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Light Storm（ ラ イ ト ス ト ー ム ） COB120d II は、 第 1 世 代 の
COB120d のハイスペックな性能を引き継ぎ、その機能をさらにアッ
プグレードまたは改良、そして新機能を詰め込んだ、Aputure の最
先端モデルの LED ライトです。

光量は重要ですが、その光品質はさらに重要です。 Aputure 社では COB120d 
II の CRI 評価だけでなく、映像業界標準である TLCI（Television Lighting 
Consistency Index）も使用して、徹底した色品質テストを行っています。 
双方のテストにおいて、最高の色品質 CRI96 以上、TLCI97 以上を得たことが
証明されました。

LS COB120d II は、Aputure フレネルレンズを使用することで 135,000 ルク
ス（0.5m）というパワフルなライティングが可能になります。 これはおおよ
そ 1000 ワットのタングステン光に相当する明るさで、第 1 世代の 120D より
も約 25％明るく、最高級スタジオライトと競合するスペックです。

COB120d II は、スタジオグレードの優れた品質ながら、本体重量は約 2.2kg と
非常に軽量です。タングステンライトにおいて頻繁に発生する輸送問題に悩ま
されることなく、どこでも簡単にこのライトを持ち運びすることができます。

DMX は、撮影スタジオ、放送局、劇場、およ
びあらゆる形態のデジタルネットワークシス
テムの世界的な業界標準通信プロトコルです。
COB120d II には DMX 機能が搭載されており、
スタジオクリエイターは照明器具の使用範囲
を最大限に活用できます。

COB120d II は、100％から 1％まで
シームレス調光可能です。

COB120d II は、オールインワン型パワーボックス 1
個で駆動することができます。第 1 世代 120d 同様、
航空機グレードのアルミニウム製ハウジングで堅牢
でありながら軽量。スマートな電源ユニットは配線
や電力部品が少なく、照明のセットアップに費やす
タイムロスを軽減することができます。

色分けされたニュートリックケーブルシステムに
より、ライトの配置場所を自由に設定でき、高度
なロックシステムにより、セットや環境にかかわ
らず、高い安全性が約束されます。

COB120d II は第 1 世代同様 に内蔵されてい
る電子式ファンからは、たとえ最大出力で長
時間連続発光しても 18 デシベル以上のノイ
ズを発することはありません。

高品質なカラーフィデリティ

光量を 25％ UP!!

LS COB120d II

軽量・ポータブル

DMX512 機能

複合コントローラー、電源ユニット

ニュートリックケーブルロック

驚異的に静かな冷却ファン

無段階調光

コントローラーボックスの輝度調整ダイヤルからも明
るさを調整できます。同梱のリモコンにより 2.4GHz 
FSK ワイヤレス技術を使用して、約 100 メートル※離
れた場所からもワイヤレスで明るさを調整できます。

再設計されたヨーク構造は、330 度を超える拡張された動作範囲
に対応しており、必要な場所で角度を付けて光を向けることがで
きます。改良されたユーザーフレンドリーなハンドグリップデザ
インにより、非常に直感的なコントロールも可能です。

2.4GHz ワイヤレスコントロール

ハンドブレークロックヨーク

※送信距離は周囲環境により異なります。

ダイレクトショップ限定品！
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COB120d II のアクセサリーマウントは、汎用性の高い Bowens マウント。さ
らに付属品としてウルトラサイレントコントロールボックス、ワイヤレスリ
モコン、およびキャリングバック、第1世代120dと同じ機能を保持しています。

色温度
CRI
TLCI
動作電流
電源
無線周波数
冷却モード
リモート周波数
チャンネル
グループ
遠隔操作範囲
サイズ（縦×横×高）
　ライト本体
　コントロールボックス
重量

5500K
96 以上
97 以上
2A 以下
AC 100-240V 50 / 60Hz
2.4GHz
アクティブ冷却
2.4GHz
1/2/3
A/B/C/D
≤ 100m

300×193×124mm
314×119×62.6mm（V マウント）
2.2 Kg （ライトヘッド +リフレクター）

0.5m
1m
2m

距離

リフレクター使用リフレクター無し

フートキャンドル フートキャンドルルクス ルクス

1670 fc
430 fc
110 fc

18000 lx
4700 lx
1200 lx

2788 fc
650 fc
158 fc

30000 lx
7000 lx
1700 lx

Brightness

Light Storms

Specifications

Light Storm COB 120d II
V マウントキット

［252900］ 99,000 円（税別）
JAN.4961360029000

Accessories

Package

ライトドーム Mini Ⅱ

フレネルレンズ

アンブレラ ライトドーム II ライトドーム

別売アクセサリー（P12-14 参照）

バーンドア

スペースライト

●LS COB120d IIライト ×1
●ライト+プロテクションカバー
●リフレクター
●コントローラーボックス
●バックル×2
●ハンギングカラム
●電源ケーブル
●接続ケーブル
●VAリモートRC1
●ボタン電池
●キャリングバッグ

