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ゴドックス サイレント型LEDカタログ

Silent Bi-color LED Video Light

ML60 Bi LED ライトは、コンパクトながら多くの

Bi-Color

機能を備えています。2800 〜 6500K まで調整

可能な色温度は、周辺光にシームレスに馴染み、

静音設計

常にナチュラルで安定したライティングが可能です。

放熱システム

CRI96 / TLCI97 という高いレーティングは、優

デュアル
バッテリー

エフェクト
モード

バイカラー

れた高演色性を示します。2.4GHz のレシーバー

を内蔵しているのでスマートフォン、または別売リ

さらに ML60 Bi ライトには 7 つのエフェクト

モコンからワイヤレスコントロールにも対応。調光

モード（フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレ

（0 〜 100％）、色温度設定、電源のオン / オフ

ビ、キャンドル、炎、花火など）を搭載しライ

などを遠隔操作、32 チャンネル、16 グループの

ティング効果による演出も行えます。

設定が可能で電波干渉を防ぎます。もちろん、ラ

Godox ML60 Bi は付 属の AC アダプター

イト背面の操作パネルからローカルコントロールも

（100 〜 240V）で作動しますが、 AC 電源

可能です。

が利用できない場合は 2 つの NP-F970 バッ

テリー（別売）でも動作します。

さらにこのユニットのバッテリーシステムや、フ

ロントマウントアクセサリー、別売リモコンなど
壊れた電球

雷

フラッシュ

テレビ

花火

キャンドル

は、すべて 5600K シングルカラーバージョン

炎

Godox ML60 LED ライトと共用することが

できます。

エフェクト搭載

色温度可変

7 つのエフェクトモード搭載。フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレビ、キャンドル、

2800 〜 6500K の色温度範囲は、ダイヤルを回すだけで周囲の照明条件にすばや

炎、花火などの効果をシミュレートして、ライティングによりクリエイティブな表現が

できます。

く合わせることができます。カラーフィルターなどの心配は無用です。

信頼性の高い演色性能
ML60 Bi は、CRI 96、TLC I97 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。

あらゆる場面で正確な色再現力を発揮します。

ノイズレスランニング
ML60 Bi内部に搭載された超静音ファンにより、操作中の動作音に悩まされることが

ありません。
さらにサイレントモードをオンにすることで、ML60 Biの超静音冷却ファン

が起こす非常に微細なノイズさえ除去することができます。特に音に対してセンシティ
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ブな動画撮影や配信にも最適です。

60W / LED Video Light

ミニマムスタイル
ML60 Bi は、 非 常にコンパクトで操 作
性に優れた NEW Godox マウントを採

用しています。

AD300Pro/400Proといったフラッシュ

デュアルパワー

のアクセサリーをそのまま使うことがで

きます。これらは非常にコンパクトで取

ML60 Bi は AC アダプター、また

り付けても小さな ML60 にぴったりのス

は NP-F970 バッテリー× 2 個（別

マートなセッティングでありながら、多彩

売）で作動します。

なライティングワークを可能にします。

スタジオまたは屋外撮影、

共に自由な運用が可能です。

※写真のNP-F970バッテリーとスタン
ドはキットに含まれていません。

各種モディファイヤー
ML60 Bi は、
ゴドックス S2 ブラケッ

トを取り付けることでライティングに
おいて汎用性の高いボーエンスマ

ウントアクセサリーを使用することが

できます。 市販の多くのライティン

グアクセサリー、ソフトボックスやス

ヌート、ビューティディッシュなどに
対応します。

ワイヤレスコントロール
ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、オンボード制御が容易になります。

RC-A6 リモートコントローラー（別売）を使うことで 16 グループ、32 チャンネル、
99 ID から設定、電波干渉を受けることなく快適にライトをワイヤレスコントロールで

きます。スマートフォンから Bluetooth 接続でのワイヤレスコントロールも可能です。

254182

RC-A6リモートコントローラー
希望小売価格（税別）2,400円
JAN.4961360041828

ボーエンスマウントアクセサリー

Bi

S2ブラケット

ML60Bi LED バイカラービデオライト

［同梱品］

45,800円

希望小売価格（税別）

ML60 LEDライト仕様
JANコード
製品コード
電源

●ハンドル
グリップ

●キャリングケース

●NPバッテリー
プレート

●DC電源ケーブル
1.5m ×1
0.2m ×1

●ML60LEDライト

●ACケーブル

●ストラップ

●ランプ保護
キャップ

●リフレクター

●ACアダプター

消費電力
色温度
照射モード
FXエフェクトモード
照度（ルクス）/1m
CRI
TLCI
輝度調整範囲
ワイヤレス制御
ワイヤレス制御範囲※1
動作温度
チャンネル
グループ
動作温度範囲
本体サイズ※2
本体重量※2

