756K
■演色評価指数：96(RA)
■照射角：15 〜 50
■重量：2.3kg
■サイズ：27x12.3x13cm
■電源：AC100-240v
■光量：1M:f/22.3M：f/8(ISO400.1/60)
AAA503

Skier
Sunray キューブ LED

¥108,000

AAA5022 のアクセサリーマウントを、
汎用性が高いボーエンズマウントに変
更したモデルです。
※販売は灯体と電源のみ、リフレクター
等は別売りです。

PV の撮影現場などでよく使われています。
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LED

※アクセサリー類は別売になります。

EL-600

60w 単板 LED ライト
（デイライト）
¥49,680

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。

RX-8T
LED-150V

15w 横長 LED
ライトパッド

LED-112R

12w 円形 LED
ライトパッド

¥8,100

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。

■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

¥9,180

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。

■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

ロールフレックス LED
オンカメラタイプ

¥10,800

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：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

ジュエリー協力：COSMOS NOSTALGIE

LED-JWSET

ジュエリースタジオ
LED セット

¥124,740

弊社が提案する撮影セットのフラグシップモデル「ジュエリースタジオ LED セッ
ト」は、難しいとされている宝石のキラキラした美しい光の輝きを簡単に撮影可
能です。
また、宝飾の接地面に影ができないように撮影することも可能なほか、
ジュエリーが地面に映り込む撮影がプロカメラマンや技術者でなくても、簡単
に行うことができます。

■セット内容
AAA511 ブライティング LED セット
JWX ワックス
片面艶消乳白アクリル板（１枚）
片面艶消白アクリル板（１枚）
片面艶消黒アクリル板（１枚）
透明エンボスアクリル板（１枚）
アクリル板用脚（４個組）

12

蛍光灯
LHD-C470KP

コンパクトスタジオキット PRO バージョン (40W)

¥49,680

2灯
フルセット

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

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。

■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

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。

作例 A

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

■作例A撮影風景

■作例B撮影風景

右後方からメイン
ライトを照射（1灯
ライティング）

左 側 より 抑 え の
ライトを照射し2
灯で構成

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。

蛍光灯
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。
PRP-50

パラソライトプラス 50

¥19,440

■サイズ：50 50 D40cm
■お届け内容：本体ボックス、28w 蛍光管

PRP-75

PRP-75

パラソライトプラス 75

PRP-50

¥24,300

■サイズ：75 75 D65cm
■お届け内容：本体ボックス、28w 蛍光管

２通りの撮影スタイル。

1

コンパクトで
高い収納性

2

3

4

実用新案取得！

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。

傘のように広げて電球をセット

お好みで中間ディフューザーを装着

セットした料理の上にかぶせて完成

ML-28-E27

ML-40-E27

ML-70-E27

デイライト / パラソライト、コンパクトスタジオキット用

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

¥4,860

撮影用 28w スパイラル蛍光管

¥1,620

撮影用 40w スパイラル蛍光管

¥3,240

撮影用 70w スパイラル蛍光管
デイライト / パラソライト用

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。

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。

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：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

■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

■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
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蛍光灯 / HMI

FL-552V

110w 蛍光灯ライト本体
( 無段階調光仕上 )

¥45,360
優しい光質で高い人気の渡辺達生スペシャル
エディションがお求め安い価格になりました。
蛍光管 ( 別売 ) はキノフロとオスラムからお選
び下さい。

■出力：110w(55w 2)
■サイズ：58 20 9cm
■重量：3.6kg
■電源：AC100 〜 240v
■点灯周波数：40KHz

FL-554V

220w 蛍光灯ライト本体
( 無段階調光仕上 )

¥75,060

■出力：220w(55w 4)
■サイズ：58 37 9cm
■重量：6.0kg
50/60Hz ■電源：AC100 〜 240v
■点灯周波数：40KHz

UBR-554

強力ブラケット「ヨーク」

50/60Hz

55C-K55

55C-K32

FL-552V/554V
FL-552TSV/554TSV 用

FL-552V/554V
FL-552TSV/554TSV 用

キノフロ 55w 蛍光管
デイライト

本 体 両サイドから固 定
できる強力なブラケット
ですので、ブームやパン
タにも装着できます。

（FL-552/554 用）

¥7,020

FL-552BAG

キャリングケース S

キノフロ 55w 蛍光管
タングステン

¥5,400

(FL-552V 収納可能 )