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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照射角度 80° 照射角度 20°

Aputure LS-mini20 シリーズは、ライトストームシリーズのもっともコンパクトなシステムです。
しかし この小さな灯体に搭載された画期的な機能により、これまでの定常光ライトとは異なるパフォーマンスを発揮します。

LS-mini20c および LS-mini20d は、他の Aputure Light Storm シリーズ同様、
Chip-On-Board デザインを採用しています。 
TLCI および CRI 96+ を備えており、自然で高い色再現性を保証します。 LS-
mini20 は、光をフォーカスさせるためにライト前面にフレネルを内蔵してい
ます。これにより、たった 25 ワットの電力で 2000 ルーメンの出力が可能。
LS-mini20d（デイライトモデル）のスポット出力は距離が 0.5 メートルであ
れば光量は 40000 ルクスまで出力可能です。

LS-mini20 シリーズは、2 種類の色温度を持つ 2 つのモデルを備えています。
LS-mini20d（7500 ケルビン）および LS-mini20c（3200-6500 ケルビン）。
 2 つのバリエーションにより、これまで以上に多用途です。

5 〜 18V 電源ポートを装備した mini20 は幅広い電源ソリューションをサポー
トしています。
AC-DC アダプターまたは Sony NP-F970 バッテリーから充電できます。下端
と上端には、D タップを介して 5V パワーパックまたは V マウントバッテリー
を使用して充電することもできます。

Aputure LS-mini20 なら、あらゆる環境下においてライティングをパーフェ
クトにコントロールします。 
光量は 20％から 100％、照射角度は 20 度から 80 度の間で幅広い調整レンジ、
そしてこれらの各調整ダイヤルの動きは非常に滑らかで、繊細なライティン
グ表現が可能になります。撮影をスムーズに、そして自在にコントロール。
LS-mini20 は、スポットライティングでも、ポートレートライティングでも、
理想とするビジョンを現実のものにする完璧なツールです。

コンパクトボディ、でもパワフル

アーティスティックな表現力

色温度調整

多彩なパワーオプション

LS -mini20d/20c

LS-mini20d
（Spot）

LS-mini20d
（Flood）

LS-mini20c
（Spot）

LS-mini20c
（Flood）

フートキヤンドル

632
6800

3717
40000

1487
16000

250
2700

ルクス

4000 50003000200010000

40000 500003000020000100000

3717

ダイレクトショップ限定品！
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DIMMER 20 40 60 80 100%

LS-mini20d (7500K)

7500 KCT 3200 4000 5000 5600 6500 K

LS-mini20c (3200K-------6500K)

3200
~

 6500 K

モデル
動作電流
消費電力（最大）
電源
照射角度
色温度
TLCI
CQS
CRI
冷却モード
サイズ（L×W×H）

重量

●ライトスタンド仕様
※このライトスタンドはLS mini20シリーズ用です。
これ以上のサイズを搭載することは避けてください。

4A
30W
DC 5-18V

最大 97
95 以上
最大 96
アクティブクーリング

231×122×97mm
86.5×59×37.8mm
578g

20 〜 80°
7500K ± 300K

最長高
収納サイズ
本体重量

1900mm
480mm
920g

20 〜 60°
3200-6500K

距離
Spot
Wide
Spot
Wide
Spot
Wide
Spot
Wide

3717 fc
632 fc
929 fc
167 fc
1487 fc
250 fc
390 fc
67 fc

40000 lx
6800 lx
10000 lx
1800 lx
16000 lx
2700 lx
4200 lx
720 lx

0.5m

1m

0.5m

1m

照射角

mini20d

mini20c

フートキャンドル ルクス

Brightness

Light Storms mini 20dLight Storms mini 20c

Light Storms mini 20 3-Light Flight Kit

Specifications

LS mini 20d （デイライト）シングルキットLS mini 20c （バイカラー）シングルキット

バイカラー 3 灯キット

デイライト 3 灯キット
LS mini 20 ddd 

LS mini 20 ddd ライトスタンド付き
LS mini 20 ライトスタンド付キット
（ケース以外はすべて各3個）

LS mini 20 ccc 

LS mini 20 ccc ライトスタンド付き

LS mini 20 ddc ライトスタンド付き 3 灯キット

LS mini 20 ddc  3 灯キット
デイライト×2 灯、バイカラー×1 灯キット

3 灯キット

［253301］［252901］

［252904］

［252905］

［252902］

［252903］

［252906］

［253199］

39,000 円（税別）45,000 円（税別）

115,000 円（税別）

128,000 円（税別）

123,000 円（税別）

136,000 円（税別）

117,000 円（税別）

130,000 円（税別）

JAN.4961360033014JAN.4961360029017

JAN.4961360029048

JAN.4961360029055

JAN.4961360029024

JAN.4961360029031

JAN.4961360029062

JAN.4961360031997

Single Kit Package
ライト本体
バッテリーアダプター

●LS mini 20dデイライト×1
 または
　LS mini 20cバイカラーライト×1
●NP-F970バッテリー×1
●バッテリーアダプター×1
●バッテリーチャージャー×1
●ユニバーサルシューマウント×1
●クランプ×1
●D-Tap to XLRケーブル×1
●USBタイプA〜XLRケーブル×1
●フィルター5500K/3200K×各1