4961360041835
254183
AC電源出力： 16.8V 4.2A
外部電源：NP-F970バッテリー（別売）
最大 60W
2800K〜6500K（±200K）
リフレクターなし
色温度モード、FXエフェクト
（特殊効果）
モード
7種類 21モード
約 10100 lx
約 96
約 97
0-100%
別売リモコンによる2.4GHz接続
スマートフォンアプリによるBluetooth接続
約30m
-10〜+40℃
32
16（A、B、C、D、E、F、0〜9）
−10〜＋40℃
約 145 × 88 mmφ
0.77kg

※1：使用環境による ※2：リフレクター、
ハンドルグリップを除く
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AD-S85W
ホワイト

AD-S85S
シルバー

ソフトボックス シルバー/ホワイト
《NEW GODOXマウント》

スピードライト用ソフトボックス
《S2ブラケット付き》

迅速なインストール、
コンパクトで携帯性に優れた、
パラボ
リックデザインのNew Godoxマウントソフトボックスです。
ゴドックス製ミディアムサイズのL E Dライト、M L 6 0 /
ML60Bi、
またはAD400Pro/AD300Proフラッシュに対
応。直径が85cmφと65cmφの2サイズ、
インナーカラー
は、
シルバーとホワイトで各種。

ゴドックス S2ブラケット
253880

簡単に展開、収納時は非常にコンパクトにたたむことが
できます。付属のS2ブラケットに発光部を挟み込んで使
用するため、New Godoxマウントのライトをはじめ、多く
のクリップオンストロボにも使用可能です。
グリッドやフロン
トディフューザーとインナーディフューザーを装備、
より均
一な光を提供できます。

3,300円

JAN.4961360038804

クランプ調整とアタッチメントの着脱により、
角形ヘッドからラウン
ドヘッド、小型スピードライトから大型フラッシュまでサイズ・形状
問わず取り付け可能です。
ブラケットはほぼ180度傾斜、折りた
たみ時はコンパクトに収納。以下のソフトボックスなどボーエン
スマウントアクセサリーがすべて装着可能になります。
※ボーエンスマウントアクセサリーの詳細は
当社ホームページをご覧ください。

オクタソフトボックス
精密な色温度の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
作ることができます。
サイズも撮影シーンに合
わせて3種類をご用意しています。

［内容］ ※グリッドは別売
●ソフトボックス ●グリッド ●フロントディフューザー ●イン
ナーディフューザー ●ソフトケース

ソフトボックス
253836

AD-S85S

253837

AD-S85W

253838

AD-S65S

253839

AD-S65W

サイズ：φ85cm/シルバー
サイズ：φ85cm/ホワイト

サイズ：φ65cm/シルバー
サイズ：φ65cm/ホワイト

［内容］
・ソフトボックス本体 ・フロントディフューザー・ インナ
ーディフューザー ・グリッド ・S2ブラケット ・ソフトボックスケ
ース ・専用ソフトバッグ

価格（税別）

ソフトボックス

JAN.4961360038361

サイズ：60X60cm

JAN.4961360038378

サイズ：80X80cm

14,000円
14,000円

価格（税別）

253477

ソフトボックスM

8,000円

253478

ソフトボックスL

9,000円

12,000円

JAN.4961360038385

12,000円

JAN.4961360038392

※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。

●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

アンブレラソフトボックス
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、
ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用
してより均一でソフトなライティングを可能にし
ました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類を
ご用意。

JAN.4961360034776
JAN.4961360034783

ランタンソフトボックス
柔軟な折りたたみ式ランタンソフトボッ
クス。直径85cmのCS-85Dと65cmの
CS-65Dの2タイプを用意しました。
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、
「チャイナボー
ル」同様、全方向性ライティングが可能
に。270°の照射角を制御できる"スカー
ト"も別売で用意しています。