¥4,968

FL-552V 渡 辺 達 生スペシャルエ
ディション用クッションケースです。

¥5,400

■外寸：64 10 36cm
■内寸：62 8 35cm
■重量：600g

OS-55D

OS-55T

954 オスラム社
55w 蛍光管
デイライト

FL-552/FL-554
FL-556/FL-5516 用

キャリングケース M
(FL-554V 収納可能 )

¥5,940

FL-552/FL-554
FL-556/FL-5516 用

¥4,860

FL-552/554/552V/554V 用オスラム社製 55w デイライト色
蛍光管です。

FL-554BAG

930 オスラム社
55w 蛍光管
タングステン

FL-554V 渡 辺 達 生 スペシャルエ
ディション用クッションケースです。

¥4,860

■外寸：64 10 53cm
■内寸：62 8 52cm
■重量：800g

FL-552/554/552V/554V 用オスラム社製 55w タングステン色
蛍光管です。

HMI-575AR

575w フリッカーフリー HMI フレネルライト

¥216,000

太陽光に最も近い HMI 光源は、映画や CM の現場で最も多く使われる
定番ライトです。HMI 使用上の「お約束」: 消灯後に冷めきってない状態
では、絶対に電源を再投入しないで下さい。
バルブの寿命が終わる場合
があります。
■出力：575w ■電源：AC-100-250V ■口金：G22
■バラストサイズ：31 20 17.5cm ■バラスト重量：約 5kg
■灯体サイズ：29 26 32cm ■灯体重量：約 6.3kg
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accessory
HMI-575WSEL

オスラム ARRI 用 HMI SE 575w ランプ

¥27,000 HMI-575AR 用スペアランプです。

■色温度：6000K ■演色性：95(RA)
■照度：43000Lumen ■口金：G22

ストロボ

多灯ライティングなどのスレーブ
に特化した使えるクリップオンス
トロボ。

MY-320i-BP

MY-320i

MY-320 i 用バッテリーパック

LED モデリング装備
300ws モノブロックストロボ AC/DC

(12V ニッケル水素バッテリー )

¥19,440

¥51,840

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。

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。

■サイズ：171 76 180mm

■重量：3.3kg( バッテリー含む )

MYC-320

MY-320i 用スペアチューブ
( 発光管 )

¥5,400

■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

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 )

チャージタイム

サイズ

400ws

600ws

0.2〜1.5秒

0.2〜1.5秒

280 14 17cm

280 14 17cm

2.8kg

重量

電源

AC-100V

調光

無段階6絞分

3.4kg
サウンドON

色温度

5500K（ 150K）

モデリング

無段階調光・ハロゲン250w（E-11）

充電完了音

サウンドOFF

チャージ完了でモデリング点灯

スレーブ

ON/OFF

クーリングファン

内蔵

accessory
EFT8

Fomex
Fomex E シリーズ用
E200/E400/E600
スペアチューブ
用発光管です。

¥8,640
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。

¥1,620

ML11-250
E400

E600

¥49,680

¥64,800

Fomex 400ws

Fomex 600ws

250W
モデリングランプ

¥1,890

■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 )

■ランプ寿命：約 300 時間
Fomex E シリーズ用
250w/E11 ハロゲンモ ( 使用頻度などにより異なります )
■電源：AC100-120V
デリングランプです。

SS-ACCD

¥1,080

¥1,620

SS シリーズ予備用電源コード

¥1,620
3PINジャック用電源コードです。

¥1,080

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。
■長さ：3m
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クリップオンストロボ用アクセサリー
SGA-K9

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。

クリップオン用ドリームライトセット

¥16,200

ソフトボックス
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。

ハニカム
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。

クリップオン用オパライト
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ユニバーサルアダプター

¥1,890

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。

オパライト用グリッド

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。

バルーン

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。

バーンドア

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。

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。

CA-SUG

スヌート
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。

カラーディフューザー

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。

■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

■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

ストロボアクセサリー

SR-40T

New!