●LS mini 20d×3、または
　LS mini 20c×3、または
　LS mini 20d×2+LS mini 20c×1
●NP-F970バッテリー×3
●バッテリーアダプター×3
●バッテリーチャージャー×3
●ユニバーサルシューマウント×3
●クランプ×3
●D-Tap to XLRケーブル×3
●USBタイプA〜XLRケーブル×3
●フィルター5500K/3200K×各3
●ショルダーケース×1
［ライトスタンド付きの場合］
●ライトスタンド×3
●ライトスタンドケース×1

LS-mini20d LS-mini20c

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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Amaran Tri-8 は驚くほど小さなスペースに前例のないパワフルな仕様を凝縮
しました。 888 個の高 CRI（95+）LED 素子を 11.5 インチパネルに装備しま
した。 LED の数が多いということは、Tri-8s が 600 ワットに相当する 24000
ルクス @ 0.5m を出力できることを意味します

Amaran Tri-8 を使用すること
で、他にはないポータビリティ
を体験することができます。
背面のステンレススチールハ
ンドルを使用することで、水
平・垂直を自在にハンドリン
グ。不安定な地形でもスタン
ドにつけて使用することも、
早いペースで走りながら被写
体を追うこともできます。

Amaran Tri-8 のライティングにパー
フェクトフィットするライトシェー
ビングツール「EZ Box」が付属して
います。
EZ BOX ソフトボックスキットは、
光の流出を防ぎ、コントラストを向
上させ、高品質なソフトライティン
グを提供します。

※別売EZ Box IIソフトボックスキッ
ト（P10参照）もご使用いただけます。

Amaran Tri-8 は事実上破壊できません。航空機グレードのアルミボディと計
算しつくされた内部設計により、耐久性に優れ、その構造を維持します。さ
らに効率的に熱を排出、熱による老朽・劣化からライト灯体を保護します。
また、耐久性をさらに強化するために、LED 電球は耐衝撃性ポリカーボネー
ト製ケーシングで覆われています。

Amaran Tri-8 には、精密に設計された温度管理システムがあります。
内部の金色のランプビーズ、カスタムアルミプレート、フロータイプの冷却
ファンなど、ユニット全体の設計すべてが冷却効果を最大限に発揮します。

鮮やかな照度、アマラン・フラッグシップモデル

さらにポータブル

EZ Box を標準で付属

トップクラスのヒートマネージメント

高度な職人技術が実現するロックソリッドメタルビルド

Amaran LED シリーズは、「ポータブルで高品質、究極の LED ライトを作る」という 1 つの高い目標で設計されました。
新しい Amaran シリーズのフラッグシップモデル Tri-8 は、明るくコンパクト、色温度の多用途性を改革した LED ライトです。
Tri-8s はデイライトモデル、色温度は 5500 ケルビンで、昼間の照明に最適です。 
Tri-8c は、通常のバイカラーモデルの常識を超え、2300-6800 ケルビンという非常に広い範囲によりあらゆるシーンを照らすことができます。

AC 経由での電源供給、および、Sony NPF バッテリーを 2 つ使用した運用も
可能です。（バッテリーは付属）また、D タップマウント（オプション）によ
り V マウント大型バッテリーも使用することができます。

2.4GHz 周波数帯を使用する Tri-8 は、付属のリモートコ
ントローラーを使用して、最大 100 メートル離れた位置
からワイヤレスコントロールすることができます。また、
チャンネルを設定することで複数の Tri-8 ライトをコント
ロールすることができます。

バッテリー運用、AC 電源からも電源供給
150m ワイヤレスリモートコントロール

Tri-8c / Tri-8s
ダイレクトショップ限定品！



7

操作電流
消費電力
電源
使用可能時間
照射角度
CRlおよびTLCI 
色温度
無線周波数帯
チャンネル
グループ
リモート送信範囲
本体寸法
重量

4A
60W

DC 15V
100,000時間

25°
95

2.4GHz
1/2/3

A/B/C/D
100 m以内

約261 × 199 × 93 mm
2,000g

5500 K 2300 K〜6800 K

Tri-8s

Tri-8c

Tri-8c

Tri-8s

Amaran LED ライト Tri-8c（バイカラー）

Amaran LED ライト Tri-8s（スポット）

［253198］

［252907］

74,000 円（税別）

71,000 円（税別）

JAN.4961360031980

JAN.4961360029079

Specifications

Amaran Tri-8

0.5m
1m

0.5m
1m

距離
2137 fc
604 fc
2230 fc
60 fc

23000 lx 
6500 lx
24000 lx 
7000 lx

Brightness
フートキャンドル ルクス

● Tri-8C LED バイカラーライト
　または
　Tri-8S LED スポットライト
●ディフュージョンフィルター
● D タップ -D タップ
●バッテリーケーブル
● AC アダプター
●バッテリベースプレート
●バッテリーマウント（V）
● F970 バッテリー
● VA リモート
●キャリーバッグ
●ブラケット
● EZ BOX ソフトボックス

