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VL300 ストロングパワーLEDライトキット
Godox VL300 LEDライトは、軽量・コンパクトながら最大出力
300Wの非常にパワフルなビデオライトです。

高性能かつ優れた演色性を備えたこのLEDライトは、
ポートレート、
ス

タジオライティングはもちろん、高速冷却ファンによるサイレント機能で

インタビューや映画、
プロモーションビデオ、
ドラマ、
リアルタイム配信と
いったあらゆる動画撮影に理想的な光源です。

ハイパワー&高い演色性能
色 温 度 5600K、 ± 200K 以 内 の 安 定したバランス、 さらに
CRI96 と TLCI95 と演色性評価のスコアが高く、鮮やかな自然光

を提供します。 消費電力 300W のハイパワーは 100％から 0％ま
での無段階調光が可能です。

高速クーリングファン
VL300 は大型 LED ライトにもかかわらず、高品質な静音ファンにより内部は高速

冷却されます。高出力でもライト本体に与えるダメージを最小限に抑えることができ

ます。動画撮影時において特に気になる冷却ファンの作動音もわずかです。

デュアルパワー
VL300 LED ライトは AC 電源の他、コント

独立型コントローラー
VL300 のライト重量は 2.6kg。高出力でありながら軽量な

ウントバッテリー用スロットを 2 つ備えていま
す。

機体を維持するために独立型コントローラー導入しています。

これにより VL300 の強力なパワー出力でも

ンを自在に移動できます。アクティブなアートワークが可能

ることができます。 大型の V マウントバッテ

コントローラーをセパレートすることで、ライティングポジショ

スタジオ、屋外を問わずに安定して供給す

になります。

リーでもコントローラーはセパレートされてい

手元で感覚的に調整することがきます。

ンドなどに保持することができます。

LCD パネルを備えたコントローラーはあらゆるライト設定を
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ローラーに大容量の電源供給可能な V マ

るため直接ライト本体に負担をかけず、スタ

スタジオ設置に
回転式ヨークにより、吊り下げて設置しても角度を自在に調整できます。

調整も独立型コントローラーなので、ワイヤード接続により地上から操作。さらにス

マートフォンからワイヤレスコントロールも可能です。

ワイヤレスコントロール
ゴドックスのライティングコントロール用

スマートフォンアプリをダウンロードする

ことで Bluetooth 接続によるワイヤレ
スコントロールが可能です。

手の届きにくい場所に設置したあとで

も、 Bluetooth 接続範囲内であれば

オンオフや光 量 調 整の他、 多 灯ライ
ティングでも各ライトを一括でコントロー
ルすることができます。

各種モディファイヤーとの互換性
VL300 はさまざまな照明に対応する Bowens マウントモディファイアーと互換性があります。

汎用性の高いこのマウントにより、市販の各種ソフトボックス、リフレクター、スヌートなどに対応。さらにゴドックスが提供するさまざまな
Bowens マウントのライティングツールも使用することができます。 より創造的で多彩なライティングコントロールが可能になります。

!

NEW

［同梱品］

VL300 LEDビデオライト

111,500 円

希望小売価格（税別）

VL300 LEDライト仕様

●リフレクター×1
（ボーエンスマウント）

●VL300 LEDライト×1

JANコード
製品コード
AC電源
外部電源
消費電力
色温度
照度（ルクス）/1m

●ランプ保護
キャップ×1

●キャリングバッグ×1

●電源ケーブル×1

●バッテリー
アダプター×1

●コントローラー×1
Vマウント
スロット付き

CRI
TLCI
輝度調整範囲
ワイヤレス制御
動作温度
チャンネル
グループ
本体サイズ
重量
ライト本体
コントローラー
アダプター

4961360041576
254157
AC100V-240V
（50/60Hz）
出力： DC33V/4.3A
Vマウントリチウムバッテリー（別売）
最大300W
5600K（±200K）
約 10800 lx
約 77000 lx（付属リフレクター使用時）
約 96
約 95
0〜100%
iPhoneアプリによるコントロール
-10〜+40℃
18
6（A、B、C、D、E、F）
約30 × 14 × 18 cm
2.64 kg
1.26 kg
1.14 kg
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VL300 別売アクセサリー
ランタンソフトボックス
《ボーエンスマウント》