40cm
汎用型ソフトオパライト

¥12,690

■直径：40cm
■重量：1.2kg

■奥行：20cm

¥30,780

SR-56TH

56cm オパ用
ハニカムグリッド

¥14,040

56cm ソフトオ パライト用
ハニカムグリッドです。

SRD-56T

56cm オパ用
ディフューザー

¥2,700

56cm ソフトオ パライト用
デイフューザーです。

SR-40TH

40cm オパ用
ハニカムグリッド

¥*,***

40cm ソフトオ パライト用
ハニカムグリッドです。

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。

¥16,200

¥12,960

¥10,260

Cactus-V6

カクタス
ワイヤレスフラッシュ
トランシーバー V6

PE-16S

ナイス 2.4GHz
FM 送受信機セット

¥8,640

¥17,280

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 )
■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 )

Cactus-V6II

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。

カクタス
ワイヤレスフラッシュ
トランシーバー V6II

¥12,150

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。
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アンブレラ

¥3,780

¥5,940

¥4,860

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。

¥7,020

¥10,260

¥17,280

直径：50cm

80 x 100

直径：105cm

直径：180cm

130 x 180

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
発光管と話した位置で照射するほど柔らかな影になります。
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ソフトボックス

¥20,520

¥17,280

D-1520

ハイライト背景ボックス L

¥38,880
■サイズ：約 150 200 50cm
■ダボ径：16mm オスダボ
■重量：約 2.5kg

¥30,240

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。

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。

MC-MNBW

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)

¥5,400

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。

¥3,240

¥5,940

¥5,940

¥5,940

MC-CMBW

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)

¥5,400

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。
MC-PFBW

¥5,940

¥5,940

¥5,940

¥7,020

ストロボマウントアダプター
( プロフォト→ボーエンズ S)

¥9,720

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。
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スタンド / ブーム

¥3,880

¥7,020

¥4,860

16mm 凹

¥38,880

¥9,180

¥19,440

¥20,520

¥19,980
16.5mm

¥5,400
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¥2,700

リフレクター / ディフューザー

¥41,040

¥10,800

¥23,760

¥21,060

¥9,720

¥9,180

¥6,480

¥10,260

¥6,480

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
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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。

RP9 シリーズ

HRP シリーズ

¥4,320

¥6,480

90cm 幅 x 11m
ロールバック紙

1.36m 幅 x 11m
ハーフロールペーパー各色

RP18 シリーズ

■サイズ：1.36x11m

1.8m 幅 x 11m
ロールバック紙

¥9,720

¥12,960

301、320、326 の
3 色 の み 0.9m 幅、
1.8m 幅 も ご 用 意 し
ております。

¥6,480

¥1,296

¥21,600
¥19,980
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■重量：2.6kg

背景

1.5m

2.0m

ボカしての使用が効果的です。

ロケでよく使われそうな背景をそのまま実写、現実にはありえない幻想的な世界など、高精度プリントを利用した背景です。
ウェブにて 100 種以上の多彩なバリエーションからお選びください。
AY23

フォトバックグランドシーン背景
2x3m

¥14,580

■サイス：2 3m
■重量；約 1000g
■素材：ビニール系薄布にプリント
（洗濯不可）

AY15

フォトバックグランドシーン背景
1.5x2m

¥9,720

■サイス：1.5 2m
■重量 : 約 500g
■素材：ビニール系薄布にプリント
（洗濯不可）

P-13 青

JS-TN

¥3,240

¥10,800
¥2,160
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背景セット / ポールシステム

¥9,990

¥29,160

¥4,320

¥15,120

¥12,960

¥19,440

J-H

J フック (2 個一組 )

¥37,800
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¥2,160

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

J-HS

J フックプロクランプセット
(2 個一組 )