Package

Tri-8 付属の「Easy BOX」の他「Easy 
BOX II」キットもご使用いただけます。
Tri-8 の照明効果を広げます。

Accessories
別売アクセサリー

（P10-11 参照）

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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ダイレクトショップ限定品！

日本電波法の承認を得た、2.4GHz FSK 技術を使用した付属の
ワイヤレスリモコンにより、HR672 は輝度と色温度（色温度は
HR672C バイカラーモデルのみ）をワイヤレスで調整すること
ができます。複数のチャンネルとグループは、近辺の機材から
干渉を受けることなく、複数のライトを最大 100m ※まで離れ
た場所で正確な制御が可能です。　
※ワイヤレスコントロールの制御可能範囲は環境により異なり
ます。

ワイヤレスグループコントロール

Amaran HR672 は、CRI95 以上の演色性能を持つ、ハイパワーポータブルビデオ LED ライトです。
672 個もの LED 素子を使用し、高い色再現性を実現。付属のリモートコントローラーを使用して、世界共通の 2.4GHz 信号によるワイヤレスコ
ントロールが可能になり、多様な撮影環境に対応できるようになりました。
異なったチャンネル、グループによる光量の設定や色温度設定をリモートコントロールによっておこなうことができます。

演色性（CRI）は、さまざまな光源を理想的な自然光と比較してどの程度忠
実に再現できるかということを数値化したものです。HR672 のもつ革新的な
CRI95+ の演色性は、最も自然光に近いことを意味します。特に色再現性が重
要なファッション、ドキュメンタリーやショートフィルムなどにその効果を
発揮します。

HR672 は、Amaran シリーズ LED ライト至上、最高品質な光を提供します。 
4636.8 ルーメンの大光量は従来の 400 ワットの白熱灯と同等です。
また、いかなるシャッタースピードや FPS（1 秒ごとのフレーム数）に対し
ても影響を受けず、フリッカーを生じさせません。

HR672 の厚さは 32mm。発光面の面積は iPad
とほぼ同じ、軽量・コンパクトサイズ。
しかも 672 個の LED ランプを装備した大光量
ライトです。一般的な LED ビデオライトに比
べ厚みを 33% サイズダウン。パワフルな大光
量を実現しながら、その優れた携行性により、
あらゆる撮影環境で活躍します。

HR672 は AC アダプター、リチウム
バッテリーどちらでも電源供給可能で
す。バッテリーは HR672 を AC アダ
プターで点灯させている間にも充電す
ることができます。どちらで使用して
もコンスタントに安定した光量を確保
することができます。

最大限の熱放射効率を確保するために HR672 は通気孔から特別な技術によ
り冷却をおこないます。冷却ファンを使用する代わりに自然の熱放射で冷却
しています。これにより省エネと安全性が実現。さらにファンがないことで
HR672 はとても静かに作動します。

演色性 CRI95+、 精巧でピュアな光比類の無い明るさ…Amaran 至上最高レベル

薄型デザイン

安定供給可能なデュアル電源システム

ファンの無い静音設計

HR672 パ ネ ル 前 面 に 付 属 の デ ィ
フュージョンフィルターを差し込む
だけで光を柔らかくします。
さらに HR672W にはタングステン
フィルターも付属。スライドインで
手軽に切り替えることができます。

各種フィルター

HR672 C / W



9

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

操作用電流 
消費電力
照射角度
色温度
電源
平均耐用時間　
冷却方法 
リモコン周波数 
チャンネル
グループ 
遠隔操作距離
サイズ（縦×横×高）
重量

最大 4A
45W 

DC 15V
最長 100,000 時間

自然換気
2.4 GHz

3
A / B / C / D

最大 100m
約 238 × 190 × 32 mm

　約 585 g

75°
5500K

75°
3200 〜 5500K

HR672

HR672W Daylight
（デイライトモデル）

HR672C BI-Color
（バイカラーモデル）

［253224］ ［253225］36,140円（税別） 38,740円（税別）
JAN.4961360032246 JAN.4961360032253

［HR672］
● HR672W×1 デイライトまたは
　HR672C×1 バイカラーライト
●リモートコントローラー
●バッテリー×2
● AC アダプター×1
●ブラケット×1
● 1/4”– 3/8” オスオスダボ×1
●ディフュージョンフィルター×1
●タングステン光変換フィルター
　（HR672D のみ）×1
●キャリングバッグ、ストラップ×各 1

