ゴドックス TL60/TL30チューブライトカタログ
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創造力の可能性を解き放つマルチカラーとエフェクトモード
ゴドックス チューブライトTL60は、映画製作、
ビデオ、写真撮影など、
あらゆる創造性を刺激するシナリオを無限に提供します。
複数のカラーモードに加え、高輝度・高演色性、
スマート制御システム、柔軟なチューブデザインにより撮影の高効率化を実現。
さらに39種類もの各種エフェクトモードを搭載、各シチュエーションに合わせた多彩な表現をこのライト一つで実現します。
さまざまな照明設定を可能にし、創造性を探求、思い出に残る魔法の瞬間を生み出す印象的なパフォーマンスを表現します。

RGBに2つの
ホワイトLEDを追加

RGB サイクル
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フラッシュ

レーザー

HSI： 最大36000色を
完全に制御

雷

壊れた電球

テレビ

RoscoおよびLee
ゲルフィルターを40個内蔵

キャンドル

炎

2700K〜6500Kの
広い色温度レンジ

花火

パトカー

消防車

39種類の
多彩なエフェクト

救急車

ミュージック

SOS

TUBE LIGHT TL60

TL60 マルチカラー LEDチューブライト

AC電源も標準装備

3つの制御

リチウムバッテリー内蔵のTL60は1回のフル充電で、最大出力約120分の連続使
用が可能です。
さらに長時間の撮影においても、付属のAC電源による継続的な電
源供給が可能です。
アウトドアでもインドアでも…さまざまな環境でライティングに
よる多彩な演出が可能です。

本体にはコントロールパネルを装備、液晶パネ
ルを確認しながら各モードや光量を調整するこ
とができます。他にもスマートフォンアプリからの
Bluetooth接続、
または別売2.4GHzリモコン※1
によるワイヤレス調光にも対応。TL60はシーンに
合わせて4種類からコントロールが選べます。

多彩なエフェクトモード
TL60には多彩なエフェクトモードを搭載しています。
RGBサイクル、
フラッシュ、
レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、
炎、花火、
パトカー、消防車、救急車、
ミュージック、SOSといった14のシチュエーシ
ョンモードは各1〜3のカテゴリー、全39種類ものエフェクトを選択することができ
ます。
このモードは様々な映像表現が可能になります。
ミュージックモードでは、
スマートフォンやその他各種ミュージックプレイヤーから
の音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。

253484
TL60 LEDチューブライト

マルチカラー
多彩なカラー表現を可能にしたTL60はRGBの
他、H（色相：Hue）、S（彩度：Saturation）、
（明
I
度：Intensity）
で再現するHSIモードも搭載。
それぞれ調整することで36000通りからその状
況に応じた色を自在に選択することができます。

［TL60内容］
●TL60LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●キャリングバッグ×1
●保持クリップ×1

NEW!

希望小売価格（税別）29,800円

JAN.4961360034844

253485 TL60-K2 LEDチューブライト2灯キット NEW!
希望小売価格（税別）63,000円 JAN.4961360034851

253486 TL60-K4 LEDチューブライト4灯キット NEW!
希望小売価格（税別）120,000円 JAN.4961360034868

※1.リモコンは2灯/4灯キットには付属

［キット内容］
●TL60LEDライト×2
●ワイヤーロープ×4
●保持クリップ×2
●固定ベースx×2
●電源アダプター×2
●トグルクリップ×2
●リモコン（RC-R9）×1
●TL60 2灯用キャリングバッグ×1
●DC電源ケーブル×2
●RJ45ケーブル×2

［キット内容］
●TL60LEDライト×4
●ワイヤーロープ×8
●保持クリップ×4
●固定ベースx×4
●電源アダプター×4
●トグルクリップ×4
●リモコン（RC-R9）×1
●TL60 4灯用キャリングバッグ×1
●DC電源ケーブル×4
●RJ45ケーブル×4

TL60仕様
内蔵バッテリー
電源アダプター
最大パワー
チャンネル
グループ
色温度
調光範囲
HUE
最大照度（ルクス）
CRI
TLCI
連続照射時間
制御方法

ワイヤレス制御範囲
動作温度
寸法
重量

14.4V/2600mAh（リチウム）
20V2.4A
18W
32
6（A、B、C、D、E、F）
2700K〜6500K
0〜100 ％
0 〜360°
1500 lx
96
98
最大出力で約120分
（2700Kまたは6500K）
スマートフォンアプリ
本体コントロールパネル
リモコンRC-R9（別売/キットには
付属）2.4GHzワイヤレス制御
Bluetooth：30m
2.4GHz：50m
-10〜40℃
48φmm × 750mm
0.73kg

3

ミニマムサイズが拡げる可能性
チューブライトTL30はTL60の約半分の長さ。
さらに軽量、持ち運びにも便利です。
細長い形状で狭いスペースにも収まるためあらゆる可能性を秘めたライトです。
各種エフェクトを備えたマルチカラー、
防水バッグやグリッドなど豊富なアクセサリーも用意。
あえてミニマムに設計された灯体は、多彩なカプラーによって形状にも幅広い拡張性をもたらします。
TL30がすべての表現を豊かに、可能性を無限に拡げることができます。