〈BD-04〉
バーンドアキット

Godoxの折りたたみ式ランタンソフト
ボックスは、汎用性の高いBowensマ
ウントを採用しました。直径85cmの
CS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプ
を用意。
オーバーヘッドでの使用や周囲の照
明レベルを上げるのに最適で、
昔なが
らの「チャイナボール」
と同じ全方向性
ライティングクオリティを備えています。
耐久性のある素材で、270°
の照射角
を制御することができる"スカート"も別
売で用意しています。

253487

3,800円

JAN.4961360034875

BD-04バーンドアキットは、
標準7インチリフレクター
に対応しています。LEDライトやストロボのライト形
状を調整する4枚羽根バーンドア、
より硬質でタイト
な出力にするためのハニカムグリッド、黄/緑/青/
赤のゲルフィルター4枚を付属しています。

〈SN-05〉
スヌート
《ボーエンスマウント》
CS-85D

Bowensマウント用3.1インチ・スヌートです。
スポットライトとして、
被写体にハイライトを
与えることでより立体的に表現する
ことができます。

CS-65D

アンブレラソフトボックス
《ボーエンス用》

●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフ
トボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性
に加え、
より均一でソフトなライティングを可能にしました。4
隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッ
トを隙間なくキレイに装着することができます。

●別売スカート

●フロント・インナーディフューザー、
グリッド、
ケース付属

ランタンソフトボックス
製品コード

4,600円 JAN.4961360041385

254138

製品名

254140 CS-65D
254141 CS-85D

価格（税別）

65cmφ
85cmφ

254142 SS-65

CS-65D用スカート

254143 SS-85

CS-85D用スカート

10,800円
12,800円
6,100円
7,600円

JANコード

アンブレラソフトボックス
製品コード

4961360041408

253808

4961360041415

253809

4961360041422

253810

製品名

価格（税別）

UB-UE5070

50x70cm

UB-UE6090

60x90cm

UB-UE80120

80x120cm

4961360041439

オクタソフトボックス
《ボーエンス用》

パラボリックソフトボックス
《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温
度を持つ反射ファブリックに、強靭なロ
ッドを組み合わせました。
スタジオフラ
ッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソ
フトな光を作ります。携帯、持ち運びに
便利。内面ベルクロには、付属のイン
ナーディフューザー、
フロントディフュー
ザー、
グリッドが取り付けできます。

パラボリックソフトボックスはオーバーサ
イズのリフレクターのような効果があり
ます。効果的に集光、
ソフトでカラーサ
チュレーションの高い光質を作り出しま
す。均一で直線的に明るく、
かつ柔らか
い光を作ります。簡単にたたんで、
コン
パクトに収納。別売グリッドでより指向性
がアップします。

●フロント・インナーディフューザー、
グリッド、
ケース付属

●フロント・インナーディフューザー、
ケース付属

オクタソフトボックス
製品コード

JANコード

8,700 円 4961360038088
10,200 円 4961360038095
12,000 円 4961360038101

パラボリックソフトボックス/別売グリッド

製品名

価格（税別）

253314 SB-UE80

80cmφ

253392 SB-UE95

95cmφ

253315 SB-UE120

120cmφ

JANコード

11,400 円 4961360033144
12,000 円 4961360033922
13,500 円 4961360033151

※GODOX社製品には最新の電子技術が採用されています。定期的なメ
ンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用い
ただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※
（株）
ケンコープロフェショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス
機器はすべて、
日本電波法認証を取得しています。
●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2022年7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
〒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

製品コード

製品名

価格（税別）

253778

P90L

90cmφ

253779

P120L

120cmφ

253797

P90L用グリッド

253798

P120L用グリッド

18,800 円
21,200 円
3,760 円
4,760 円

JANコード

4961360037784
4961360037791
4961360037975
4961360037982