Easy シリーズは HR672 用ディフュー
ザーキット3 タイプです。Easy frost 、
Easy box（EZ box）Easy box+（EZ 
box+）は、HR672 の照明効果を広げ
ます。

0.5m
1m

0.5m
1m

距離

HR672W

HR672W

HR672C

HR672C

フートキャンドル ルクス
676 fc
193 fc
613 fc
178 fc

7300 lx
2080 lx
6620 lx
1920 lx

Brightness

Specifications

Package

Accessories
別売アクセサリー

（P10-11 参照）

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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■ Amaran HR672C/W および、Tri-8C/S 用
■ 35° Grid から均一でより柔らかい光源に拡散光を効率的に作り出します。
■アダプターとアルミ合金製ロッドは折り畳み可能でコンパクトに。
■新しいユニボディとプロダクション対応のデザインは、セットアップ時間
を 50％短縮します。
■軽量、折りたたみ式、使いやすく長持ち。
■付属のグリッドにより光の拡散を 35 度までコントロールします。

●サイズ（ソフトボックス展開時）：
　W27.5 × H: 23.5 x D: 8.9 cm
●サイズ（グリッド展開時）：
　W30 × H: 27 x D: 8 cm
●グリッド：付属
●重量：603g

【キット内容】
ソフトボックス× 1
ブラケット× 2
ディフューザー× 1
ケース× 1
グリッド（ファブリック）× 1

［252908］ 6,800 円（税別）
JAN.4961360029086

EZ Box II

Aputure Tri8 および HR672 用ソフトボックスシステム、
『EZ Box シリーズ』は、多彩なライトシェーピングツール
です。
その効率的な仕様に定評のあるシリーズに新たにアップグ
レードバージョン『EZ Box II』が加わりました。
Aputure のコンパクトフラッドライトに適した軽量タイプで
ありながら、高いクオリティも保持。アルミニウム合金や
耐久性のあるクロスなどを採用し堅牢さも兼ね備えていま
す。
エンドユーザーからのフィードバックに基づいていくつか
の変更が加えられることで、より簡単で迅速な展開が可
能になりました。

EZ Box II ソフトボックスキット
（グリット付き）

Tri8 / HR672 Accessories

10

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！
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Tri8 / HR672 Accessories

■ Amaran HR672C/W および、Tri-8C/S 用
■ソフトライティング効果
■軽量・ポータブル

●形状：長方形（29 × 26cm）
●グリッド：付属
●重量：440g

●形状：長方形（29 × 26cm）
●重量：268g

●形状：長方形（29 × 26cm）
●重量：100g

【キット内容】
ソフトボックス× 1
アダプター × 2
ブラケット × 4
ディフューザー× 1
ケース× 1
グリッド（ファブリック）× 1

【キット内容】
ソフトボックス× 1
アダプター × 2
ブラケット × 4
ディフューザー× 1
ケース× 1

【キット内容】
アダプター× 2
ブラケット× 4
ディフューザー× 1
ケース× 1

■ Amaran HR672C/W および、Tri-8C/W 用
■ソフトライティング効果
■ポータブル

■ Amaran HR672C/W および、Tri-8C/S 用
■ソフトライティング効果
■ポータブル

［253290］ ［253289］ ［253288］6,800 円（税別） 5,800 円（税別） 4,800 円（税別）
JAN.4961360032888JAN.4961360032895JAN.4961360032901

EZ Box

Aputure EZ シリーズキットは、均一性と耐久性の
ために Amaran HR672 ライト用に設計されました。
コンパクトでポータブルなパッケージで、冷却ファン
を塞ぐことなく照明効果を提供します。
EZ フロストは、光の領域をソフトに広げることがで
きます。ディフューザーは、1.5 倍の光拡散領域が
得られます。これはポートレートやプロダクトの撮影
において、荒い影を減らし、光を柔らかく拡散させ
ることができます。
EZ ボックスは、被写体のコントラストを高めること
ができます。 

EZ Box+

Aputure EZ シリーズキットは、均一性と耐久性の
ために Amaran HR672 ライト用に設計されました。
コンパクトでポータブルなパッケージで、冷却ファン
を塞ぐことなく照明効果を提供します。
 EZ Box + キットは EZ ボックス（EZフロストを含む）
にプロフェッショナルライティングの必須アイテムとし
てグリッドが追加されます。
照明角度を 35°にまとめあげ、必要の無い場所へ
の光漏れを防ぎます。
EZ ボックス + キットで、プロのライティングがスター
トします。

Easy Frost

Aputure EZ シリーズキットは、均一性と耐久性の
ために Amaran HR672 ライト用に設計されました。
コンパクトでポータブルなパッケージで、冷却ファン
を塞ぐことなく照明効果を提供します。
光の領域をソフトに広げることができます。ディ
フューザーでは、1.5 倍の光拡散領域が得られます。
これはポートレートやプロダクトの撮影において、
荒い影を減らし、光を柔らかく拡散させることがで
きます。しかも従来のソフトボックスと比較して、重
さはたった 100g。セットアップは 1 分以内に完了し
ます。付属のポータブルバッグにすべて収まります。