形状を自由にするライト
TL30を接続することで長さを自由に、
そして目的は無限大に。接続用の
別売カプラーは放射状に8本接続できるM-8タイプと並列で接続する
M-2タイプを用意しています。

移動を自由にするライト
TL30、1つの重さはスマートフォン2台程度。
細長いチューブ形状はかさばらずスマートに収まり
ます。
スタジオはもちろん、ロケーションや旅行にお
いても、
このポータブルライトを使用するとこれまで
にない解放的な体験ができます。

多彩なエフェクトモード
RGBサイクル、
フラッシュ、
レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、
キャンドル、炎、花火、
パトカー、消
防車、救急車、SOSといった13のシチュエーションモードには各1〜3のカテゴリー、全37種類ものエ
フェクトを選択することができます。
このモードは様々な映像表現が可能になります。

RGB サイクル
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TL30 マルチカラー LEDチューブライト

カラーライブラリー

RGB、CCT、HSIの3つのモードで調整して、最大36000以上の色を表現することができ
ます。
さらに高度なG/M調整と全37種類ものエフェクトにより繊細なカラーを意のまま
に操ることができます。
ぜひこの魔法のレインボーライトを手に入れてください。

柔軟なパワーサプライ

どこにでもフィット

TL30本体にはマグネットが埋め込まれ、金属面にはダイレクトに取り付けできます。
コーナーに立て掛けたり、金属の壁面にくっつけたり、
または被写体の隙間など自由に配
置でき、設置場所を選びません。両端にはネジ穴を装備し、
スタンドへの取り付けもOK。
さらにウォータープルーフバッグ
（別売）
に入れれば水中でも使用可能。水面に幻想的な色
を映し出す仕込みライトとして…。
クリエイターのイマジネーションを刺激します。
あらゆる場所にフィットすることで必要に応じて柔軟に対応します。

自在にコントロール

ゴドックスLED用アプリを使用することでスマートフォンから遠隔
操作が可能です。水中や被写体の影、天井に設置しても30mまで
遠隔操作※が可能です。

CRI 97、
TLCI 99の高演色性
内蔵バッテリーへの充電はもちろん、AC電源
TL30にはUSB Type-Cコネクターを装備。
（別売）、
またはモバイルバッテリー（別売）
からも電源供給も可能です。

TL30はCRIが97、TLCIが99と市販のLEDライト中でもトップク
ラスの高い演色性能を誇ります。鮮やかな自然光を提供し、正確
な色を再現します。

254184
NEW!
TL30 LEDチューブライト

［TL30内容］
●TL30LEDライト×1
●リストストラップ×1
●メタルプレート×3
●USB Type-Cケーブル×1
●粘着フック＆ループ×3
●ポーチ×1

希望小売価格（税別）15,000円

JAN.4961360041842

251620 TL30-K2 LEDチューブライト2灯キット NEW!
希望小売価格（税別）39,800円 JAN.4961360016208
［キット内容］
●TL30LEDライト×2
●リストストラップ×2
●メタルプレート×6
●TL-G30グリッド×2
●USB Type-Cケーブル×2
●TL-C2保持クリップ×2
●TL-M2 2ライト接続カプラー×1
●粘着フック＆ループ×6
●TL-W30ウォータープルーフバッグ×2

251621 TL30-K4 LEDチューブライト4灯キット NEW!
希望小売価格（税別）74,800円 JAN.4961360016215

●CB23 TL30 2灯用キャリングバッグ×1

［キット内容］
●TL30LEDライト×4
●リストストラップ×4
●メタルプレート×12
●TL-G30グリッド×2
●USB Type-Cケーブル×4
●TL-C2保持クリップ×4
●TL-M2 2ライト接続カプラー×4
●TL-M8 8ライト接続カプラー×1
●粘着フック＆ループ×12
●TL-W30ウォータープルーフバッグ×2

●CB22 TL30 4灯用キャリングバッグ×1

TL30仕様
内蔵バッテリー
電源アダプター
最大パワー
色温度
調光範囲
HUE
最大照度（ルクス）
CRI
TLCI
連続照射時間
制御方法
ワイヤレス制御範囲
動作温度
寸法
重量

3.7V/2900mAh/10.7Wh
5V/2A（別売）
8W
2700K〜6500K
0〜100 ％
0 〜360°
740 lx
97
99
最大出力で約60分
（2700Kまたは6500K）
スマートフォンアプリ
本体コントロールパネル
Bluetooth：30m
-10〜40℃
42φmm × 300mm
0.3kg
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専用アクセサリー

251622

TLB-Mシンプルブラケット

希望小売価格（税別）
JAN.4961360016222

251623 TLB2ブラケット

4,400円

希望小売価格（税別）
JAN.4961360016239

TLB2またはTLB4ブラケットをホールドします。

11,000円

251624 TLB4ブラケット
希望小売価格（税別）
JAN.4961360016246

12,600円

TLB2ブラケットは2本、TLB4ブラケットは
4本のTL60ライトをそれぞれサポートする
ことができます。
ブラケット背面に、
ライトス
タンドまたはその他サポート用のレシーバ
ーがあります。
※ライトスタンドは別売