¥8,100
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

背景セット / ポールシステム

¥71,280

EBG-3R

電動バックグランド昇降機

¥99,360

¥39,960

¥19,440

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。

■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

EBG-AP

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。

¥16,200

■パイプ径：48mm
■重量：1500g

電動バック用アルミパイプ

■サイズ：3m(1m

3本)
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クランプ / アダプター

¥10,260
¥3,240

¥7,020

¥2,160

¥3,240

¥1,080

¥540

¥2,160

¥1,620

¥3,240
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¥3,240

¥3,780

クランプ / アダプター

¥2,160

¥1,620

¥2,700

¥2,700

¥2,700

¥1,080

¥3,780

¥1,080

¥1,080

¥1,080

¥1,080

¥1,080

¥1,620

28

三脚 / 雲台

MTA-2205

コンパクト
5 段アルミ三脚
( 自由雲台付 )

¥12,420
小型軽量でお求め易い 5 段アルミ三脚です。
デジイチ初心者の方や旅行用にお薦めです。

¥29,000

■全高 ( エレベーター使用時 )：160cm( 雲台含む )
■収納時：38cm( 雲台含む ) ■耐荷重：2kg
■脚段数：5 段 ( パイプ径：22/19/16/13/10mm)
■重量：1.1kg( 雲台含む )

JS-DK1503

JUSINO 雲台付ビデオ三脚

¥54,000

New!

スライド式クイックシュー等プロ用ビデオ三脚とし
動画撮影に必須なしっかりと安定したビデオ三脚。
アルミ合金製で軽量なのに安定感は抜群です。専用の雲台付。
雲台はクイックリリースプレート式でカメラの着脱もスムーズです。
プロ用ビデオカメラの他、家庭用ビデオカメラ、デジタル一眼でもお
使いいただけます。
■全伸高：150cm
■格納長：71cm
■脚段数：3 段

■耐荷重：12kg
■重量：3.1kg

MPR-202

電動雲台

¥45,900
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
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RE-50

電動雲台用
15m 延長ケーブル

¥14,040
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。

スカイレール / バッグ

¥213,840

¥52,920

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。

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。

AAJ-004

大型ロケバック

¥19,800

■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

ASAN-230

ロケバック用キャスター

¥2,700

¥5,400

¥7,560

収納例
・SS-150B
・UR-48BW
・L-2440B
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GH5 ENG スタイルセット

4K/60pの長時間記録が可能なGH5をENGカメラにする

GH5
ENG STYLE
放送局や制作会社に眠っている B4 マ ウントズームレンズと V マウントバッテリーを 活用で
きる ENG 仕様のリグセット。そのベースになっているのは、4K/60p が本体内で長時間ノンス
トップで収録可能な GH5。マイクロフォーサーズマウントであることもちょうどよく、B4 マウ
ントのレンズでエクステンダーを入れれば、光学的な補正なしでケラれずに撮影できる。スター

ト＆ストップも B4 マウントレンズ側のトリガースイッチで可能です。GH5 本体はもとより、
ズームサーボ、ビューファインダーも V マウントバッテリーより供給し、長時間連続運用が可能

となります。また、このキットに含まれる 3840x2160 ドットの解像度を誇る 15.6 インチの小
広島市安佐北区で開催されたフットサル『DUARIG F チャレンジリー
グ 2017 広島エフ・ドゥ vs. ボアルー ス長野の収録にて GH5 のリ
グシステムを 3 セット使用した。収録は各カメラで 4K/60p 撮影し
たものを ATEM 2M/E Broadcast Studio 4K でスイッチングして、
HyperDeck Studio 12K で記録。カメラマンが操作するカメラは、
B4 マウントを装着した ENG 仕様の GH5。4K/60p の ENG 仕様の
カメラを複数台揃えるのは予算的にも大変だが、GH5 なら格安でで
きてしまうのがポイント。

型 4K モニターをカメラ後部に設置すれば、ズームリモコンなとも合わせて利用できるスタジ
オ仕様にも組み換え可能になります。すべて V マウントバッテリーより電源供給し、屋外イベン
トの収録などにも対応できます。

今回はこちらの ENG システムにシンプルバージョンが加わりました。フルセットから高価な
4K モニターとビューファインダーを省き、低価格を実現。資産を有効活用して、安価に 4K 収録
システムが組めます。