Easy Frost
ディフューザーキット

EZ Box
ソフトボックスキット

EZ Box+
ソフトボックスキット（グリット付き）

29cm

26cm

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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【内容】
COB 用ライトドーム Mini II
ソフトボックス× 1
ポータブルバッグ× 1
インナーディフューザー× 1
アウターディフューザー× 1
ハニカムグリッド× 1
ゲルホルダー× 1
リフレクター× 1

■耐摩耗性のハイドフィールドスチール製構造の 16 本のロッド採用
■反射性の高い独特のシルバーエンボスライニング
■キャリングバッグ付属
■ハニカムグリッド（照射角度 40 度）を付属
■ Bowens スピードリング付属
■フィルムホルダー用ゲルホルダーが付属
■ 2 つのフロントディフューザー（1.5 または 2.5 ストップ）を付属

［252909］ 18,800 円（税別）
JAN.4961360029093

Light Dome Mini II

THE ULTIMATE COMPACT 
DIFFUSION

THE ULTIMATE 
DIFFUSION ACCESSORY

新しいライトドーム Mini II は、クイックリリーススピードリングを特
長としています。ワンマンオペレーションでもほぼ 1 分以内にセット
アップ完了、撤収もスピーディです。
ミディアムサイズの 21.5 " アウターディフューザーは、小さな被写体
のために柔らかく美しい光を作り出し、¼ グリッドやゴールド + シ
ルバーリフレクターのインナーなど光源を拡散させるための複数の
オプションを備えています。これらのオプションに採用される高品質
クロスは、光の色温度を維持できます。

COB 用ライトドーム Mini II

COB 120d II Accessories

Aputure ライトドームシリーズは、ポートレート、プロダクト、フー
ドやファッション、インタビュー、映画制作、とあらゆる場面の
撮影において最適なライトシェーピングツールです。Aputure LS 
COB120d II ライト、そして Bowens アクセサリーマウントの LED ラ
イトと互換性があります。
16 ロッドの多角形構造により正確な円形の光と、魅力的なキャッチ
ライトが得られます。
耐久・耐熱性に優れた堅牢でありながら柔軟なロッド、高品質な
ファブリック、高い反射性能を特徴とするインテリアパネルなど、
Aputure ライトドームは、より創造的なライティングを可能にします。

12

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！
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【内容】
COB 用ライトドーム II
ソフトボックス× 1
ポータブルバッグ× 1
インナーディフューザー× 1
アウターディフューザー× 2
ハニカムグリッド× 1
ゲルホルダー× 1
リフレクター× 1

【内容】
COB 用ライトドーム
ソフトボックス× 1
リフレクター× 1
ファブリック× 1
スピードリング× 1
ポータブルバッグ× 1

■ 16 本の耐久・耐熱性ロッド
■反射性の高い独特のシルバーエンボスライニング
■キャリングバッグ付属
■デュアルディフューザー

■耐摩耗性のハイドフィールドスチール製構造の 16 本のロッド採用
■反射性の高い独特のシルバーエンボスライニング
■キャリングバッグ付属
■ハニカムグリッド（照射角度 40 度）を付属
■ Bowens スピードリング付属
■フィルムホルダー用ゲルホルダーが付属
■ 2 つのフロントディフューザー（1.5 または 2.5 ストップ）を付属

【アイテムサイズ】
ソフトボックス：φ 890 × 650mm
アウターディフューザー：φ 885mm
インナーディフューザー：φ 235mm
エッグレート：φ 885mm
ゲルホルダー：φ 185x65mm
重量：2.3kg

【アイテムサイズ】
ソフトボックス：φ 900 × 620mm
アウターディフューザー：φ 885mm
インナーディフューザー：φ 235mm
重量：1.35kg

［252910］ ［253296］29,000 円（税別） 17,750 円（税別）
JAN.4961360029109 JAN.4961360032963

Light Dome Mini II Light Dome II Light Dome

COB ライトドームは奥行きのあるパラボラ型設計で、幅広い用途に対応する多彩
なライトシェーピングツールです。
Bowens スピードリング対応、幅広い種類の Bowen-S マウントのライティングシ
ステムと互換性があります。
二重ディフューザーは、反射性の高い生地が採用され、 柔らかい光が被写体の周
りを包み込むように照射します。
サイズは幅 900mm、深さ 620mm。これは、大容量の光源を生成して、光の周
りを柔らかくボリュームのあるラップを作り出します。

内部のシルバーコーティングにより出力を強化し光源をコントロール可能。深型
ドーム設計（深さ 24 インチ）は焦点の合った出力、独自のデュアルディフューザー
デザインは、フィールド全体を均一に光拡散。ラージサイズ 34.8インチ アウターディ
フューザーは、より柔らかくよりフラットにライティングを増幅、2 つの異なる厚さ
のフロントディフューザーがバンドルされ、さまざまな柔らかさ（1.5または 2.5ストッ
プ）に制御できます。
ワンマンオペレーションでも迅速なセットアップのために堅牢なスチール製 16 本
のロッドで再設計されました。