251625
TL-G60グリッド

希望小売価格（税別）
JAN.4961360016253

2,900円

TL60チューブライト用グリッド。LEDチューブライトの照射角度を狭め、
ライトに指向性
を与えます。光を制御し、被写体をより強調することができます。
このグリッドは布製で、
コ
ンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。

TLB2ブラケット

TLB4ブラケット

251626 TL60用ACアダプター
希望小売価格（税別）

3,300円

JAN.4961360016260

251627 TL60CLIP保持クリップ
希望小売価格（税別）

JAN.4961360016277

1,000円

4灯キット用

2灯キット用

TL60LEDチューブライトスタンドまたはクラ
ンプに取り付けて保持、
ポジショニングできま
す。TL60に付属してますが、追加のサポート
が必要な場合にも使用できます。取り付けソ
ケット
（1/4"ネジ穴）
を2箇所を備えています。
●TL60/TL60キットには付属

251628 TL60スチールケーブル
希望小売価格（税別）

JAN.4961360016284

●TL60/TL60キットには付属

251629 RC-R9リモートコントローラー
希望小売価格（税別）
JAN.4961360016291

3,980円

ゴドックスのマルチカラーLEDライトの機能を制御するように設計さ
れた、2.4GHzワイヤレスリモートコントローラー。TL60のカラーやモ
ード、
出力をワイヤレスで調整することができます。複雑なセットアップ
不要。他のワイヤレス機器からの電波干渉を避けるために、32のチャ
ネルと16のグループがあります。単4電池（別売）2本使用。
●TL60-2灯/4灯キットには付属 ※TL30にはご使用できません
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800円

251631

TL60 2灯キット用キャリングバッグ

251632

TL60 4灯キット用キャリングバッグ

希望小売価格（税別）
希望小売価格（税別）

5,000円

JAN.4961360016314

8,500円

JAN.4961360016321

TL60 ライト 2灯キット、4灯キット用に設計されたこれらのキャリングバッグは、
ライト
本体およびキットに付属したアクセサリーを安全に保管・輸送することができます。
ジッパー式クロージャーは、
内部機材へスピーディーかつ簡単にアクセス可能。
ライトを
保護するためにケース表面素材は耐水性ナイロンを採用。小雨や水滴程度であれば内
パッド入りでグリップ感が向上。移動時の
部は保護されます※。2つのソフトハンドルは、
快適さも追求した最高の専用ケースです。
※ジッパー/縫製部は防水仕様ではありません。完全防水ではありませんので、
ご注意ください。

251630

TL60 用キャリングバッグ

希望小売価格（税別）

3,200円

JAN.4961360016307

専用アクセサリー

251637
8ライト接続カプラー
希望小売価格（税別）
JAN.4961360016376

1,900円

TL-30用 TL-M8 接続カプラーは、8箇所に
1/4"ネジ備えています。
これによりTL30ラ
イトを最大8本まで取り付けることでさまざ
まな照明配置を作成することができます。

251633
TL-G30グリッド

希望小売価格（税別）
JAN.4961360016338

251636
2ライト接続カプラー
希望小売価格（税別）

1,700円

JAN.4961360016369

TL-30用 TL-M2接続カプラーは、両端に1/4"ネジを備え
ています。
これによりTL30ライト2本を繋げて60cmの長
さににすることができます。

TL30チューブライト用グリッド。LEDチューブライトの照射角度を狭め、
ライトに指向性
を与えます。光を制御し、被写体をより強調することができます。
このグリッドは布製で、
コ
ンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。

251635
TL-W30ウォータープルーフバッグ
希望小売価格（税別）
JAN.4961360016352

251638

2,000円

希望小売価格（税別）

3,700円

TL-C2保持クリップ

希望小売価格（税別）
JAN.4961360016383

TL30チューブライト用防水ケース。
TL30をこのケースに入れることで大雨な
どの悪天候や水辺など、濡れる可能性のあ
る環境はもちろん、水中でのライティング
も可能になります。
ほぼ減光することなく透過性の高い、
しか
りとした厚みの耐久性に優れたプラスチ
ック製。
ピンチロック・クロージャーにより安全に
使用することができます。
リストストラップ
が付います。

251640
CB23 キャリングバッグ

1,000円

1,000円

TL30LEDチューブライトをスタンドまたはクランプ
に取り付けて保持、
ポジショニングできます。
取り付けソケット
（1/4"ネジ穴）
を2箇所を備えてい
ます。

JAN.4961360016406

TL30用CB23キャリングバッグは、TL30 LED ライト2灯キットのコンポーネントをすべ
て収納することができます。
ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。
安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。

251639
CB22 キャリングバッグ
希望小売価格（税別）

4,500円

JAN.4961360016390

TL30用CB22キャリングバッグは、TL30 LED ライト4灯キットのコンポーネントをすべ
て収納することができます。
ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。
安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。
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※
（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4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