長野県小布施ハイウェイオ
ア シ ス で 催 さ れ た 2017
スラックラインワールド
カップで 4K 生中継にも
GH5 のリグシステムを投
入。こちらは大会本部２階
に B4 レンズを装着するリ
グに搭載したもの。
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DSLR をムービーカメラマンが慣れた
ENG スタイルで使用できる。ズーム回
りの操作も断然やりやすい。

企画・プロデュース：Multicamlaboratory 渡辺聡
開発協力：ルミックスプロフェッショナルサービス (LPS)

GH5 ENG スタイイルセット

V マウントバッテリー電源供給システムにより本体、レンズ、モ
ニター等すべてが稼働。

GH5 へ DC 電源を送り、レンズのトリガーで GH5 の REC ス
タートする制御ボックス。

B4 から MFT への変換はヘビーデューティな使用にも耐えられ
るように 7075 ジュラルミンで作られたポーランド製マウント
アダプターを採用。ENG レンズはエクステンダーを入れて使う。

ワンタッチでポジションが決まるイスラエル製の強靭なアーム
を採用。

自在にポジションをセットできる 3.2 インチ TFT LCD ビュー
ファインダーも付属。

ビューファインダーのルーペは跳ね上げて使用することも可能。

XLR 入力２系統は、GH5 のオプションをそのまま使用する。

肩当ては自分の肩にフィットするように形状を変化させること
ができるものを採用。

これはセットには含まれないが、B4 マウントの ENG レンズ用
のズームリモコンを装着すればパン棒でのズーム操作が可能に
なる。

SK-GHLIG-P

GH5
ENG スタイルプロセット

¥399,600
セット内容

●ENGプロリグセット

（B4マウントアダプター 、
ビューファインダー固定アーム、
肩当て含む）

● Vマウントトータル電源供給システム
（トリガー連動機能内蔵）

● 3.2インチ TFT LCDビューファインダー
SK-GHLIG-S

GH5 ENG スタイルシンプルセット

¥280,800
セット内容

● EN G リ グ セ ッ ト

（B4マウントアダプター、肩当て含む）
※GH5 本体、XLRマイクロホンアダプター、
B4マウントズームレンズ、ズームリモコン、
ガンマイク、Vマウントバッテリーは付属しません。
※写真はプロトタイプのため細部は変更になる可能性があります。

● V マ ウ ン ト ト ー タ ル 電 源供給システム
（トリガー連動機能内蔵）

メイクステーション

メイクステーション
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 ♥

age!
r
o
t
S

MSJ-079B

メイクステーション ブラック
キャスター４輪タイプ
¥83,160

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♥

MSJ-IST01-BK

キャスター付きメイクボックス M
ブラック ( ステッチ）̲ キャリーケースタイプ
¥48,600

MSJ-211-PK

MSJ-OF01-RP

¥38,880

¥29,160

キャスター付きメイクボックス S
ピンク ( コンパクトタイプメイクステーション )

女優メイクボックス
ロゼ・ゴールド

※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。

MSJ-79R

メイクステーション自立タイプ
（レッド）キャスター付きプロ用
¥79,380
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MSJ-079P

ピンクメイクステーション
キャスター 4 輪タイプ
¥83,160

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！！

機材レンタルサービス

プロ機材ドットコムの
機材レンタルサービス

会員登録も
面倒な手続きも
不要！

どなたでも
気軽に
ご利用頂けます。

弊社取扱い製品等の機材レンタルを行っております。会員登録や面倒な手続きなく、誰でも気軽にご利用いただけるレンタルシステムです。
導入前のテストや、めったに使わない機材はレンタルが絶対お勧めです。しかもレンタル後 1 ヶ月以内に、レンタルされた機材と同等品をお
求めいただいた場合、最大レンタル料金の半額をお値引き致します。気になる商品の購入前のお試しに、ぜひレンタルをご利用ください！