COB 用ライトドーム II COB 用ライトドーム

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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■高さ 28.5 " の幅 18.1" のシリンダー
デザイン
■取外し可能なサイドリフレクター
■オーバーヘッドソフトライトに
■ミリタリーグレードの生地
■セットアップと折りたたみが簡単
■ Bowens マウントライト互換

■高い柔軟性と耐久性のある　
　ガラス繊維フレーム
■ 8mm シャフト

［253193］［253191］［253295］［252911］ 7,000 円（税別）4,000 円（税別）7,900 円（税別）7,600 円（税別）
JAN.4961360031935JAN.4961360031911JAN.4961360032956JAN.4961360029116

Space Light

Aputure Space Light は、オーバーヘッ
ド ソフトライティングに最適な照明アク
セサリーです。 
Light Storm COB120d シリーズ、およ
びその他の Bowens マウントライトに
ご使用いただけます。
柔らかく、 効率的で均一なライティング
を提供します。軍用にも採用される強
靭な生地で、防熱性にも優れています。

Umbrella 

グラスファイバーアンブレラは、光の周
りにソフトラップを作成するためのツー
ルです。耐久性に優れたグラスファイ
バー製の白いロッドを採用。アンブレ
ラの白い布地に同化することで、均一
で完璧な照明ソリューションが得られ
ます。
8mmファイバーグラスシャフトはアンブ
レラに耐久性をもたらします。
Aputure のアンブレラに採用されてい
る特別なファブリックは、照明の影を
拡散したり消したりするのに非常に効
果的で、被写体のイメージをより細か
く滑らかにします。

Fresnel MountBarndoors

COB 用フレネルは、汎用性と強度を
提供する集光レンズです。このレンズ
は、照射角度 12 〜 42°の調節機能を
備えています。
Bowens マウントにより Light Storm 
COB シリーズに適合します。 また、モ
ジュラー設計により、ライティングソ
リューションをさらにカスタマイズでき
る、グリッドやバーンドアといった多く
のライトシェーピングアクセサリーを併
用することができます。
本体の強度と安全のためのグラスファ
イバーシェルを採用することで、効果
的な放熱が可能になり、高温化を最小
限に抑えます。

Aputure バーンドアは、COB ライト
用シェーピングツールとして最適なソ
リューションです。 
COB120d II シリーズ専用にデザインさ
れた Aputure バーンドアの 4 枚羽根
は、光吸収を最大限にするために内部
に黒いベルベット繊維を使用した滑ら
かな仕上げ。素材には航空機グレード
のアルミニウムを採用し、軽くて開閉が
スムーズ、さらに耐久性は抜群です。
ネガティブリフレクターディッシュ、30
度ハニカムグリッド、磁気ゲルホルダー
を備えています。
Aputure シルバーリフレクターディッ
シュ、または Aputure フレネルレンズ
に取り付けることもできます。

COB 用スペースライトCOB 用フレネルレンズCOB 用バーンドア COB 用アンブレラ

※グリッドとバーンドアは、フレネルレン
ズには含まれていません。

COB 120d II Accessories

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

ダイレクトショップ限定！
お買い上げは当社HPへ！

お買い上げはこちら ! http://www.kenko-pi.co.jp/d-shop/
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Recommended accessories
推奨バッテリー /FX LION

推奨ライトスタンド /GODOX

［253494］

［512246］

［512255］

［512247］

［512239］［512343］

［253388］ ［253336］6,500 円（税別）

58,400 円（税別）

18,000 円（税別）

73,800 円（税別）

66,800 円（税別）18,000 円（税別）

8,000 円（税別） 9,000 円（税別）
JAN.4961360034943

JAN.6970165750482

JAN.6970165753759

JAN.6970165750505

JAN.6970165750048JAN.6970165753742

JAN.4961360033885 JAN.4961360033366

ゴドックス ライトスタンド S

FX-LION FX-HP195S バッテリー FX-LION FX-HP265S バッテリー

FX-LION BP-250S バッテリーFX-LION PL-3680Q チャージャー 

FX-LION PL-3680Q-D2 チャージャー 

ゴドックス ライトスタンド M ゴドックス ライトスタンド L

【仕様】
●最大荷重：〜 6kg
●高さ :260mm（Max） 
　　　 :97cm（Min）
●脚径 :31.5mm（Max） 
　　　 :25.7mm（Min）
●段数 :3
●スプリング内蔵
●素材：アルミニウム

【仕様】
●最大荷重：〜 6kg
●高さ :260mm（Max） 
　　　 :100cm（Min）
●脚径 :32mm（Max） 
●段数 :3
●エアーサスペンション
●素材：鉄および
　　　　アルミニウム