店舗受け取りも
地方発送も可能！

通常レンタルは東京店舗での受け取り・返却となりますが、

プロキザイドットコムでは地方発送レンタルも行っています。

レンタル機材
の一例
MPR-202

RFT-7WF

MA-269HDBU

電動雲台

ルーフトップセブン Wi-Fi タイプ

マンフロスーパーハイスタンド

1 日あたり料金

575w フリッカーフリー
HMI フレネルライト

¥10,000

Skier
Sunray キューブ色温度可変
200w 大光量 LED ライト
1 日あたり料金

¥8,000

RX-29TDX

SO-48TD

極薄ラウンド LED-48W
1 日あたり料金

1 日あたり料金

¥14,000

1 日あたり料金

¥6,000

AAA5022

HMI-575AR

1 日あたり料金

¥5,000

¥4,000

ロールフレックス
LED バイカラー RX-29TDX
1 日あたり料金

¥4,000

レンタルのお問い合わせは こちらから

AAA503

SO-68TD

Skier Sunray キューブ LED

極薄ラウンド LED-68W

1 日あたり料金

¥6,000

1 日あたり料金

¥6,000

KD-BL48LED-W

ビューティーライト マットホワイト
1 日あたり料金

¥3,000

メイクステーション
1 日あたり料金

¥10,000

03-6661-2724

現 在 レ ン タ ル シ ス テ ム を リ ニ ュ ー ア ル 中 で す 。リ ニ ュ ー ア ル 後 は W E B か ら の お 申 込 み で も レ ン タ ル 申 込 か ら 決 済 ま で ス ム ー ズ に 。
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プロ機材ドットコムは長年のコマーシャ

機材導入、新規スタジオ設置の
無料相談・お見積り

ルスタジオの経験と知識を活かし、お客様

の機材選定のアドバイスを行っておりま
す。社内で自社スタジオを作ることになっ

たという企業様、今まで写真しか撮ってい

プロ機材ドットコムの
サービス

なかったが動画も撮る必要がでてきたと
いうカメラマン、自分で制作したアクセサ
リーを販売したいという個人の方など、ど

んなニーズにも最適な機材をご紹介いた

します。内容に関わらず、どんな些細なこ
とでもお気軽にご相談ください。

機材ご購入後のセッティング、撮影のアド
バイスも行っております。
プロ機材ドットコムでは、カメラや機材好

セミナー / イベント

きな人が集まり、情報交換をするコミュニ
ティでありたいと考え、様々なイベントを
実施しております。

これからスタジオを設置される企業様や

個別レッスン

沖縄本社スタジオ、東京ショールームでの

撮影の内製化をしたい企業様、スタッフが

撮影される機会が増えてきたという企業
様に多く導入いただいています。

お客様の撮影内容に合わせた個別レッス

自社開催セミナー、電塾各支部での講演会

ンの組み立てが可能です。

などを行っています。初心者向けの撮影セ

■レッスン料

ミナー、中上級者向けの技術セミナー、新

製品体験会、撮影会や講評会などを行って

2 時間／ 3.5 万円（税別）〜

機材購入前のお試しに、家に置くスペース

ちょっとした小物撮影などに最適な小物

おります。

機材レンタル

がないからレンタルで済ませたい、会社で
使用する機材はすべてレンタル、高価な機
材を購入するのは難しい等、お客様の様々

なニーズに合わせたレンタルプランをご
用意いたします。地方のお客様には発送も
承っております。

スペースレンタル

撮影ブース、トルソーやモデルを使ったア
パレル撮影ブースなど、ライターさんなど

に便利な機材付き撮影ブースのレンタル

から、モデル撮影やライブ配信、写真展
ギャラリーしてまるごと使用など、様々な
ニーズに対応いたします。

プロ機材ドットコムの照明や背景もご自
由にお使いいただけます。

沖縄本社

www.prokizai.com
新ブランド「kireidori/キレイドリ」誕生。
スマホでもっと写真や動画を楽
しみたい！というコンセプトか
ら生まれた、ライトユーザー向け
のブランドサイトです。スマホ動
画をもっと楽しくするガジェッ
トやアイディアをいろいろご紹
介していきます。

http://kireidori.com
@Kireidori̲Photo

kireidori

@kireidori

〒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
FAX:098-891-9226

東京ショールーム
〒103-0004
東京都中央区東日本橋3-3-17
RE-KNOW東日本橋3C
TEL:03-6661-2724
FAX:03-6661-2704
営業時間：10:00-19:00
月〜土(日祝休業)