【仕様】
●最大荷重：〜 4kg
●高さ :200mm（Max） 
　　　 :70cm（Min）
●脚径 :25mm（Max） 
　　　 :19mm（Min）
●段数 :3
●スプリング内蔵
●素材：アルミニウム

● 80W 急速充電可能な D タップチャージャー
●コンパクトサイズで、持ち運びが簡単。旅行に最適
 ●さまざまな充電環境に適応
●電力：80W
●すべての Fxlion BP バッテリー、
　およびその他 V マウントバッテリー用
●充電プラグは標準 D タップコネクター
● 2 口タイプも用意
　PL-3680Q-D2 チャージャー

■高出力、大電流、充電式リチウムイオンバッテリー
■メモリー現象なし
■最大 15A の動作電流
■ USB 出力ポート付き
■高出力バッテリー用保護チップ ; 過熱、過充電、過放電、　
　過電流保護のためのインテリジェント PCB 設計
■高効率、12V LED 照明などに最適
■ 5 レベル LED 電源インジケーター
■ D- タップと 2.1 ピンコネクターはともに充電または
　放電ポートとして使用可能

■高出力、大電流、高出力リチウムイオンバッテリー
■メモリー現象なし
■最大 15A の動作電流
■ USB 出力付き
■高出力バッテリー用保護チップ ; 過熱、過充電、過放電、　
　過電流保護のためのインテリジェント PCB 設計
■高効率、熱なし、12V LED 照明などに最適
■ 5 レベル LED 電源インジケーター
■ D- タップと 2.1 ピンコネクターではともに充電または
　放電ポートとして使用可能

■充電式リチウムイオンバッテリー
■メモリー現象なし
■ USB 出力ポート付き
■見やすいバッテリー情報表示液晶画面搭載
■正確な充電 / 放電 / 電力表示
■電力が 10％未満まで低下すると、LCD 画面が
点滅表示
■過熱、過充電、過放電、過電流保護のための
　インテリジェント PCB 設計
■ D タップ出力と 2.1 ピン DC 出力

　・サイズ：158 × 100 × 69.5mm
　・使用温度：-20℃〜 + 55℃
　・V マウント 14.8V, 195Wh

　・サイズ：158 × 100 × 69.5mm
　・使用温度：-20℃〜 + 55℃
　・V マウント 14.8V, 265Wh

　・サイズ：158 × 100 × 64.5mm
　・使用温度：-20℃〜 + 55℃
　・V マウント , 14.8V, 250Wh

　・サイズ：169 × 65 × 41mm
　・充電器 1 台、 電源ケーブル 1 本



このカタログの内容は2018年11月現在のものです。

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

■このカタログの掲載製品の価格は、消費税を含まない2018年11月現
在の税別価格です。

■このカタログの掲載製品の外観・仕様・価格は予告無く変更される場
合があります。

■このカタログの掲載製品は予告無く終了する場合があります。

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル 3F
TEL.03-6840-3622  FAX.03-6840-3861

☎03-6840-3622

✉ kpi_info@kenko-pi.co.jp

本カタログに掲載商品に関するご購入は、お電話（03-6840-3622）、E メール（kpi_info@kenko-pi.co.jp）、FAX（03-6840-3861）のみとさ
せていただいております。以下の手順でご購入をお願いいたします。

平日 9 時〜 17 時（休業日：土日・祝、年末年始、夏季休業）

メールにて、ご希望の商品名［商品コード］、数量およびお客様情報、お支払い方法（代金引換または銀行振込）を入力の上、お申し込みください。
折り返し、納期（在庫状況により、ご希望に添えない場合がございます）、合計金額、お支払い方法詳細をご連絡させていただきます。

お電話口にて、ご希望の商品名［商品コード］、数量およびお客様情報、お支払い方法（代金引換または銀行振込）をお伝えください。
納期（在庫状況により、ご希望に添えない場合がございます）、合計金額、お支払い方法の詳細をご連絡させていただきます。

■お電話での申し込み

商品の購入方法（http://www.kenko-pi.co.jp）

■メールからのお申し込み

■送料に関して

■お支払いに関して

■保証に関して

送料につきましては、1 万円以上の商品に関しましては全国一律、無料とさせていただきます。
1 万円以下の商品に関しましては、全国一律 1,000 円（税別）頂戴いたします。

代金の支払い方法は下記の通りとさせていただいております。詳細は商品購入決定時に当社よりご連絡させていただきます。
　●運送会社代金引換便による商品到着時のお支払い（代引き手数料はお客様負担とさせていただきます）
　●当社取引銀行へのお振込み（お振込手数料はお客様負担とさせていただきます）

●本カタログに掲載商品の保証期間はご購入日より 1 年間（新品）となっております。
　ただし、保証書が添付されている商品が保証対象となります。
●初期不良（ご購入から 1 週間以内）以外、傷や汚れ、バッテリー類は保証の対象外とさせていただきます。


